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予防接種は、原則として住所

地以外の市では受けられません

集団…母子健康手帳持参し直接会場へ

☆ ポ リ オ 予 防 接 種

２・７・８・１０・１４・２４・３１日
中央保健福祉センター

９・２３・３０日 鳴尾支所
いずれも１０：００～１１：００
１日 山口公民館
１５・１６・１７・１８・２２・２９日
北口保健福祉センター

２５日 塩瀬公民館
いずれも１４：００～１５：００
生後３カ月以上９０カ月未満に２回接
種を�事前に体温を計る
※駐車場スペースはほとんどあり
ません。電車・バスなどでご来場を

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～９０
カ月未満に計４回�初回…３回�追
加…初回終了後１２カ月～１８カ月後に
１回
②２期（ＤＴ）…１１歳～１２歳に１回

☆日本脳炎予防接種

実施期間は５月１日から８月１０日ま
で�１期初回対象者…３歳以上７歳
６カ月未満�１期追加対象者…１期
初回（２回）終了後おおむね１年後
に�２期対象者…９歳～１２歳�３期
対象者…１４歳～１５歳

★すこやか健康相談

２日 １３：４０～１５：２０
中央保健福祉センター

医師・栄養士・保健婦の相談、血圧
・体脂肪測定、検尿�《０７９８・３５・
３３３９》へ予約を

★ 歯 の 健 康 相 談

１１日 ９：３０～１１：３０
北口保健福祉センター

歯周病などの相談、歯磨き指導�
《０７９８・３５・３３３９》へ予約を

★ 若 竹 健 康 相 談

１７日 １０：００～１１：００ 若竹公民館
医師・栄養士・保健婦の相談、血圧
・体脂肪測定、検尿

★電話健康・栄養相談

金曜 ９：３０～１１：３０
保健婦による相談

８・２２日 ９：３０～１１：３０
栄養士による相談

電話番号は《０７９８・３５・９５３０》

◆精神保健福祉相談

７・１４・２１・２８日
１３：００～１４：００ 保健所
精神疾患、痴呆（ほう）、アルコー
ル依存など心の悩みに関する相談�
予約制

◆結核・感染症健康相談

１１日 ９：３０～１０：３０ 保健所
医師・保健婦による相談、診察、胸
部Ｘ線・梅毒などの検査�予約制

◆エイズ相談、ＨＩＶ抗体検査

１１日（抗体検査）１８日（相談）
９：３０～１０：３０ 保健所

保健婦による相談、匿名によるＨＩ
Ｖ（エイズウイルス）抗体検査�無料

◆栄養表示基準制度にかかる相談

１１・２５日 ９：３０～１１：００ 保健所
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などについての
相談�製造業者、市民対象�予約制

◆ 栄 養 相 談

１１・２５日 ９：３０～１１：００ 保健所
栄養士による、難病・アレルギー疾
患・小児肥満などの食事に関する相
談�予約制

心のケア相談（電話・面接）

月曜～金曜の１０：００～１６：００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、心理
相談員・精神科医が応対�面接相談
は予約制

◇ ３ 歳 児 健 康 診 査

いずれも平成９年１２月出生
１７・３１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

◇１歳６か月児健康診査

いずれも平成１１年１０月出生
１８・３０日 中央保健福祉センター
１１・２５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 塩瀬公民館

◇４か月児健康診査

いずれも平成１３年１月出生
８・１５・２２日 中央保健福祉センター
９・２３日 北口保健福祉センター
いずれも１３：００～１４：３０

２９日 １４：００～１４：３０ 塩瀬公民館

◇ 乳 児 相 談

２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 ２１日 夙川公民館

１４日 中央保健福 ２３日 高須公民館
祉センター ２８日 若竹公民館

１６日 段上公民館
いずれも１３：３０～１５：００

２９日 １４：００～１５：００ 塩瀬公民館
身体計測と育児・栄養相談

◇ 離 乳 食 講 座

９日 １０：３０～１１：３０
中央保健福祉センター
７カ月～１２カ月の第１子対象�定員
３０人�離乳食の話と試食�５月１日
から保健サービス課《０７９８・３７・０１
６２》へ申込を。先着順

◇ マ ザ ー ク ラ ス

２日 １３：３０～１６：００
８・１５日 ９：３０～１２：００
北口保健福祉センターで�平成１３年
８・９月出産予定の初妊婦対象�妊
婦体操、分べん時の呼吸法、保育な
ど３回シリーズ�《０７９８・３７・０１６２》
へ予約を

