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高齢者の相談等
◎申し込み・問い合わせ

○12月の相談日程

本庁  高齢福祉課  地域包括支援係  ☎40・7284

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～15：30
場所：ほほえみ館

木

日 曜日 行　　　　事
予約制

1

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～15：30
場所：ほほえみ館

木
予約制

15

毎日健診・公民館健診・個別健診

〔毎日健診（平日）〕
会場：成人病予防センター　予約☎31・8835
（予約受付　8：30～17：30　日・祝日・年末年始を除く）
月曜から金曜まで毎日健診（平日）を実施しています。

問い合わせ日 曜日

成人病予防
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センター

月
〜
金

行　　　　事

●成人を対象とした健（検）診です。
●内容：特定健診のほか、各種がん検診など。詳しく
は「平成28年度保存版佐賀市健康ガイドブック」、市
ホームページをご覧ください。

※社会保険加入者（協会けんぽ、共済、組合健保など）
の「特定健診」については、加入している各健康保険
にお問い合わせください。

〔個別健診〕
　佐賀市が実施する健（検）診を、市内の一部の医療機
関でも受診することができます。
　詳しくは、「平成28年度保存版佐賀市健康ガイドブッ
ク」、市ホームページをご覧ください。 

◎健診に関する問い合わせ（予約以外）
　健康づくり課　保健予防一係
　☎40・7281　FAX30･0115
　{kenko@city.saga.lg.jp

日曜祝日当番医案内
　日曜祝日に受診できる医療機関（原則として内科およ
び外科）を市ホームページに掲載しています。
佐賀市トップページ＞もしもの時＞休日当番医
テレフォンサービス ☎30・0114

毎日健診（平日）予約制

土日健診 予約制

※「歯周病検診」を3日（土）、4日（日）、13日（火）に
　実施します。

平成28年度の支所健診は終了しました。
〔支所健診〕

○12月の健診日程

土
・
日

3
・
4

12月
※予約受付8：30～17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

◎休日に急な歯痛で困った時は！
佐賀市休日歯科診療所（ほほえみ館1階） ☎36・9164
診療日時　日曜・祝日・8月15日・12月31日～1月3日
　　　　　9：30～16：00（受付時間は15：30まで）

乳幼児の健診や教室等
【注意点】
※出生届出後2カ月を過ぎても、予防接種等のご案内が郵送されない場合は、母子保健係にお問い合わせください。
※妊婦セミナー、3～6カ月児セミナー、7～10カ月児セミナー、1歳～1歳5カ月児セミナーは母子保健係にご予約ください。
　月齢に合わせて参加しましょう。（1人1回）。当日は母子健康手帳をお持ちください。
※各種妊婦乳幼児相談は予約不要です。対象年齢ではない日でも利用できます。この専門職に相談をしたい、兄弟姉妹一緒に相談
したいなど、ご都合に合わせてお越しください。当日は母子健康手帳をお持ちください。
※赤ちゃん広場は佐賀市社会福祉協議会（社協）が主体となって開催します。日程は毎月1日号こどものページに掲載します。
◎問い合わせ：社協〈ほほえみ館内 ☎32・6670〉

◎申し込み・問い合わせ
健康づくり課（ほほえみ館）
●乳幼児・妊婦・予防接種について  母子保健係
　☎40・7282　FAX30・0115

FAX40・7393{korei@city.saga.lg.jp

　骨粗しょう症検診は年度内に1回のみ受診できます。
■対　象　佐賀市に住民登録がある人で、平成28年
度中に年齢が40・45・50・55・60・65・70歳にな
る女性
※骨粗しょう症で治療中の人は除く。
■受診期間
　平成29年3月31日まで
■実施場所等
①成人病予防センター
・自己負担額　500円
・予約先　成人病予防センター　☎31・8835
　（電話受付時間　8時30分～17時30分　日・祝日・
年末年始除く）
②個別の医療機関
・自己負担額　1,400円
・予約先　検診実施医療機関に直接ご予約ください。
※実施している医療機関は、「佐賀市健康ガイドブッ
ク」や市ホームページに掲載しています。
※対象者で生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は
無料。（①②共通）

