
もずバス

水
道
料
金
引
き
下
げ
へ

条
例
案
を
市
議
会
へ
提
案
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世界遺産登録記念
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地域包括支援センターだより

南保健センターだより ������
��������� ���������

◆いずれも南保健センターで。電話か FAXで予約後（予約制でない場合はそのまま）、直接会場へ。
◆上記以外にも次の健診・相談を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
※４カ月児健診・１歳６カ月児健診・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）…個別に通知。無料。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。
※血液検査…有料（一部無料の場合有り）。診断書の発行はできません。
一般健康相談時に実施。
※エイズ相談・HIV検査、HIVを含む梅毒・クラミジア尿のセット検査…無料。
一般健康相談時に実施。
※骨粗しょう症予防検診…予約制・有料（一部無料の場合有り）。１８歳以上の市民の方が対象。
※調理従事者などの検便（腸内病原菌）検査…有料。毎週月～金曜日（祝休日を除く）の午前９～１１時。
※難病に関する相談…無料。

１３：３０～１６：００１０月１６日（水）

■妊婦教室�予約制・無料�３回シリーズ
妊娠５～６カ月の方が対象 １０：００～１５：００１７日（火）

１３：３０～１６：００３日（火）

１３：３０～１５：３０１８日（水）■赤ちゃんといっしょ�予約制・無料�
生後４カ月未満の子どもとお母さんが対象

１３：００～１５：００１１日（水）■BCG予防接種�個別通知・無料�
１歳未満の子どもが対象 生後５カ月児に個別通知

１３：３０～１５：００２５日（水）
■子どもの歯相談室�予約制・無料�

９：３０～１１：００１１日（水）
１３：３０～１５：３０９日（月）、１０月７日（月）■成人の歯科相談�予約制・無料�
１４：００～１６：００２４日（火）、２７日（金）

■精神保健福祉相談�予約制・無料�
１４：３０～１６：３０１０日（火）

９：００～１１：００１８日（水）
■食生活相談�予約制・無料�
■一般健康相談�無料�

１０：３０～１１：３０４日（水）、１０月２日（水）■離乳食講習会（５～６カ月頃）�予約制・無料�
日 時教室・相談など

９月の教室・相談などの日程（１０月分の一部を含む）

４０歳以上の方が対象。無料。直接会場へ。
検診は胸部エックス線直接撮影で、原則として

上半身脱衣で行います。
また、次のいずれかに該当する希望者には、た

ん検査も併せて行いますので、検診日の１０日前ま
でに、電話か FAX で住所、氏名、電話番号、生
年月日、希望日を書いてがん検診総合相談センタ
ー（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６�受付は１２月２９日～１
月３日を除く午前９時～午後８時�）へ。無料。
【たん検査対象者】
�喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が４００以
上の方
�６カ月以内に血の混じったたんの出た方
なお、同検診は医療機関でも受診できます。

※検診時間が午前になっている実施場所があ
りますのでご注意ください。

１３：３０～１５：３０

竹城台小学校
（竹城台３丁２―１）２１日（月）

１０
月

城山台小学校
（城山台１丁２０―１）７日（月）

若松台小学校
（若松台１丁３―１）３日（木）

９：００～１１：００福泉中央小学校
（桃山台４丁１７―１）１日（火）

時 間実施場所日 程

肺がん・結核検診日程

５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約制。大腸
がん検診のみの受診はできません。
胃がん検診：バリウム液（造影剤）を飲んで、エ

ックス線間接撮影（８枚）を行います。無料。
大腸がん検診：事前に送付する容器に２日分の

便を採取し、検診会場にお持ちください。便潜血
の検査を行います。無料。
なお、同検診は医療機関でも受診できます。ま

た、奇数年齢でも受診可能な場合があります。
詳しくはがん検診総合相談センター（�２３０―

４６１６ �２３０―４６３６�受付は１２月２９日～１月３日を
除く午前９時～午後８時�）へ。
�９月２日から電話か FAX で住所、氏名、電

話番号、生年月日、希望日、大腸がん検診受診希
望の有無を書いて同相談センターへ。

受付時間 ９：００～１１：３０
ただし、詳しい受付時間は、予約受付後に
送付する検診通知で確認してください。
※１０月１日は肺がん検診と同時開催。

各４５人

竹城台地域会館
（竹城台４丁１―１）３１日（木）

１０
月

南保健センター３０日（水）

赤坂台小学校
（赤坂台２丁２―１）１７日（木）

若松台小学校
（若松台１丁３―１）１１日（金）

城山台小学校
（城山台１丁２０―１）９日（水）

福泉中央小学校
（桃山台４丁１７―１）１日（火）

定員（先着）実施場所日 程

胃がん検診・大腸がん検診日程

※南保健センター以外は車でのご来場はご遠慮ください。天候の悪化などにより、検診や教室を止むを
得ず中止する場合があります。実施の有無については、お問い合わせください。
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全国家計構造調査にご協力を

南消防署 「予防救急」に
取り組みましょう�
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令和元年（２０１９年）９月１日 次のページから広報さかいです 南区広報 


