令和２（2020）年２月15日
ウメ
（油山市民の森）
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d２月22日㈯午前10時半～午後０時半l
i城南消防署 a863-8119 f865-3594y
無料e不要 ※はしご車試乗は４歳～小学生
が対象で、抽選で約30人が試乗できます
（雨
天時、災害出動時は試乗中止）。抽選券は午
前10時15分から配布。会場までは公共交通
機関をご利用ください。

f844・1204

来て！見て！体験！消防たい（隊）
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３月１日㈰～７日㈯は子ども予防接種週間
です。４月から小学校１年生になる子どもで、
まだ麻しん・風しんワクチン２期を接種して
いない人はいませんか。３月末までは定期接
種として費用が免除されます。
この期間中は、予防接種の受付時間が通常
より長くなり、土・日曜日も接種可能な医療
機関があります。詳しくは各医療機関にお問
い合わせください。
i区健康課 a831-4261 f822-5844
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児童たちと一緒に京ノ隈古墳を再現

保健所では、無料で託児サービスが受
けられる健（検）
診日を設けています。実
施 日 は 市 政 だ よ り 毎 月15日 号 の15面
（健康だより）
でご確認ください。
d健康だよりの表で★印が付いている
健
（検）
診日t生後６カ月児～未就学児e
健
（検）
診の申し込み後、健
（検）
診日の５
日前までに電話かファクスで区健康課へ。
i区健康課 a831-4261 f822-5844

お知らせ・参加者募集

子ども予防接種週間
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50

区では保健所での健（検）診実施日に、
その場で参加できる「ロコモ予防運動教
室」を実施しています。ステップ運動や
椅子を使ったストレッチ、筋トレなど簡
単な運動を15分程度行います。申し込
みは不要です。
健
（検）
診を希望する人は、集団健診予
約センター
（a0120-985-902 f0120931-869）に健
（検）診日の10日前
（土・
日曜・祝休日を除く）までに予約してく
ださい。
d２月27日㈭、３月９日㈪午前８時
半～10時半 ※４月以降の日程は市政だ
より毎月15日号の15面（健康だより）で
ご確認ください。

油山観音
（正覚寺）
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梅林古墳

作り、諸寺に送ったこと

よかろーもん

保健所では、健診のときに
簡単な運動教室が開催され
ているよ！
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無料の託児サービスもある
んだって！

に由来するといわれます。 ねてみませんか。

第14回

よかドック通信

世帯数 67,590 世帯（前月比７世帯増） （令和２年１月１日現在推計）
女 70,324 人）

区の人口 132,673 人（前月比 25 人増） （男 62,349 人

休

だまされないで！区役所職員をかたる不審な電話にご注意を！職員が電話でＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません

令和２（2020）年２月15日

ビニ食材をうまく使お

３月

b＝受付時間
g＝実施時間

予約

よかドック（特定健診）

対象者・料金・その他

乳がん
27

肺がん

５
★９

b８：30～10：30

結核・肺がん

要（下記※を参照）

が ん 検 診

大腸がん

t40歳以上y600円
t40歳以上y500円
t40歳以上女性（２年度に１回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
t20歳以上女性（２年度に１回）y400円
t40～64歳y500円
t65歳以上y無料

※50歳以上の肺がんのハイリスク者で喀痰
（かくたん）細胞診希望者は別途700円。

胃がんリスク検査（血液検査）

t年度中に35歳または40歳になる人y1,000円

骨粗しょう症検査

t40歳以上y500円

ロコモ予防運動教室
エイズ・クラミジア・梅毒検査
Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査

i
e

t40～74歳の市国民健康保険加入者y500円j国民健康保険証

胃がん（胃透視）

子宮頸（けい）がん

４月以降の実施日は
こちらから確認を

申し込みは①、問い合わせは②

２月
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別府校区自治協議会
25

が気軽に参加できること

ビニ食材の選び方のポイ

もいろいろなプログラム

タンプカードを配布して

の食品も上手に選べば、 を考えていきます」と話

は、
毎月第３日曜日に「け

活動の一つである

しました。

ントなどを学びました。 をモットーに、これから
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ウォーキング＝写真＝

栄養バランスの良い食事

【問い合わせ先】

別府

【問い合わせ・申込先】
①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869（b平日 9:00 ～ 17:00）
②健康課健康づくり係 a831-4261 f822-5844（fは②～④共通） ③健康課母子保健係 a844-1071
④健康課精神保健福祉係 a831-4209 ⑤地域保健福祉課 a833-4113 f822-2133
※場所の記載がないものは保健福祉センター（保健所）で実施。料金の記載がないものは無料。
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ている
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３００回を迎えました。
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ラジオ体操を通して、住

ら行われています。雨天

【問い合わせ先】

からも活動を継続してい

時も体育館で行い、毎回

同校区自治協議会
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１００人近い人が集まり

a ８４３・９４１８

きたいです」と話しまし
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f ８４３・８６９３
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城南

27

９

毎週水曜日

b8：30～10：30

-

健康運動指導士と一緒に簡単な運動をします。運動相談にも応じます。

b9：00～11：00

-

匿名での検査。検査結果は２週間後に本人に直接説明。
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）

19

18

b9：00～11：00

-

-

24

g9：30～12：00

要

21

6

g13：00～15：30

要

離乳食教室

18

17

g13：30～15：00

-

離乳食の講話や試食。乳児の同伴可。

マタニティースクール

17

２、９、
g13：30～15：00
16、23

-

t妊婦とその家族などj母子健康手帳・筆記用具 ※動きやすい服装で。 ③

心の健康相談

20

19

g14：00～16：00

要

専門の医師が相談に応じます。※予約は前日まで。

こころの病

25

-

g13：30～15：30

要

心の病を抱える人の家族など (内容）2/25「薬の話」
※予約は前日まで。

栄養相談

家族教室

母子巡回健康相談

管理栄養士が食事の相談に対応。※予約は前日まで。

身体測定や育児相談をします。b13：30～14：00t妊産婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳
【別府公民館】２/21㈮ 【田島公民館】２/25㈫ 【七隈公民館】３/５㈭ 【城南公民館】３/９㈪

②

④
⑤

※よかドック・がん検診・胃がんリスク検査・骨粗しょう症検査の申し込みは、各健(検)診日の10日前（土・日・祝休日を除く）まで。
※満70歳以上や市県民税非課税世帯の人などは、よかドック・がん検診・胃がんリスク検査・骨粗しょう症検査の受診料が減免されます（証明書が必要）。
※★印の日には託児付き健(検)診を行います。要事前予約。希望者は健診予約後に実施日の５日前までに②健康課健康づくり係へ。

