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住所地以外の市で受ける場
合、費用が自己負担になります。
事前に必ず問合せを

集団…母子健康手帳持参し直接会場へ

☆ツ反とＢＣＧ接種

８日（ツ反検査）１０日（判定とＢＣＧ）
北口保健福祉センター

２３日（ツ反検査）２５日（判定とＢＣＧ）
中央保健福祉センター
いずれも１０：００～１１：００

１６日（ツ反検査）１８日（判定とＢＣＧ）
１４：００～１５：００ 山口公民館
生後３カ月以上４８カ月未満に１回�
受付時間を過ぎると接種できません

個別…予防接種委託の医院で接種を

☆三種混合予防接種

①１期（ＤＰＴ）…生後３カ月以上
９０カ月未満に計４回
②２期（ＤＴ）…１１歳～１２歳に１回

☆麻しん・風しん予防接種

生後１２カ月以上９０カ月未満に各１回

☆日本脳炎予防接種

①１期…生後６カ月以上９０カ月未満
に計３回（原則３歳から接種を）
②２期…９歳～１２歳に１回
③３期…１４歳～１５歳に１回

★電話健康・栄養相談

４・１１・１８・２５日 ９：３０～１１：３０
保健師による相談

９・２３日 ９：３０～１１：３０
栄養士による相談

電話番号は《０７９８・３５・９５３０》

★若竹ふれ愛健康相談

８日 １０：００～１１：００
若竹生活文化会館

乳幼児から高齢者までの健康・栄養
相談、血圧・体脂肪測定など

★すこやか健康相談

１８日 １４：００～１５：２０
北口保健福祉センター

《０７９８・６４・５０９７》へ予約を
２４日 １４：００～１５：２０
中央保健福祉センター

《０７９８・３５・３３１１》へ予約を
医師等による相談、血圧・体脂肪測
定、検尿など

心のケア相談（電話・面接）

月曜～金曜の９：３０～１６：３０に西宮こ
ころのケアセンター（戸崎町４－１２
�０７９８・６３・３３１８）で�ストレスや不
眠など心の悩みについて、臨床心理
士・精神科医が対応�面接は予約制

◆精神保健福祉相談

１・８・１５・２２日 １３：００～１５：００
保健所

精神疾患・痴ほう・アルコール依存
など心の悩みに関する相談�予約制

◆エイズ相談、ＨＩＶ抗体検査

１１日（相談、抗体検査）１８日（相談）
９：３０～１０：３０ 保健所

２１日（相談、抗体検査）
１７：００～１９：００ 保健所

２８日（相談）１５：００～１７：００ 保健所
相談、匿名によるＨＩＶ（エイズウ
イルス）抗体検査�無料�予約制

◆結核・感染症健康相談

１１日 ９：３０～１０：３０ 保健所
相談、診察、胸部Ｘ線・梅毒・りん
菌・結核菌喀痰（かくたん）の検査
�Ｃ型肝炎相談、Ｃ型肝炎ウイルス
抗体検査（匿名可。有料）�予約制

◆ 保 健 所 家 族 教 室

１６日 １４：００～１５：４０ 保健所
精神障害者の家族対象�予約制

◆ 専 門 栄 養 相 談

◎栄養相談…各種疾病（難病・小児
肥満などを含む）をもち、食事制限な
どの必要な人や嚥下（えんげ）困難な
人対象。家族可�栄養士による相談
◎栄養成分表示にかかる相談…一
般消費者に販売する加工食品などの
栄養成分表示方法についての相談ほ
か
いずれも保健所で�予約制

◆母と子の歯の教室

９・２３日 １３：３０～１５：３０ 保健所
就学前の乳幼児対象�歯科健診、歯
磨き指導�予約制

◆母と子の心の相談

１５日 １０：００～１２：００ 保健所
育児不安や育児疲れなどの心の悩み
について、医師による相談�予約制

◇ 乳 児 相 談

３日 ９：３０～１１：００と１３：３０～１５：００
北口保健福祉センター
７日 鳴尾支所、段上公民館
１４日 中央保健福祉センター
２１日 夙川公民館 ２３日高須公民館
いずれも１３：３０～１５：００

２９日 １４：００～１５：００ 山口公民館
身体計測と育児・栄養相談

◇ 離 乳 食 講 座

１０日 １０：３０～１１：４５
中央保健福祉センター
対象は８カ月～１２カ月の第１子�定
員３０人�６月２日から《０７９８・３７・
０１６２》へ申込を。先着順

◇ぜん息・アレルギー・呼吸器相談

１４日 （ぜん息・アレルギー相談）
１４：００～１５：３０ 小児対象

２３日 （ぜん息・呼吸器相談）
１４：００～１５：３０ 成人対象
いずれも中央保健福祉センター
医師などによる相談�要予約

◇ 幼 児 食 講 座

１７日 １０：３０～１１：４５
北口保健福祉センター
対象は１歳６カ月～２歳１１カ月の
第１子�定員３０人�６月１日から
《０７９８・６４・５０９７》へ申込を。先着順

◇ 妊 産 婦 健 康 相 談

３日 １３：３０～１５：００
北口保健福祉センター
助産師による母乳・産後の相談など

◇ 妊 婦 健 康 診 査

２４日 １３：３０～１４：３０
中央保健福祉センター
生活保護・市民税非課税世帯の妊婦
対象�検尿・血液検査など�要予約

◇ ３ 歳 児 健 康 診 査

平成１３年１月出生
３・１７日 中央保健福祉センター
１０・２４日 北口保健福祉センター
いずれも１３：００～１４：３０

１０日 １４：００～１５：００ 塩瀬公民館

◇１歳６か月児健康診査

平成１４年１１月出生
４・１８日 中央保健福祉センター
１１・２５・２８日 北口保健福祉センター
いずれも１３：００～１４：３０

２９日 １４：３０～１５：００ 山口公民館

◇４か月児健康診査

平成１６年２月出生
９・１６・２３・３０日
北口保健福祉センター

１５・２２日 中央保健福祉センター
いずれも１３：００～１４：３０

２９日 １４：００～１４：３０ 山口公民館

◇ マ ザ ー ク ラ ス

７・１４・２１日 １３：３０～１６：００
北口保健福祉センター
平成１６年９・１０月出産予定の初妊婦
対象�妊婦体操、保育など３回シ
リーズ�定員４５人�５月３１日から
《０７９８・６４・５０９７》へ申込を。先着順

