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心の健康相談「ポラリス」

　心の病を心配している方やそ
の家族の方、気軽にご参加くだ
さい。
日時　３月 15 日（月）13：30
～ 15：30（１人１時間程度）

▼会場　保健センター ▼内容　

保健師による心の相談 ▼申し込
み　電話で、保健センターへ　

健康相談

　あなたは食べ過ぎ？それとも
適量 ? 食べる量はそれぞれの人
の感覚に頼っていることが多く、

「適量」を食べるのは難しいと
言われています。
　この手ばかりでわかる栄養
バランス教室では２回を通し
て、自分の手を使った自分自身
の「適量」をお伝えします。ま
た、管理栄養士によるグループ
相談もあります。
　あなたや家族の毎日の健康づ
くりのために、ぜひご参加くだ
さい。
期日　３月 10 日（水）・24 日（水）

▼時間　13：30 ～ 15：00 ▼会

手ばかりでわかる栄養バランス教室

「健口→健康→健幸」講座

日時　３月８日（月）９：00
～ 12：00 ▼ 会場　保健センタ
ー ▼対象　健康についてお悩み
の方 ▼申し込み　電話で、保健
センターへ

　「健康診断の見方がわからな
い」「自分はメタボリックシン
ドロームではないか？」など、
健康について、個別に相談に応
じます。

場　保健センター ▼対象　食生
活に疑問をお持ちの方 ▼申し込
み　電話で、保健センターへ　

するようになった」という方、
ぜひお越しください。
日時　３月 17 日（水）13：00
～ 15：00 ▼ 会場　保健センタ
ー ▼定員　40 人 ▼申し込み　
電話で、保健センターへ

　生活習慣病の原因に健
け ん こ う

口年齢
が関係していることをご存知で
すか。
　「わたしの歯はいつまでもつ
んだろう？」「最近歯が伸びて
きた気がする」「口の中が乾燥

新型インフルエンザの
予防接種について
■現在の接種対象者
　すべての方を対象に、新
型インフルエンザの予防接
種を受け付けています。
■予防接種費用にかかる減
免手続きについて
　新型インフルエンザの予
防接種にかかる費用につい
て、市民税非課税世帯（生
活保護世帯を含む）の方を
対象に、減免を実施してい
ます。
　これから市内の医療機関
で接種を受ける方は、事前
申請で無料接種券（確認書）
を交付します。印鑑をお持
ちの上、申請してください。
　市外で接種される方やす
でに接種された方は、償還
払いになります。接種済証、
領収書の写し、印鑑、振込
口座のわかる通帳をお持ち
の上、申請してください。
申請窓口　保健センター、
介護高齢課（本庁舎１階）、
地域振興課（一宮庁舎１
階）、音羽・御津・小坂井
支所
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３月の予防接種

おふろ講座

親子ピタ・コチョ歯みがき教室

　妊婦や家族の方が赤ちゃんと
のおふろの時間を楽しめるよう、
おふろの入れ方を体験します。
　ぜひ、ご参加ください。
期日　３月５日（金） ▼受付時
間　13：15 ～ 13：30 ▼会場　
保健センター ▼持ち物　母子健
康手帳、筆記用具 ▼申し込み　
当日、会場へ

期日　３月 10 日（水） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
21 年６月生まれの子どもとそ
の保護者 ▼持ち物　母子健康手
帳 ▼申し込み　当日、会場へ

モグモグ教室

期日　３月 11 日（木）・25 日（木）

▼受付時間　９：45 ～ 10：00

▼会場　保健センター ▼対象　
平成 21 年 10 月生まれの子ども
とその保護者 ▼内容　離乳食に
ついての講話など ▼持ち物　母
子健康手帳、バスタオル、スプ
ーン、筆記用具 ▼申し込み　当
日、会場へ

親子教室はじめの一歩

　パパママ同士の情報交換をし
ながら、子育ての喜びや楽しみ
方を見つける教室です。
期日　３月 13 日（土） ▼受付
時間　９：45 ～ 10：00 ▼会場
　保健センター ▼対象　平成
21 年 12 月・22 年１月生まれの
子どもとその保護者 ▼持ち物　
母子健康手帳、バスタオル ▼申
し込み　当日、会場へ

マタニティ歯っぴ～教室

　歯科医師による妊産婦のため
の講話です。「妊娠・出産で歯
が弱くなる？！」をテーマに、
赤ちゃんへの影響についても学
べます。また、歯科衛生士によ
るデンタルフロスの使い方の紹
介を行います。
期日　３月 12 日（金） ▼受付
時間　13：15 ～ 13：30 ▼会場
　保健センター ▼対象　妊娠中
の方、産後１年以内の方 ▼持ち
物　母子健康手帳 ▼申し込み　
当日、会場へ

　本年度内に６歳・13 歳・18
歳になる方を対象とした２期・
３期・４期の麻しん風しん予防
接種は、自己負担なしで接種で
きる期限が平成 22 年３月 31 日
までです。
　まだ接種していない方は、春
休みなどを利用して接種を受け
ましょう。

　ママにぴったりの栄養バラン
スと簡単レシピを紹介します。
この教室では、栄養バランスが

「手ばかり」で簡単にわかります。
期日　３月３日（水） ▼受付時
間　９：45 ～ 10：00 ▼会場　
保健センター ▼対象　妊娠中の
方、産後１年以内の方 ▼申し込
み　当日、会場へ

プレママバランスごはん塾

一般不妊治療費の助成
　市では、一般不妊治療

（体外受精、顕微授精を除
くホルモン療法や人工授精
など）の費用の一部を助成
しています。平成 21 年度
の申請は、21 年３月１日
から 22 年２月 28 日までの
治療費が対象となり、申請
期限は 22 年３月 19 日（金）
までです。
　詳細については、保健セ
ンターへ、お問い合わせく
ださい。

予防接種はお済みですか？

受付時間　13：45 ～ 14：30 ▼

対象　ＢＣＧ＝生後６か月未満
の子ども ▽ポリオ＝生後３か月
以上７歳６か月未満で、今まで
に１回接種、または接種したこ
とがない子ども ▼持ち物　母子
健康手帳、赤ちゃんノートの予
診票 ▼申し込み　当日、会場へ
■ＢＣＧ
　期　　日　　　会　　場
３月５日（金） 健康福祉センター
３月19日（金） 保健センター
■ポリオ
　期　　日　　　会　　場
３月１日（月） 保健センター
３月８日（月） 保健センター
３月15日（月） 御津福祉保健センター
３月29日（月） 保健センター


