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健康づくり料理講習会

とき／6月19日(火)午前10時～午後1時

(受付：午前9時45分～)

場所／鶴瀬西交流センター

定員／10人程度

※保育あり(おおむね10か月以上の

お子さん、8人、6月11日(月)午後5

時15分までに要予約。応募多数の

場合は抽選)

参加費／500円程度

※メニューはP29の健康ガイド一覧表をご覧くださ

い。

※お子さんの食事などは各自ご持参ください。

※保育を利用しない方の申込みも受け付けます。

※参加するご本人がお申し込みください。

申込み・問合せ／

健康増進センター(  049-252-3771)へ直接または電

話で

健康ひろば☆
保育
付き

救急休日診療 東入間医師会
休日急患診療所

ふじみ野市駒林元町3-1-20
049-264-9592㈹

〔昼間〕9：00～12：00・13：00～16：00

〔夜間〕　　20：00～22：00

日曜 祝日
休日・
夜間の
医療機関
携帯版

埼玉県救急電話相談
♯7119( 048-824-4199)　　　〔24時間365日〕

大人や子どもの相談に対応し、医療機関を案内します。

東入間医師会
休日急患診療所

小児時間外
救急診療

ふじみ野市駒林元町3-1-20
049-264-9592㈹

〔診療時間〕月～土曜 （祝日を除く）　20：00～22：00

女子栄養大学Cooking教室

　女子栄養大学のバランスのよい学食メニューを

学びます。

とき／7月12日(木)午前10時～午後2時

場所／ピアザ☆ふじみ　　対象／市内在住の方

メニュー／白身魚のバジルタルタル焼き、オクラ

とトマトの梅風味サラダ、キャベツの洋風スープ、

ミルクティープリン　ほか 

定員／20人(応募多数の場合は抽選)

講師／女子栄養大学 宮
みや

田
た

寛
ひろ

敬
のり

氏(松
しょうはくけん

柏軒料理長)

参加費／500円(材料代ほか。

当日集金)

持ち物／エプロン、 三角きん、

ふきん、手ふき、筆記用具

申込み／6月29日(金)午後5時

15分までに直接、FAXまたは

電話で

※市ホームページからも応募可

※参加するご本人がお申し込みください。

問合せ／健康増進センター　

049-252-3771　FAX049-255-3321

小児慢性特定疾病医療費支給継続申請の
お知らせ
対象／現在、受給者証をお持ちで引き続き治療が必

要な20歳未満の方の保護者

場所／朝霞保健所

申請期間／6月15日(金)～7月31日(火)(土・日曜、祝

日は除く)

必要書類／申請書、医療意見書、健康保険証の写し、

受診者の加入する公的医療保険(健康保険)の被保険

者の市町村・県民税課税(非課税)証明書など

※申請書類などは、朝霞保健所から郵送されます。医療

意見書は同封しませんので指定医に依頼してください。

問合せ／朝霞保健所　 048-461-0468

イベ
ント

年末年始
12/31～1/3

6月20日～ 7月19日
｢ ダメ。 ゼッタイ。 ｣ 普及運動

　麻薬・覚せい剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱

用は自分だけでなく、家族など周りの人たちの人生も

狂わせ、社会全体に計り知れない危害をもたらしま

す。｢ちょっとなら…」といった甘い考えは命取りです。

　県では、｢ 彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』普及

運動 ｣ として、薬物乱用防止を呼び掛ける６･２６ヤン

グ街頭キャンペーンや国連支援募金活動を実施します。

　正しい知識を身につけ、 薬物乱用を根絶しましょう。

　薬物でお困りの方は、ご相談

ください。

問合せ／

朝霞保健所　 048-461-0468

前回の調理メニュー

蚊を介する感染症の予防対策

　夏から10月下旬ごろは、蚊の活動が活発になりま

す。ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血

を吸った蚊に刺されることで、さまざまな感染症に

かかる恐れがあります。

・海外へ渡航する際は現地の流行状況を把握し、蚊に

　刺されないように万全な対策をしましょう。

・蚊が多くいる場所では、できるだけ肌を露出せず、

　虫よけ剤を使うなどしましょう。

　蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された容器など、小

さな水たまりで発生します。日ごろから住まいの周囲の水

たまりを無くすように心がけましょう。

問合せ／蚊媒介の感染症に関すること

        　　　　 県保健医療政策課　 048-830-3557

        蚊の防除に関すること

            　　　 県生活衛生課　 048-830-3606

健康ひろば☆食育
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健康ガイドは携
帯版からもご覧
になれます。

