
ほほえみ館
〒849-0915
佐賀市兵庫町大字藤木1006番地1
☎30-0100

12月 健康カレンダー

◎申し込み・問い合わせ

乳幼児の健診や教室等

高齢者の相談等 成人健診

〔毎日健診〕
健康づくり課（ほほえみ館）

◎申し込み・問い合わせ
本庁 高齢福祉課 長寿推進係  ☎40-7253

●健康について　　   保健予防係（保健）☎40・7281　
●乳幼児・妊婦・予防接種について   母子保健係（母子）☎40・7282　

日 曜日 行　　　　事 問合せ

会場：成人病予防センター　☎31－8835
（受付　8：30～17：30　日・祝日・年末年始を除く）
月曜日から金曜日まで毎日健診を実施しています。
なお、12月は下記の日程で実施します。

〔支所健診〕

3 月

4 火

11 火

1 土

12
・
13

水
・
木

久保田

赤ちゃん広場
時間：９：３０～１５：３０
場所：ほほえみ館
※部屋は変わる場合があります
３歳6か月児健診（大和町対象）
受付時間：１２：４５～１３：１５
場所：大和健康管理センター
対象児：平成２１年４月～５月生まれ

乳幼児健康相談
受付時間：９：３０～１１：００
場所：久保田保健センター

乳幼児健康相談
受付時間：１３：３０～１５：００
場所：川副保健センター

12 水 富士

母子

ぴよぴよルーム（大和町、富士町、
三瀬村対象）
場所：大和健康管理センター
受付時間：１３：１５～１３：３０
対象児：平成２４年６月～８月生まれ
母子手帳を必ずお持ちください。

母子

大和

大和

川副

1歳6か月児健診（富士町・三瀬村対象）
受付時間：１２：４５～１３：１５
場所：富士支所
対象児：平成２３年２月～５月生まれ
３歳6か月児健診（富士町・三瀬村対象）
受付時間：１２：４５～１３：１５
場所：富士支所
対象児：平成２１年２月～５月生まれ

グリンピースおしゃべり会
時間：１０：１５～１１：３０
場所：ほほえみ館

10 月 母子

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：１３：００～１３：１０
対象児：平成２４年１月１日～１０日生まれ
受付時間：１３：２５～１３：３５
対象児：平成２４年１月１１日～２０日生まれ
受付時間：１３：５０～１４：００
対象児：平成２４年１月２１日～３１日生まれ
場所：ほほえみ館
母子手帳とお子さんにお茶などの飲み物
をお持ちください。

グリンピース（多胎児サークル）
時間：１０：１５～１１：３０
場所：ほほえみ館

母子13 木

母子14 金

妊婦歯科健診
受付時間：①１３：００～１３：１５
　　　　  ②１３：４５～１４：００
場所：ほほえみ館
必要物品：母子手帳、筆記用具
健診前１時間の飲食、歯みがきなどは
控えてください。

歯ゃか歯ゃか教室（川副町、諸富町、
東与賀町、久保田町対象）
受付時間：１２：４５～１３：００
対象児：平成２３年１１月～平成２４年１月生まれ
場所：川副保健センター
母子手帳とお子さんにお茶などの飲み物
をお持ちください。