FAX30・0115
◎問い合わせ 健康づくり課（ほほえみ館）

{kenko@city.saga.lg.jp
☎40・7281

女性は40歳から
骨量が減少し始めます
骨粗しょう症検診を受診しましょう
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5 月

6 火

妊婦セミナー
受付時間：①12：40～12：50
　　　　  ②13：20～13：30
場所：ほほえみ館

3歳6カ月児健診（旧佐賀市・大和町対象）
受付時間：12：45～14：00
対象児：平成25年5月生まれ
場所：ほほえみ館
1歳6カ月児健診（旧佐賀市・大和町対象）
受付時間：12：45～14：00
対象児：平成27年4月生まれ
場所：ほほえみ館

1歳6カ月児健診（諸富町・川副町対象）
受付時間：13：00～13：30
対象児：平成27年3月～4月22日生まれ
場所：諸富町公民館
3歳6カ月児健診（諸富町・川副町対象）
受付時間：13：00～13：30
対象児：平成25年4月13日～5月生まれ
場所：諸富町公民館

グリンピース（多胎児サークル）
時間：10：15～11：40
場所：ほほえみ館

乳幼児健康相談
受付時間：9：30～11：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士、助産師
場所：川副保健センター

妊婦健康相談
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

予約不要
幼児健康相談
（おおむね1歳～就学前まで）
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

7～10カ月児セミナー（親子体操）
受付時間：①  9：50～10：00
　　　　  ②10：15～10：25
場所：ほほえみ館
乳児健康相談（おおむね1歳まで）
受付時間：9：30～11：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

予約不要乳幼児健康相談
受付時間：9：30～11：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：久保田保健センター

グリンピース（多胎児サークル）
時間：10：15～11：40
場所：ほほえみ館

3歳6カ月児健診（旧佐賀市・大和町対象）
受付時間：12：45～14：00
対象児：平成25年5月生まれ
場所：ほほえみ館

予約不要歯ゃか歯ゃか教室
受付時間：13：30～14：00
対象児：おおむね1歳～1歳5カ月児
場所：富士支所
必要物品：母子健康手帳、飲み物

1歳6カ月児健診（富士町・三瀬村対象）
受付時間：12：45～13：15
対象児：平成27年3月～5月生まれ
場所：富士支所
3歳6カ月児健診（富士町・三瀬村対象）
受付時間：12：45～13：15
対象児：平成25年3月～5月生まれ
場所：富士支所

予約制

3～6カ月児セミナー
（離乳食のポイント）
受付時間：①13：00～13：15
　　　　  ②13：30～13：45
場所：ほほえみ館
乳児健康相談
（おおむね生後6カ月まで）
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、助産師
場所：ほほえみ館

予約制

予約制

1歳～1歳5カ月児セミナー（歯科健診）
受付時間：①12：50～13：00
　　　　  ②13：30～13：40
対象児：おおむね1歳～1歳5カ月児
場所：ほほえみ館

予約制

〔公民館健診〕
予約☎31・8835（成人病予防センター）
（予約受付　8：30～17：30　日・祝日・年末年始を除く）

日 曜日 行　　　　事
○12月の健診の日程
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金立公民館健診
場所：金立公民館7
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20

予約制

神野公民館健診
場所：神野公民館

予約制

兵庫公民館健診
場所：兵庫公民館

予約制

蓮池公民館健診
場所：蓮池公民館

予約制

巨勢公民館健診
場所：巨勢公民館

予約制

高木瀬公民館健診
場所：高木瀬公民館

予約制

赤松公民館健診
場所：赤松公民館

予約制

予約不要

予約不要