健康増進センター
※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。健康ガイド

　　　　　　　　　　　  ■予 要予約　■対 対象　■場 場所　■内 内容　■定 定員　■持 持ち物　■費 費用　■申 申込み　■主 主催　■他 そのほか

事業名 とき 詳　　細

■予健康づくり
　料理講習会

 6月14日㈭ ■場 鶴瀬公民館 ■内 メニューテーマ「運動ができるからだを作りましょう」

発芽玄米ごはん、チキチキレモン、洋風白和え、
麩ラスク

ミニ講話…始めよう！運動はこんなにも効果的

■費 500円程度

■主 富士見市食生活改善推進員協議会

※いずれの会場も10：00～13：00
※参加するご本人がお申し込みください。

※19日(火)鶴瀬西交流センター(保育付き)は、子育て中
の方もご参加いただけます。時間など詳しくは右ページ

(P28)をご覧ください。

19日㈫ ■場 鶴瀬西交流センター(保育付き)

    20日㈬ ■場 ピアザ☆ふじみ

    25日㈪ ■場 ふじみ野交流センター

    26日㈫ ■場 針ケ谷コミュニティセンター

    26日㈫ ■場 水谷公民館

    27日㈬ ■場 南畑公民館

■予はつらつ教室
　 生活機能アップコース

木曜日コース
　 6月7日・14日

・21日・28日

金曜日コース
　 6月8日・15日

・22日・29日

■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

きなくなってきた方　■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

■費 1回につき30円（保険代）　※いずれも10：00～14：30

■予知ってナットク　
　身近な健康相談室

 6月28日㈭
9：00～16：00

■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することについて保健師、管理栄養士による個別相談

■他 1人1時間程度

ホッと安心健康相談

 6月 7日㈭
13：30～15：30

■場 水谷東公民館
　ふれあいサロン

■対 健康や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

 6月14日㈭
13：30～15：30

■場 鶴瀬公民館
　いきいき活動室

 6月25日㈪
13：30～15：30

■場 高齢者いきいき 
　ふれあいセンター

■場 健康増進センター　※申込み・問合せは健康増進センターへ　 049-252-3771

集団検診名 対象者・内容 受診料 受診期日 定員 申込開始日

■予 ヘルス
　チェック

・18～39歳の方(昭和54年4月1日～平成13年3月31
日に生まれた方)
・問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、
診察、骨の検査、胸部X線撮影
※年度内1回の検診です。

2,000円
7月11日㈬

午前
100人 6月 5日㈫

■予 乳がん検診

・40歳以上(昭和54年3月31日までに生まれた方)
で、平成29年度(平成29年4月～平成30年3月)に受
診していない方
・問診、マンモグラフィ（X線撮影）
※2年に1回の検診です。

2,000円

7月 8日㈰
午前･午後

7月 9日㈪
午前･午後

各100人 6月 6日㈬

集 団 検 診

※乳がん検診… 豊胸手術やペースメーカー挿入術を受けている方、妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、授乳中の方、授乳終了後6か月

未満の方は対象になりません。30歳代の女性が個別に検診を受けた場合、助成制度があります。

6月の緊急時の産婦人科医 (9：00～17：00)
当　番　医 電話番号

 3日㈰ 恵愛病院 （富士見市） 049-252-2121

10日㈰ 上福岡総合病院 （ふじみ野市） 049-266-0111

17日㈰ 恵愛病院 （富士見市） 049-252-2121

24日㈰ にしじまクリニック（富士見市）049-262-0600

 049-252-3771
℻ 049-255-3321

6月の緊急時の外科医 (9：00～16：00)
当　番　医 電話番号

 3日㈰ みずほ台病院 （富士見市） 049-252-5121

10日㈰ 栗原医院 （富士見市） 049-255-3700

17日㈰ 三浦病院 （富士見市） 049-254-7111

24日㈰ 上福岡総合病院 （ふじみ野市） 049-266-0111