◇子どものアレルギー講座

２４・２８日 １３：３０～１５：３０
中央保健福祉センター
医師、栄養士による講話など２回シ
リーズ�定員６０人�６月１日から
《０７９８・３５・３３１０》へ申込を。先着順

◇ 母 子 ミ ル ク 支 給

生活保護世帯、市民税非課税世帯な
ど対象�事前に問合せを

☆ 献 血

毎週土・日・月曜の１０：００～１７：３０
北口保健福祉センター

（１３：００～１４：００は休憩）
９日１０：００～１５：３０市役所本庁舎

１１日
１０：００～１１：３０鳴尾公民館
１３：３０～１６：００高木小学校

１３日１０：００～１６：００
ＪＲ西宮名塩
駅前

２２日１０：３０～１５：３０アプリ甲東

２６日
１０：００～１２：００南甲子園公民

館
１４：００～１６：００春風公民館

（９・１３・２２日の１２：００～１３：００は休憩）

西宮市応急診療所
受付は日曜・祝
日の９：００～１３：４５

と１７：００～２３：１５、土曜の１４：００～１７：４５
と２０：３０～２３：１５、平日の２０：３０～２３：１５
�内科、小児科�健康保険証など持
参�問合せは同診療所（池田町１３－３
�０７９８・３２・００２１）へ

休日応急歯科診療
受付は日曜・祝
日の９：３０～１４：３０

�健康保険証など持参�問合せは歯
科総合福祉センター（甲子園洲鳥町
３－８�０７９８・４１・２０３１）へ
�無料歯科健康相談 第４土曜

１４：００～１６：３０�４０歳以上対象�小
学生以下対象の健診などもあり�申
込は前記へ

※７０歳以上、市民税非課税世帯、
生活保護世帯は、無料になる検診も
あります。事前に必ず保健サービス
課（０７９８・３５・３３０２）へ連絡を

【保健福祉センター実施分】

※定員あり。申込は、６月分は受
付中、７月分は５月３１日から実施
日の２週間前までに予約専用電話
《０７９８・３７・０１６２》へ。先着順�原
則として誕生月に受診を

★市民すこやか健診
６月１６日、７月２１日
中央保健福祉センター
６月９・１５・２３日、７月１４・１８・２８日
北口保健福祉センター
いずれも９：１０～１１：２０
◎基本健診…対象は３５歳～６４歳。
料金は１５００円（４０歳以上は１３００円）
◎肝炎ウイルス検診（基本健診と
セットで受診を）…対象は４０・４５・
５０・５５・６０歳など。７００円
◎胃がん検診…４０歳以上。１０００円
◎肺がん検診…４０歳以上。３００円。
肺がんの痰（たん）検査は７００円
◎大腸がん検診…４０歳以上。６００円
◎結核検診…１５歳以上。無料

★女性のための検診
６月２４日、７月１・８・１５・２２日
１３：１５～１５：００
北口保健福祉センター

３０歳以上対象（ただし、乳がんマン
モグラフィ併用検診は４０歳以上の昨
年度未受診者）�料金…乳がんは視
触診４００円・マンモグラフィ併用１４００
円、子宮がん７００円、骨粗しょう症
９００円

【地区巡回実施分】

★胃がん・大腸がん検診
６月１４日 鳴尾東公民館
７月６日 学文公民館
７月９日 山口公民館
７月１６日 塩瀬センター
７月２０日 浜甲子園団地第２集会所
いずれも９：１０～１１：２０

４０歳以上対象�料金は胃がん１０００
円、大腸がん６００円

★基本健診、肝炎ウイルス・肺がん・結核検診

６月１０日 鳴尾東公民館
６月３０日 学文公民館
７月１４日 鳴尾支所
いずれも９：４０～１１：２０、

１３：１０～１４：５０
対象・料金は市民すこやか健診の各
健診（検診）と同じ

【医療機関委託がん検診】

以下の検診は、指定医療機関でも
受診可�料金は医療機関へ支払いを
◎大腸がん検診…４０歳以上。１２００
円
◎乳がん・子宮がん検診…対象は

３０歳以上（ただし、乳がんマンモグ
ラフィ併用検診は４０歳以上の昨年度
未受診者）の女性�料金は乳がんは
視触診８００円・マンモグラフィ併用
１７００円、子宮がん１８００円

【節目総合健診】

該当者にハガキで通知

【歯周疾患検診】

該当者にハガキで通知

＜問合せ先：西宮市保健所＞

保健サービス課
（染殿町８－３…健康開発センター内）

☆印…0798・35・3308
★印…0798・35・3127
◇印…0798・35・3310

健康増進課（江上町３－26）
◆印…0798・26・3667

駐車場が混雑しますので
電車・バスなどでご来場ください

※このページの内容は、市のホームページ（アドレスはページ下参照）にも
掲載。「健康情報」から「健康づくり（保健所）」にアクセスしてください 三枝美花（みか）ちゃんと

お母さんの優子さん
２月２日 市立中央病院で誕生

（丸橋町）

｛

｛

健康のページ 平成１６年（２００４年）５月２５日 （８）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


