
11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

●健康について　保健予防係（予防）☎40・7281  FAX30・0115　
●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）

乳幼児の健診や教室等

日 曜日 行　　　　事 問合せ

5 火

6 水

18 月

諸富

大和

三瀬

乳幼児健康相談
受付時間：13：00～14：00
場所：諸富保健センター

日 曜日 行　　　　事 問合せ

20 水

21 木

25 月

大和

川副

東与賀

ぴよぴよルーム（諸富町・川副町・
東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～13：30
場所：南川副公民館
対象児：平成25年6月～8月生まれ
1歳6か月児健康診査
（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
場所：東与賀保健センター
対象児：平成24年2月～3月生まれ

3歳6か月児健康診査
（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
場所：東与賀保健センター
対象児：平成22年2月～3月生まれ

1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24年3月～4月生まれ

母子

26 火 母子

29 金 母子

30 土 母子

27 水 東与賀

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
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（部屋変更の場合有）
親子遊びの日（時間：10：00～11：30）

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

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：①13：00～13：10②13：25～
　　　　 13：35③13：50～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成24年12月生まれ
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

乳幼児健康相談

ぴよぴよルーム
（大和町・富士町・三瀬村対象）

受付時間：13：30～15：00
場所：大和健康管理センター

東与賀

19 火

母子

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：東与賀保健センター

母子
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

歯ゃか歯ゃか教室（大和町対象）
受付時間：12：45～13：00
場所：大和健康管理センター
対象児：生後11か月～1歳5か月児
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

母子
赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館（部屋変更の場合有）

受付時間：13：15～13：30
場所：大和健康管理センター
対象児：平成25年6月～7月生まれ

母子

3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22年4月生まれ
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火
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30

土
・
日
・
土

母子

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3月生まれ

14
・
15

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

11 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6 水

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：ほほえみ館

7 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・3144

※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）

【注意点】 ■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。
※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）。
※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。

8市報さが　平成25年10月15日号9 市報さが　平成25年10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

21 木
予約制

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：富士支所

22 金
予約制

●内容：成人を対象とした健（検）診。特定健診の
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」・「市ホームページ」
を参照ください。
※協会けんぽ、共済、組合健保などの「特定健診」
については、各健康保険に問い合わせください。

毎日健診（平日）予約制

毎日健診（土・日）予約制

問合せ日 曜日

諸富

行　　　　事

支所健診
場所：諸富町公民館
予約☎47－4891
※15日（金）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）

※「歯周疾患検診」を〔毎日健診〕では 6日（水）、13日
（水）、16日（土）、17日（日）、20日（水）、30日（土）
に実施。
※耳が不自由で、要約筆記者・手話通話者が必要な場
合は、健康づくり課へ連絡ください。
　FAX30-0115

※11月18日（月）の支所健診時に、歯周疾患検診を受け
る人は、唾液潜血検査（ペリオスクリーン）が受けられ
ます。

ほほえみ館
〒849-0915
佐賀市兵庫北三丁目8番地36号
☎30-0100

　ちょっとメタボですが大病知らずの私が、たった一
度だけ入院したことがあります。
　30歳の頃、職場で急激な腰背部痛に襲われ病院へ直
行。尿路結石と診断されました。
　実は、激痛発作の3日前くらいから尿の出が悪く、
背部に少し圧迫感を感じてはいました。当時仕事でよ
く汗をかいていましたが、水分を十分に取らず、特に
気にも留めていませんでした。
　あまりのひどい痛みのために、入院。腰には麻酔薬
を持続注入できるチューブを挿入し、腕には点滴をつ
なぎ、並行して大量の水を飲むように指導されました。
入院1週間が経ち、自然に結石が出なければ、破砕が
必要という日の朝、なんとトイレで憎っくき石（米粒大）
を出産！激痛から解放され帰宅後、ちょうど同じ時期
に生まれた娘を見れた時の嬉し
かったこと!!
　退院後は、シュウ酸や油もの
を控えた食事と水分を多めに取
ることを心がけ、その後20年間、
あの激痛を味わうことなく過ご
せています。　（50才代／男性）

　尿路結石は、高尿酸血症・痛風が原因で発症す
る場合もあります。健診での尿酸値をチェックし
てくださいね。

私が健康を意識する
ようになったきっかけ
産み（排出）の苦しみ ～尿路結石～

《保健師からひとこと》

予約制

予約制〔支所健診〕
○11月の健診日程

○11月の健診日程

◎申し込み・問い合わせ
本庁　保険年金課　給付係 ☎40-7271

予約制

体
験
談

※皆さんの体験談募集中です。（400字程度）