◇ 妊 婦 健 康 診 査

２日 １４：００～１５：００
中央保健福祉センター
生活保護世帯、市民税非課税世帯の
妊婦対象�血圧測定、検尿、血液検
査�事前に問合せを

◇ 妊 産 婦 健 康 相 談

１４日 １３：３０～１５：００
中央保健福祉センター
助産婦による産後の体の相談など

◇ぜん息・呼吸器相談

９日 １４：００～１５：３０
中央保健福祉センター
成人対象�医師による相談�事前に
問合せを

◇ぜん息・アレルギー相談

１４日 １４：００～１５：３０
中央保健福祉センター
小児対象�医師・栄養士などによる
相談�事前に問合せを

◇ 母 子 ミ ル ク 支 給

妊産婦と栄養強化の必要な乳児に粉
乳を支給�対象は生活保護世帯、市民
税非課税世帯など�事前に問合せを

◆母と子の心の相談

８日 １３：３０～１５：３０ 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

◆母と子の歯の教室

２日 １３：３０～１５：３０ 保健所
６歳以下対象�歯科医師・衛生士に
よる相談、歯科検診、歯磨き指導�
予約制

☆ 献 血

９日 １０：００～１５：３０ 市役所本庁舎

１６日
１０：００～１２：００ 保健所
１３：３０～１５：００ 甲陽園小学校

２２日 ９：３０～１５：００ 大箇市民館

２５日
１０：００～１２：００ 若竹公民館
１３：３０～１５：３０ 鳴尾東公民館

２６日
１０：００～１２：００ 生瀬会館
１４：００～１５：３０ 山口公民館
１０：００～１２：００ 学文公民館

３１日
１３：３０～１５：３０

小松デイサー
ビスセンター

（９・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、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２・４土

曜１４：００～１６：３０�４０歳以上対象�
小学生以下対象の検診などもあり�
申込は前記へ

５・６月の健診（検診）

※７０歳以上、市民税非課税世
帯、生活保護世帯は、料金が無
料になりますので事前に必ず保
健サービス課（０７９８・３５・３３０２）
へ連絡を

【中央保健福祉センター実施分】
◎日時はすべて、５月１１・１６日、
６月８・２０日の９：２０～１１：２０
◎申込は実施月の２カ月前の２９日

（土・日曜、祝日にあたる場合はその
翌日）から、実施日の２週間前までに
予約専用電話（０７９８・３７・０１６２）へ
◎原則として誕生月に受診を

★誕生月健診
対象は４０歳～６４歳�すこやか健診と
胃がん・肺がん・結核・大腸がん検
診のセット�料金３２００円�肺がんの
痰（たん）検査は７００円増（要予約）

★すこやか・結核検診（健診）
対象は３５歳～３９歳�すこやか健診と
結核検診のセット�料金１５００円

★結核検診
１５歳以上対象�無料

★高年がん検診
６５歳以上対象�胃がん・肺がん・結核
・大腸がん検診のセット�料金１９００
円�肺がんの痰検査は７００円増（要
予約）

【地区巡回実施分】

申込は実施日の１週間前までに予
約専用電話（０７９８・３７・０１６２）へ

★すこやか健診
５月２１日 鳴尾東公民館
５月２８・３０日 学文公民館
いずれも９：４０～１１：２０と１３：１０～
１４：３０（２８日は午前中のみ）�対象
は３５歳～６４歳�料金は３９歳以下１５００
円、４０歳以上１３００円

★肺がん・結核検診
日時・会場はすこやか健診と同じ�
４０歳以上対象�料金３００円�肺がん
の痰検査は７００円増（当日受付）

★結核検診
日時・会場はすこやか健診と同じ�
１５歳以上対象�無料

★胃がん検診
５月９・２５日 浜甲子園団地第２集会所
５月１０・１５・２３日 学文公民館
５月２４・２９日 鳴尾東公民館
いずれも９：１０～１１：００�４０歳以上
対象�料金１０００円

★乳がん（集団）検診
５月１０日 生瀬市民館
５月２４日 塩瀬公民館
いずれも１３：１０～１４：４０�対象は３０
歳以上の女性�料金４００円

【節目総合検診】

西宮市医師会健診部（健康開発セ
ンター内）で�４０・５０・６０歳になる該
当者に誕生月（今回は５月）の前月末
にハガキで通知�料金７６００円�申込
は電話で同健診部（０７９８・２６・９４９７）へ

�西宮市個別がん検診（乳がん・
子宮がん・大腸がん）の委託医療機
関の追加 乳がん・大腸がん…勝呂
病院（与古道町１―３７�０７９８・２２・
１５６７）�乳がん・子宮がん…もりた
レディースクリニック（北口町１―
２�０７９８・６９・３３３６）�大腸がん…
鈴木内科クリニック（能登町１１―４０
�０７９８・７６・３１０１）

＜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

中央保健福祉センター…健康開発センター内
北口保健福祉センター…アクタ西宮西館５階

＜新会場＞

前田篤志（あつし）ちゃんと
お母さんの京子さん

１月１日 市立中央病院で誕生
（上大市４丁目）

｛

｛
｛
｛

健康のページ 平成１３年（２００１年）４月２５日 （７）


