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申込・問合先　健康課（2階�番窓口）　☎939 ・ 1112
※場所の記載が無い場合は、保健センター（小山9 ー 4 ー 33）で実施します。

※けんこうガイドに記載の講座・検診などはすべて、藤井寺市に住民票のある方
が対象です。

けんこう
　　ガイド ※「令和4年度 藤井寺市保健事業だより」を令和4年4月号と同時配布しています。

また、市ホームページや市役所1階情報交流ひろば「ふらっと」にも設置しています。

乳幼児健康診査

※乳児後期健康診査（場所：医療機関）
　4か月児健康診査で受診券をお渡ししていますが、お

持ちでない方は健康課までお問い合わせください。

種 類 日 時 対 象 児
4か月児
健康診査

4月5日(火) 
13:00～14:00

令和3年11月
生まれ

1歳6か月児
健康診査

4月18日(月) 
13:00～14:15

令和2年9月
生まれ

2歳6か月児
歯科健康診査

4月6日(水) 
13:00～14:00

令和元年9月
生まれ

3歳6か月児
健康診査

4月15日(金) 
13:00～14:15

平成30年9月
生まれ

※具体的な受付時間は個別通知をご覧ください。

注意事項
①健康診査の10日前までに案内が届いていない場合や、

当日都合の悪い方は必ず健康課まで連絡してください。
②お子さんや同居のご家族が感染症（インフルエンザ、麻

しん、風しん、水ぼうそう、おたふくかぜなど）にかかっ
ている場合は、健診を見合わせ、翌月にお越しください。
最近感染症にかかった場合は、健康課にあらかじめご相談
ください。

母子健康手帳及び妊産婦健康診査受診券は、ふじい
でら子育て世代包括支援センター（健康課・2階�番
窓口）で交付しています。助産師のここ

にこ
アドバイ

スも実施します。妊婦さんご自身がお越しください。

ここ 育児・健康相談
　保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助産師などが、
相談をお受けします。
・乳幼児　お子さんの発達や発育、授乳や食事（離乳

食・偏食・食物アレルギーなど）、歯（むし歯予防など）
に関する内容をはじめ、育児全般

・成人　生活習慣病などの予防や改善に関すること
○電話相談　☎939・1112　
受付　月～金曜日（祝日を除く）　9時～17時30分
※ほかの方が相談中の場合は、すぐに相談できない場合

があります。
○個別相談（予約制）
日程　4月14日・21日・28日　いずれも木曜日
※助産師への相談は毎日できます。
場所　健康課（2階�番窓口）

にこ

新型コロナウイルスワクチン
の予防接種の情報は、
12ページに掲載しています。

赤ちