健康ガイド

健康ガイドは携
帯版からもご覧
になれます。

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。
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対 足腰の痛みや動きにくさをきっかけに、思うように健康管理や体力維持がで
■
3月 3日㈮
きなくなってきた方
（介護保険の認定を受けていない方）
予 はつらつ教室
17日㈮
■
場 健康増進センター（送迎あり） ■
内 作業療法士など専門職による個別相談と運
■
生活機能アップコース
24日㈮
動、心身の活動向上とより豊かな地域参加を目指したグループ活動
10:00~14:30
費 1回につき30円(保険代)
■
対 健康について相談のある方 ■
場 健康増進センター ■
内 生活習慣病や食事に関
3月29日㈬ ■
:
:
他 1人1時間程度
身近な健康相談室 9 00~16 00 することについて保健師、管理栄養士による個別相談 ■

予 知ってナットク
■

場 水谷東公民館
3月 2日㈭ ■
:
:
13 30~15 30 ふれあいサロン

ホッと安心健康相談

場 鶴瀬公民館
3月 9日㈭ ■
:
:
13 30~15 30 いきいき活動室

対 健康や身体の状況に心配のある方
■
内 看護師や保健師による個別相談
■

場 高齢者いきいき
3月21日㈫ ■
13:30~15:30 ふれあいセンター

救急休日診療

3月の緊急時の産婦人科医(9:00〜17:00)
当 番 医
5日㈰ 恵愛病院（富士見市）

電話番号
049‑252‑2121

12日㈰ 上福岡総合病院（ふじみ野市）

049‑266‑0111

19日㈰ 恵愛病院（富士見市）

049‑252‑2121

日曜 祝日
年末年始
12/31〜1/3

休日急患診療所

ふじみ野市駒林元町3 1 20
2049‑264‑9592㈹

〔昼間〕9:00〜12:00・13:00〜16:00
〔夜間〕
20:00〜22:00

日曜 祝日

富士見市鶴馬3351‑2
第二休日診療所 2049‑252‑4050㈹
〔昼間〕9:00〜12:00・13:00〜16:00

救急診療

3月の緊急時の外科医 (9:00〜16:00)

ふじみ野市駒林元町3‑1‑20
2049‑264‑9592㈹
〔診療時間〕
月〜土曜
（祝日を除く） 20:00〜22:00
東入間医師会

休日急患診療所

1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おおよ
そ半年間かかりますので、接種日程の管理が重要です。
主治医とよく相談し、早めに接種しましょう。
対象年齢、接種回数、接種間隔を外れると全額自己負担
になりますのでご注意ください。

問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771

食育推進室 inピアザ☆ふじみ

2＃8000

埼玉県小児救急電話相談

12日㈰ 栗原医院（富士見市）

049‑255‑3700

埼玉県大人対象の救急電話相談 2＃7000

19日㈰ 三浦病院（富士見市）

049‑254‑7111

月〜土曜 18:30〜22:30

20日㈷ 上福岡総合病院（ふじみ野市）

049‑266‑0111

26日㈰ 三芳野第2病院（ふじみ野市）

049‑261‑0502

元気な骨づくりのためのコツコツ相談室
骨粗しょう症を予防するために、日常生活でできる
ことを考えてみませんか。
とき／3月22日
（水）
午前9時〜11時
（1人30分程度）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上の方
※治療中の方は医療機関にご相談ください。
内容／骨密度測定、食生活・運動など骨粗しょう症予
防に関する相談
定員／30人
（無料、申込順）
申込み・問合せ／健康増進センター（2049‑252‑3771）
へ電話で
※参加するご本人がお申し込みください。

月〜土曜 19:00〜翌朝7:00

日曜、祝日、年末年始 7:00〜翌朝7:00

日曜、祝日、年末年始 9:00〜22:30

埼玉県救急医療情報センター 2048‑824‑4199
受診可能な医療機関を毎日24時間案内
（年中無休）

東入間医師会

第14回市民公開講座

地域包括ケアを進めていくには
〜人を支えるやさしい社会へ〜
とき／3月4日
（土）
午後2時
場所／キラリ☆ふじみ ※無料
内容／
「母に歌う子守唄〜介護すること、されること〜」
講師：落合恵子氏（作家、こどもの本の専門店クレヨン
ハウス代表）
「生きていて良かった〜人生にありがとうと思える社会
を目指して〜」
講師：小澤竹俊氏（めぐみ在宅クリニック院長）
共催／一般社団法人東入間医師会、大鵬薬品工業株式
会社
後援／富士見市・ふじみ野市・三芳町
問合せ／東入間医師会事務局 2049‑264‑9592

