
12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

2 月

4 水

5 木

久保田

富士

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

日 曜日 行　　　　事 問合せ

16 月

17 火

母子

母子

1歳6か月児健康診査（諸富・川副対象）
受付時間：13：00～13：30
場所：諸富保健センター
対象児：平成24年3月～4月生まれ

3歳6か月児健康診査（諸富・川副対象）
受付時間：13：00～13：30
場所：諸富保健センター
対象児：平成22年4月～5月生まれ

3歳6か月児健康診査（大和対象）
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4月～5月生まれ

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5月生まれ

母子

母子

18 水

19 木

母子

母子

24 火 大和

川副

川副

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：ほほえみ館

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（部屋変更の場合有）

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25年1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（旧佐賀市対象）

受付時間：10：00～12：00
場所：富士支所

6 金

川副
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
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）

母子

母子
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8月～9月生まれ

川副

歯ゃか歯ゃか教室
（川副・諸富・東与賀・久保田対象）
受付時間：12：45～13：10
場所：川副保健センター
対象児：平成24年11月～平成25年1月生まれ
必要物品：母子健康手帳

7
・
8

土
・
日

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4月生まれ

富士

1歳6か月児健康診査（富士・三瀬対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：富士支所
対象児：平成24年3月～5月生まれ

富士

3歳6か月児健康診査（富士・三瀬対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：富士支所
対象児：平成22年3月～5月生まれ

10
・
11

火
・
水

12
・
13

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

4 水

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 月

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：ほほえみ館

5 木

行　　　　事

●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

●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

※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）。

8市報さが　平成25年11月15日号9 市報さが　平成25年11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

19 木
予約制

●成人対象の健（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、加入している各健康保険に問い合わ
せください。

●今年度の支所健診は終了しました。

毎日健診（平日）予約制

毎日健診（土・日）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、随時健康
相談を受け付けています。

◎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7日（土）、8日（日）、
9日（月）、18日（水）に実施。
※耳が不自由で、通訳者（要約筆記者・手話通話者）が
必要な場合は、健康づくり課へ連絡ください。
　FAX30-0115

ほほえみ館
〒849-0919
佐賀市兵庫北三丁目8番地36号
☎30-0100

　12月に入った頃、右ひじに、角にぶつけたような「じ
わ～ん」とした痺れを数回感じたのですが、「どこかに
ぶつけたんだろう」と気にも留めていませんでした。
　同じ頃、職場の同僚から、顔色が悪いともいわれて
いました。今考えれば、これらは『脳梗塞』の前兆だっ
たのです。
　年末のある日、仕事中に右腕の力が抜け、つねって
も痛くありません。以前老人ホームに勤めていた経験
から『脳梗塞』だと気付き、上司を呼ぼうとしたのです
が、唇の右側もマヒして動きません。ですが、しばら
くすると少し動くようになったので、救急車を呼んで
もらい、病院に緊急搬送されました。
　幸い、ごく軽い症状だったので、2週間程度で退院し、
後遺症もなく仕事にも復帰でき
ました。今思えば、「症状が出て
いたにも関わらず自分の健康を
過信していたこと、また、どこ
の病院にいけば良いのか二の足
を踏んでいたのがいけなかった
なぁ」と反省しています。

（40才代／女性）

　後遺症がなく、回復されて良かったです。再発
予防の為にも、血圧等の健康チェックを継続して
ください。なお、気になる症状がある場合は、か
かりつけ医へ相談しましょう。

《保健師からひとこと》

予約制

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8月～9月生まれ

予約制

〔支所健診〕

○12月の健診日程

FAX40・7390

◎申し込み・問い合わせ
本庁　保険年金課　給付係
☎40・7271

予約制

※皆さんの体験談募集中です。（400字程度）

私が健康を意識する
ようになったきっかけ
脳梗塞のサインを見逃さないで！

体
験
談
№2


