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11 月の保健ガイド　 【申し込み、問い合わせ】市健康づくり課健康係（☎ 77・8536）
明日の健康 自分でつくろう 元気な柳川　～すすめよう 生活習慣病・がん・介護予防対策を～

市健康づくり推進スローガン

【11 月 3 日（木・祝）】
▷小児科・内科 =古賀医院（柳河☎ 72・2207）▷外
科系＝みやま腎泌尿器科クリニック（みやま市瀬高町
下庄☎67・7070）

【11 月 6 日（日）】
▷内科系 =長田病院（下宮永町☎ 72・3501）、きく
ち胃腸科内科クリニック（みやま市瀬高町下庄☎63・
2223）▷小児科＝ほほえみクリニック（みやま市瀬
高町下庄☎ 62・5050）▷外科系 =鎌田クリニック（高
畑☎ 72・2224）、阿部皮膚科医院（みやま市瀬高町
下庄☎62・3404）

【11 月 13 日（日）】
▷小児科・内科 =田中内科医院（みやま市瀬高町上庄
☎ 63・8511）▷外科系 =こにし眼科（藤吉☎75・
4110）、渡辺医院（みやま市瀬高町小川☎63・2911）

【11 月 20 日（日）】
▷内科系 =甲斐病院（筑紫町☎73・1217）、柳川す
ぎ病院（高畑☎ 72・7171）▷外科系＝一般財団柳川
病院（筑紫町☎ 72・6171）

【11 月 23 日（水・祝）】
▷ 内 科 系 =村石循環器科 ･ 内科（蒲船津☎ 73・
0099）▷外科系＝大熊泌尿器科皮膚科医院（本町☎
72・5147）、植田医院（みやま市山川町尾野☎ 67・
2737）

【11 月 27 日（日）】
▷小児科・内科＝幾嶋医院（田脇☎73・3411）▷外
科系＝大鶴脳神経外科（みやま市瀬高町長田☎ 64・
4130）

【内科救急指定病院】
長田病院（下宮永町☎ 72・3501）

在宅当番医
日曜、祝日の在宅当番医を紹介します。当番医
は変更する場合がありますので、受診する前に
医療機関や当日の新聞などで確認してください。

診療時間　午前 9時～午後 5時　
※�医療機関で異なる場合があるため
　各医療機関に問い合わせてください

■母子健康手帳交付
とき 会場 時間

■赤ちゃんサロン
とき 会場 時間

11 月 1日（火）

12月 6日（火）
水の郷「和室」10:00 ～ 11:30

 ●対象　子育て中の人と妊娠中の人
 ●内容　育児の悩みや疑問などの座談会風の意見交換
や助産師からのアドバイス、体重測定など
 ●持ってくるもの　母子健康手帳、オムツ、バスタオルなど

■離乳食教室（要予約）
とき 会場 時間

11 月 30日（水）水の郷「和室」10:00 ～ 11:30
●対象　おおむね 5か月～12か月の乳児と保護者
 ●内容　離乳食のお話、離乳食作り、個別相談など
 ●持ってくるもの　エプロン、三角巾、タオル、おん
ぶひもまたは抱っこひも、オムツなど

■親子教室（要予約・定員 10 組）
とき 会場 時間

11 月 2日（水）
11月 17日（木）

水の郷「診察
指導室」

10:00 ～ 11:30

 ●対象　おおむね 1歳以上の幼児と保護者（主に言葉
や発達が心配な人）
 ●内容　親子遊び、個別相談など

■予防接種（個別接種）
　各種予防接種については、「母子保健・予防接種ガ
イドブック（28年度版）」か市公式サイトで確認して
ください。同ガイドブックは、市役所各庁舎や水の郷
で配布しています。なお、下表の予防接種の対象者へ
個人通知を行います。実施医療機関へ予約して、接種
してください。

種類 対象者 回数
麻しん・風し
ん混合 2期

年長児（接種は 4月 1日から
来年3月31日までの1年間）

1回

日本脳炎 2期 今年度9、10、18歳となる人 1回
2種混合 2期 小学 6年生 1回
※�現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種は積極的に勧
めていませんので、個人通知は行っていません。

※�平成 19 年 4 月 2 日～ 21 年 10 月 1 日生まれで、
7歳 6か月未満までに日本脳炎 1期追加接種までし
ていない場合は、未接種分を 9歳から 13歳未満ま
での間に無料で接種できます。ただし、日本脳炎 1
期接種を 7歳 6か月から 9歳未満までの間に接種
した場合は、任意接種（全額自己負担）になります。

★予防接種の注意事項
　受診の際は母子健康手帳を必ず持参してくださ
い。予診票は保護者が責任をもって記入してくださ
い。保護者以外の親族などが予防接種に連れて行く
場合は、保護者の「委任状」が必要です。委任状の
用紙は健康係にあります。

■健康相談（成人向け）
　生活習慣病予防のための無料健康相談です。血圧測
定や検尿、栄養相談を行います。気軽に相談ください。

とき 会場 時間
11 月 15日（火）柳川庁舎 1階 �9:30 ～ 11:00
 ●持ってくるもの　健康手帳など

ほっと情報

■乳幼児健康診査
対象児 とき 持ってくるもの 注意事項

4 か月児
（H28年 7月生）

11月 30日（水）
母子健康手帳、バスタオル、すくすく台
帳（1、2ページを事前に記入）

　柳川市で初めて健診を
受ける人は、すくすく
台帳も持ってきてくだ
さい。転入などで台帳を
持っていない人は健康係
に連絡してください。
　体調のすぐれない子、
伝染する病気にかかって
いる子は、体調が良く
なってから健診を受けて
ください。

10か月児
（H28年 1月生）

11月 24日（木）
母子健康手帳、バスタオル、アンケート（事
前に記入）

1歳 6か月児
（H27年 4月生）

11月 16日（水）
母子健康手帳、アンケート・安全チェッ
クリスト（事前に記入）

3歳児
（H25年 10月生）

11月 10日（木） 母子健康手帳、アンケート・安全チェッ
クリスト（事前に記入）、健診当日朝の尿
10cc程度（瓶やプラスチック容器に入れ
て持参）、家庭での視力検査結果

3歳児
（H25年 11月生）

12月 1日（木）

●受付時間　13:00 ～ 13:45　　　　　　●会場　水の郷

がん検診「無料クーポン」の使用期限は 11 月 30 日まで

　市は、「がん」の早期発見・治療やがん啓発のため、
5月末、対象者へ子

しきゅうけい

宮頸がん・乳がん・大腸がん
検診の無料クーポンを郵送しました。その利用期
限は、11月 30 日（水）までです。なお、勤務先
などでがん検診ができる人は、そちらを優先して
ください。無料クーポンを紛失した人は、市健康
づくり課健康係へ問い合わせてください。

〈各がん検診の対象者〉
▷子宮頸がん検診＝ 20 歳の女性と 25歳、30歳、
35歳、40歳で平成 23～ 27年度に同検診を受診
しなかった女性

▷乳がん検診＝40歳の女性と45歳、50歳、55歳、
60 歳で平成 23 ～ 27 年度に同検診を受診しなか
った女性

▷大腸がん検診＝ 40、45、50、55、60歳の人
※それぞれの年齢は、今年 4月 1日時点が基準

■「がん」は日本人の死因第1位
　日本人の死因は「がん」が一番多く、日本人の
約 2人に 1人が「がん」にかかり、約 3人に 1人
が「がん」で亡くなっています。
　市内でも、死因第 1位は「がん」です（平成 26
年度）。男女ともに消化器系のがんや肝臓がんが上
位を占めますが、全国的には、乳がんや大腸がん
が増加傾向にあります。
■早期発見が大事
　「がん」の症状が出るのは、相当進行した後であ
ることが多く、早期の「がん」で症状が出ることは、
ほとんどありません。そこで有効なのが「がん検
診」。症状のない早期の「がん」を発見することが
できます。無料クーポンを持っていて、まだがん
検診が済んでいない人は、医療機関へ事前に電話
予約をし、受診してください。　

11 月 6日（日） 水の郷 【受付】9:30 ～
11月 22日（火）柳川庁舎健康係【説明】9:45 ～
●対象　市内在住の妊婦さん（配偶者も一緒にどうぞ。
初めてパパになる人には父子手帳をお渡しします）
 ●内容　赤ちゃんとお母さんのための制度説明など
 ●持ってくるもの　妊娠届出書、ボールペン、個人番
号と本人確認ができる書類、代理の人が来られるとき
は委任状（個人番号法による必要書類は市公式サイト
で確認するか、健康係に問い合わせてください）
※�柳川庁舎 1階健康係窓口で個別に交付もできます
（三橋庁舎、大和庁舎では交付できません）。

■マタニティセミナー（要予約）
とき 会場 時間

11 月 6日（日） 水の郷「和室」10:30 ～ 11:30
 ●対象　市内の妊婦とその配偶者
 ●内容　パパの妊婦体験
 ●持ってくるもの　母子健康手帳


