
10月 健康カレンダー

◎申し込み・問い合わせ

高齢者の相談等 毎日健診・支所健診

〔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

◎問い合わせ 健康づくり課（ほほえみ館）

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

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を実施しています。

  5・19
20・26

土・土
日・土 乳幼児の健診や教室等

日 曜日 行　　　　事 問合せ

2 水

15 火

16 水

富士

母子

母子

乳幼児健康相談
受付時間：10：00～12：00
場所：富士支所

日 曜日 行　　　　事 問合せ

18 金

23 水

24 木

30 水

母子

母子

川副

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：①13：00～13：10
　　　　  ②13：25～13：35
　　　　  ③13：50～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成24年11月生まれ
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

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：母子健康手帳、筆記用具

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

母子

母子

31 木 母子

大和

赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館

3歳6か月児健康診査（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22年2月～3月生まれ

母子
乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：ほほえみ館

母子

川副

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

赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館

1歳6か月児健康診査（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24年2月生まれ

8
・
9

火
・
水

母子

3歳6か月児健康診査（旧佐賀市対象）

1歳6か月児健康診査
（諸富町・川副町対象）

受付時間：12：45～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成22年3月生まれ

受付時間：13：00～13：30
場所：川副保健センター
対象児：平成24年1月～2月生まれ

17 木 川副

3歳6か月児健康診査
（諸富町・川副町対象）
受付時間：13：00～13：30
場所：川副保健センター
対象児：平成22年2月～3月生まれ

10
・
11

木
・
金

問合せ日 曜日

成人病
予防セ
ンター

月
〜
金

行　　　　事

問合せ日 曜日

予防

7 月

諸富
市民健康相談
受付時間：９：3０～１１：００
場所：諸富保健センター

川副2 水

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：ほほえみ館

3 木

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（ぴよぴよルームは生後9か月児まで）。
都合のつく時間・場所を選んでご参加ください。
※出生届出後2か月を過ぎても健康づくり課から予防接種等の
ご案内が郵送されない場合は問い合わせください。

【注意点】
■赤ちゃん広場：場所を変更する場合があります。
■妊婦歯科健診：健診前1時間の飲食、歯みがき等は控えて
　　　　　　　　ください。

8市報さが　平成25年9月15日号9 市報さが　平成25年9月15日号

日 曜日 行　　　　事

こころの相談 
時間：１３：３０～１５：００
場所：川副保健センター

予約制

予約不要

市民健康相談
受付時間：9：00～11：00
場所：ほほえみ館

予約不要

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

17 木
予約制

●成人対象。特定健診（佐賀市国保対象）のほか、
各種がん検診など。詳しくは「平成25年度保存版
佐賀市健康カレンダー」をご参照ください。

毎日健診（平日）予約制

毎日健診（土・日）予約制

7～10 月～木

問合せ日 曜日

1 火 富士

4 金 久保田

大和

行　　　　事
支所健診
場所：フォレスタふじ
予約☎58－2114

予約制

支所健診
場所：久保田保健センター
予約☎68－3144

予約制

支所健診
場所：大和健康管理センター
予約☎51－2420
※8日（火）は、唾液潜血検査あり
※9日（水）は、骨粗しょう症検診あり

予約制

成人の相談等

※市民健康相談は大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田支
所では、随時受け付けています。

◎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
　　　　　9：30～16：00（受付時間は15：30まで）

※毎日健診での「歯周疾患検診」：5日（土）、9日（水）、
15日（火）、19日（土）、20日（日）、23日（水）、26日（土）
に実施。
※耳が不自由で、通訳者（要約筆記者・手話通話者）が
必要な人は、健康づくり課へ連絡ください。
　FAX30-0115

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

　インフルエンザが流行する前に接種を受けましょう。
■対　象　次の①または②に該当し、接種日当日、佐
賀市に住民票がある人
　①65歳以上の人　②60歳以上65歳未満の人で、心
臓、腎臓もしくは呼吸器の機能やヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害がある人（身体障害者
手帳1級程度）
■自己負担額　1,300円（生活保護世帯のみ無料）
■接種期間　10月1日（火）～12月31日（火）
■接種場所　佐賀県内の医療機関など（予約が必要な
場合がありますので、事前に医療機関にご確認くだ
さい）
■接種回数　1回
■持参するもの　健康保険証など本人の確認ができる
もの（②に該当する人は身体障害者手帳なども必要）

　平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は、
日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあり
ます。1期、2期の接種が終わっていない人は、20歳
未満まで接種を受けることができます。母子健康手帳
で確認の上、接種を受けましょう。料金は無料です。
■接種回数　1期：初回接種2回、追加接種1回
　　　　　　2期：1回（9歳になってから接種）
※接種リズムは個々で異なります。かかりつけ医師に
ご相談ください。
■接種場所　県内公費予防接種実施医療機関
　　　　　　（市ホームページに掲載）

高齢者インフルエンザ
予防接種はお早めに

日本脳炎の予防接種

予約制

受付時間：①9：45～10：00
　　　　  ②13：15～13：30
場所：ほほえみ館
対象児：平成25年6月～7月生まれ
必要物品：母子健康手帳

ぴよぴよルーム
（旧佐賀市対象）
受付時間：9：45～10：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成25年6月～7月生まれ
必要物品：母子健康手帳

予約制

ぴよぴよルーム
（旧佐賀市対象）予約制

〔支所健診〕
○10月の健診日程

○10月の健診日程

○今後の予定

●要予約。右ページの問い合わせ先へ連絡ください。

11月15日、18日、19日諸 富 支 所

☎40-7280・40-7281
FAX30-0115

◎問い合わせ 健康づくり課　母子保健係
（ほほえみ館）
☎40-7282 FAX30-0115