1歳6か月児健診（旧佐賀市対象）
受付時間：１２：４５～１４：００
場所：ほほえみ館
対象児：平成２３年４月生まれ

乳幼児健康相談
受付時間：１３：３０～１５：００
場所：ほほえみ館

26 水 川副

27 木 母子

17 月 母子

18 火

18
・
19

火
・
水

母子

母子

3歳6か月児健診（旧佐賀市対象）
受付時間：１２：４５～１４：００
場所：ほほえみ館
対象児：平成２１年５月生まれ

赤ちゃん広場
時間：９：３０～１５：３０
場所：ほほえみ館
※部屋は変わる場合があります

20
・
21

木
・
金

母子

こころの相談 
時間：１３：３０～１５：００
場所：川副保健センター

市民健康相談
受付時間：９：３０～１１：００
場所：諸富保健センター

問合せ日 曜日 行　　　　事問合せ日 曜日
月曜日から金曜日まで毎日健診
を実施

成人病
予防セ
ンター

月
〜
金

行　　　　事

問合せ日 曜日

諸富

3 月

川副

市民健康相談
受付時間：９：００～１１：００
場所：ほほえみ館

保健

5 水

行　　　　事

●諸 富 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎47・4891
●大 和 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎51・2420
●富 士 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎58・2114
●三 瀬 支 所　保健福祉課　保健センター  ☎56・2200
●川 副 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・8924
●東与賀支所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・1603
●久保田支所　保健福祉課　保健センター  ☎68・314430・0115

※予約電話の受付時間は8：30～17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

※ぴよぴよルーム、歯ゃか歯ゃか教室の対象児は月齢が多少前後してもかまいません。ただし、ぴよぴよルームは生後９か月児までの参加とさせていただきます。
※出生届出後２か月を過ぎても予防接種の案内が郵送されない場合は、母子保健係に問い合わせください。
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日 曜日

5 水

6 木

行　　　　事
高齢者健康相談
受付時間：１０：００～１１：３０
場所：巨勢老人福祉センター

予約制

ものわすれ相談室
受付時間：１３：３０～１６：００
場所：ほほえみ館

予約制

18 火

20 木

高齢者健康相談
受付時間：１３：３０～１５：００
場所：金立いこいの家
ものわすれ相談室
受付時間：１３：３０～１６：００
場所：ほほえみ館

予約制

●特定健診のほか、各種がん健診を同時に受診でき
ます。

※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」は、加入している各健康保険に問い
合わせください。

※「歯周疾患検診」を〔毎日健診〕では１日（土）、８日
（土）、９日（日）、１９日（水）に、実施します。

　今年度の支所健診は終了しました。

予約制

成人健診 予約制

8 土 成人健診 予約制

9 日 成人健診 予約制

成人の相談等

※大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田支所では、市民健康相談を
随時行っています。

◎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時30分～16時

※健診受診希望の耳の不自由な人で、通訳者（要約筆記
者・手話通話者）が必要な人は、健康づくり課へ申し出
てください。

予約制

ぴよぴよルーム（旧佐賀市対象）
場所：ほほえみ館
午前の部　受付時間：９：４５～１０：００
午後の部　受付時間：１３：１５～１３：３０
対象児
１２日　午前の部：平成２４年８月１日
　　　　　　　　　～８月２０日生まれ
１２日　午後の部：平成２４年８月２１日
　　　　　　　　　～９月１０日生まれ
１３日　午前の部：平成２４年９月１１日
　　　　　　　　　～９月３１日生まれ
母子手帳を必ずお持ちください。

予約制

予約制

４種混合予防接種
のお知らせ

４種混合予防接種
のお知らせ

11月1日から導入されました！！

　4種混合とはジフテリア、百日せき、不活化ポリ
オおよび破傷風の混合ワクチンです。

　3種混合予防接種およびポリオ予防接種の両方を
開始していない人は、4種混合予防接種の対象とな
ります。体調の良い時に、実施医療機関に予約をし
て接種しましょう。

　4種混合ワクチンは、次のように行います。
■対　　象　生後3か月～90か月に至るまで
■接種方法　4回（初回3回、追加1回）の皮下接種
　　　　　　（注射）が必要です
■接種間隔（標準的な接種期間）
　・1期初回接種
　　20日から56日までの間隔をおいて3回
　・1期追加接種
　　初回接種終了後12月から18月に達する
　　までに1回
■接種場所　実施医療機関での個別接種
　　　　　　佐賀県内の実施医療機関
　　　　　　（市ホームページに掲載）

　予診票はほほえみ館、各支所および実施医療機関
にもあります。

☎40-７２82

◎問い合わせ

健康づくり課  母子保健係（ほほえみ館）

FAX30-0115


