月～金

■一時保育センター
6/1、7/6

しますのでホームページへ
の掲載はありません。
問子ども幸福課
１階
（２３）８７６９

健康 福･祉

26
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・屋外で活動する際は、長袖、
長ズボンを着用するなど肌
の露出を少なくする。
・虫除けスプレーなどを使用
する。
・不要な水たまりをなくすな
どして、蚊の発生を防ぐ。
問健康政策課
１階
（２３）８９７５

県北健康福祉センター
平成 年度性感染症検査

●検査日時︙毎週火曜日
午前９時～ 時
（１回６名まで。要予約。）
●場所︙県北健康福祉セン
ター（住吉町２ - ９
-）
●検査内容
ＨＩＶ抗体検査、性器クラ

27

デング熱について

10

ミジア抗原検査、梅毒抗体
検査、淋菌抗原検査
※検査結果は、受検者が県北
健康福祉センターに来所の
上、受検者本人に直接お知
らせします。代理の方や電
話などでのお知らせは一切
行いません。
問申県北健康福祉センター
健康対策課感染症予防担当
（２２）２６７９

14

2015.6

「子どもの人権１１０番」
強化週間における電話相談
●期間
６月 日（月）～ 日（日）
午前８時 分～午後７時
（土日は午前 時～午後５時）
●実施機関
宇都宮地方法務局、栃木県
人権擁護委員連合会
●相談内容︙いじめ、いやが
ら せ、 強 制・ 強 要、 暴 行・
虐待などさまざまな子ども
の人権問題をめぐる相談に
応じます。
強化週間は、子どもの人権
問題に特に詳しい人権擁護
委員が担当します。
【子どもの人権１１０番】
０１２０（００７）１１０

広報５月号に掲載した、認可

認可保育園等設置
運営法人募集要項の配布
保育園等設置運営法人の募集に
ついて、募集要項を配布します。

平成 年 月より、国内で
デング熱に感染した患者が報
告されていることから、今年
も対策を心がけましょう。
●感染経路︙デングウイルス
を 保 有 す る 蚊（ 日 本 で は ヒ
ト ス ジ シ マ カ ）に 刺 さ れ る
ことで感染します。ヒトか
らヒトへは直接感染しませ
ん。ヒトスジシマカの活動
時期はおおむね５月中旬～
月下旬頃です。
●症状︙３～７日の潜伏期間
の後に、発熱、発疹、頭痛、
骨関節痛、嘔気・嘔吐など
の症状がみられます。通常
であれば発病後２～７日で
熱は下がり、そのまま治癒
します。ごくまれに出血傾
向やショック症状を起こす
ことがあります。
●主な予防策︙蚊に刺されな
い対策をとりましょう。

10

南

市からのお知らせ

子育て

30

10

全国共通番号
（フリーダイヤル）

22

●配布期間
６月１日（月）～ 日（火）
●配布場所
子ども幸福課子ども子育て
支援事業計画担当窓口
※募集要項は市ホームページ
にも記載します。なお、提
出様式集については、事前
受付をかねての配布といた

14

議

訓

文 湯

休館日
開設日
火曜日
木曜日
水曜日
場 所
金田北地区公民館
うすばアットホーム
川西高齢者ほほえみセンター
サロン
かねだ
のざき
かわにし

（子育てプラザ館） （20）0021
▶子育ての手助けをしたい・してほしい方が会員とな
り、地域で子育てを支え合う組織です。

開設日時
月 ･ 水 ･ 金・６/27
さくやま 旧さくやま保育園
９:00 ～ 14:00
月～金
トコトコ
子ども未来館
9:00～12:00､12:45～15:00
場

広

28

30

（子ども未来館）
（47）4125
▶開設日時…９:00～17:00（休館日を除く）
▶対象…４カ月～就学前の健康な乳幼児（市外の方を
含む）
▶料金…１時間300円（市外の方は500円）
※１回４時間、月５回まで
※事前申し込みが必要。（一定要件あり）

子育てサロン 開設時間…９:00 ～ 12:00

■ファミリーサポートセンター
休館日
所

場

つどいの広場

Information
湯津上庁舎

（２３） ８９３２
１階
子ども幸福課

※開設日時は、６月１日（月）～７月 14 日（火）の期
間のものを掲載しています。

９:00～12:00
（９８）３８８１
13:00～16:00
（５９）１０７７

（２２）５５７７

休館日
支援センター
すみよし
しんとみ
ゆづかみ
くろばね

場 所
子育てプラザ館
しんとみ保育園
ゆづかみ保育園
くろばね保育園

（２３）８７２８

開設日時
話
電

子育て支援センター

南別館

議会棟

大田原地域職業訓練センター

大田原市総合文化会館

子育て支援情報

東

那須中央病院（健診センター）
山の手岡くりにっく・菅間記念病院
国際医療福祉大学病院（予防医学センター）

那須赤十字病院（健診部）
・はしもとマタニ
ティクリニック・石塚産婦人科
国際医療福祉大学病院（予防医学センター）
しんたくレディースクリニック
藤田産婦人科医院・田崎医院