「移動式赤ちゃんの駅」を貸し出します
市内で開催されるイベントに、乳幼児を連れたご家
族が安心して参加できるよう、テントや折りたたみ式
おむつ交換台などを「移動式赤ち
ゃんの駅」として無料で貸し出し
ます。おむつ交換や授乳スペース
として、ぜひご活用ください。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
貸出期間／
イベントの実施期間
（最長7日）
申込み／
貸出日の6か月前から7日前まで
問合せ／
子育て支援センター「ぴっぴ」
2049‑251‑3005

3月は自殺対策強化月間です
ストレスが重なったり、物事が思い通りに進まないと
きなどは、こころのバランスを崩してしまうことがあり
ます。自殺を防ぐには、
悩んでいる人に寄り添い、
「孤立・
孤独」を防ぐことが重要です。それぞれの立場で、でき
ることをしていくことが自殺予防対策につながります。
今、メディアなどで話題の

食育News
電話番号
049‑252‑5121
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Ｂ型肝炎ワクチン予防接種は、平成28年10月1日から
予防接種法によって定められた定期接種となりました。
Ｂ型肝炎ウイルスは感染力が強いので、抗
体獲得率の高い0歳の時期に接種し、予防を
心がけることが大切です。
接種の効果や副反応についてよく理解し、
お子さんの体調がよい時に受けましょう。
対象／市内に住民登録のある平成28年4月1日以降に生ま
れた1歳未満のお子さん
接種回数／1歳の誕生日の前日までに、計3回接種
（すでに
Ｂ型肝炎ワクチンを接種しているお子さんは、その回数
分
（任意接種を含む）
を除く）
費用／無料
（全額公費助成）
注意

049‑252‑2121
小児時間外

当 番 医
5日㈰ みずほ台病院（富士見市）

休日・
夜間の
医療機関
携帯版

東入間医師会

20日㈷ にしじまクリニック（富士見市） 049‑262‑0600
26日㈰ 恵愛病院（富士見市）

東入間医師会

Ｂ型肝炎ワクチンの
予防接種は受けましたか

桃の節句の行事食をご存じですか
3月3日のひな祭りは、ひな人
形を飾り、女の子の健やかな成
長を願う行事です。
「桃の節句」
「上巳の節句」とも呼ばれています。ひな人形ととも
に、白酒・菱餅・あられ・桃の花などを供えて祀り
、
「ち
ます。また、行事食といえば「はまぐりの潮汁」
らし寿司」などで、それぞれに意味があります。
行事食の意味を知り、飾って、作って、食べてひ
な祭りを楽しみましょう。
はまぐりの潮汁…はまぐりなどの二枚貝は、対の
貝殻しか絶対に合わないことから、よい結婚相手
と結ばれて、仲良く幸せに過ごせるこ
とを願っています。椀に盛りつけると
きには、開いた貝殻の両方に貝の身を
のせるようにします。
ちらし寿司…ちらし寿司そのものに、ひな祭りの
いわれがあるわけではありませんが、上にのせる
具材に意味があります。えびは「長生き」
、れん
こんは「見通しがきく」
、豆は「健
康でまめに働ける」など、縁起のよ
い祝いの席にふさわしい具材をのせ
ましょう。

カッときたときに！

〜アンガーマネジメント（怒りのコントロール術）〜
怒りは自然な感情ですが、必要以上に怒ったり、怒
りの感情を無理に抑えると人間関係や仕事でトラブル
になったり、心身にダメージを与えることもあります。
今回は、子どもに対して怒りっぽい、上手に怒れない
自分をどうにかしたい、また、子どもが怒りのコントロ
ールができないとお悩みの方もその対処法が学べます。
アンガ−マネジメント入門講座
（全2回）
とき／①3月10日
（金）
、②3月15日
（水）
午後6時30分〜8時
対象／小学生〜高校生の保護者や支援をする立場の方
内容／怒りという感情の基本を学び、どうコントロー
ル・マネジメントするかを学びます。
アンガ−マネジメントステップアップ講座
とき／3月29日（水）午後6時30分〜8時
対象／アンガーマネジメント講座や研修を受けたこと
がある方
内容／知識や技術を掘り下げ、ステップアップした講
座です。
【共通事項】
場所／ピアザ☆ふじみ
定員／30人
（無料、申込順）
講師／南 幸恵氏
（メンタルレスキュー協会、精神保健福祉士）
内 335）
申込み・問合せ／障がい福祉課
（2○
へ電話で
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