70

指定医療機関名

県北健康福祉センター
平成 年度風しん抗体検
査の実施について
●場所および検査日時
▼ 場 所： 県 北 健 康 福 祉 セ ン
ター
（住吉町２ - ９
-）
▼日時：毎週火曜日
午後１時～２時
（要予約）
●実施期間
平成 年３月 日まで
●検査内容︙風しん抗体検査
●検査対象者︙県内に居住す
る次のいずれかに該当する
方。
（ただし、過去に検査を
受けたことがある方、明ら
かに風しんの予防接種歴が
ある方、もしくは検査で確
定診断を受けた風しんの既
往歴がある方は除く。
）
①妊娠を希望する女性
②妊娠を希望する女性の配偶
者などの同居者
③風しんの抗体価が低い妊婦
の配偶者および同居者
※配偶者とは、婚姻の届出を
していないが事実上婚姻関
係と同様の事情にある方を
含みます。
※同居者とは、生活空間を同一に
する頻度が高い方をいいます。

市内に避難されている方が現在の健康状態を確認できるよ
う、
市内で実施している集団健診を受診することができます。
ご希望の方はぜひお申し込みください。
詳しくはお問い合わせください。
★…空きがあるため、対象地区外の方でもお申し込みいた
だけます。
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※検査結果はご本人宛に郵送
でお知らせします。
問申県北健康福祉センター

※ 歳 以 上 の 方 お よ び「 女 性
医療機関で
健診が受けられます！
特有のがん検診無料クーポ
７月１日から、市民健康診
ン 券 」を お 持 ち の 方 は、 無
査
「医療機関健診（がん検診）」
料で受診できます。
が始まります。
（子宮がん検診の体部検査
現在も健診の申し込みを受
は対象外）
付中です。受診を希望される
※ 乳がん検診は、医療機関に
場合はご連絡ください。
より検査項目が異なります。
【乳がん・子宮がん検診】
●対象者︙平成 年３月 日
までに左記の年齢に該当す
る女性
▼子宮がん： 歳以上
▼乳がん ： 歳以上
●受診できない方
▼今年度の集団健診や人間
ドックで子宮がん、乳がん
検診を受診した方
▼今後、集団健診や人間ドッ
乳がん検診 子宮がん検診
クで子宮がん、乳がん検診
を受診予定の方
●受診期間︙７月１日～平成
■
「がん検診無料クーポン券」
年２月 日
を配布します！
がん検診受診率の向上を目
●受診回数
年間を通し各検査１回
指しクーポン券を対象者に配
●受診方法︙申込者には、後
布します。
日受診に必要な書類が届き
配布は、子宮がん、乳がん、
ます。下記の指定医療機関
大腸がんの無料クーポン券です。
市で実施する集団健診また
に予約を取り、受診してく
ださい。
は医療機関健診にのみ利用で
●受診者負担額
きます。
▼子宮がん検診頸部検査
（大腸がん検診無料クーポン
券は集団健診でのみ利用可）
１５００円
▼頸部・体部検査：２２００円
申問健康政策課
１階
▼乳がん検診：１５００円
（２３）７６０１

2015.6
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原町
７月 29 日（水）生涯学習センター
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■東日本大震災で避難されている方の集団健診
乙連沢・小滝
★ ７月 30 日（木）金田北地区公民館

全地区
★ ７月 28 日（火） 両郷地区公民館

27

28

健康対策課感染症予防担当
（２２）
２６７９

★ ７月 18 日（土） 佐久山小学校

岩井町・桜町・上町
仲町・荒町
須賀川集会所
湯津上農村環境
７月 14 日（火）
改善センター

Ｂ

Ａ

７月７日（火）

上奥沢・奥沢
奥沢小学校
★ ７月 26 日（日）

宇田川小学校
★ ７月５日（日）

湯津上

●受付時間…午前８時～ 10 時
※予約人数によって受付開始時間が変更になることがあり
ます。
集団健診の申し込みをされている方には、受診予定日の
２週間前頃までに受診の案内を郵送します。
医療機関健診を申し込みの方については、６月に郵送し
ます。
●
「特定健康診査」または
「後期高齢者健診」を受診する方は、
「保険証」と「特定健康診査受診券」をご持参ください。
●市の健診は、1 年に 1 回の受診です。市民健康診査および
国民健康保険の人間ドック・脳ドックで受診した項目は、
重複して受診できません。
これから新たに受診を希望する場合や受診日を変更する
場合は、健康政策課までご連絡ください。

対象地区
黒羽
川西
宇田川
宇田川ニュータウン
荻野目
須賀川
日にち
場 所
７月２日（木）
黒羽保健センター
★ ７月３日（金）

（２３）７６０１
１階
健康政策課
７月の日程
集団健康診査

東別館「安心･しあわせ館」
仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」

仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」

28

31

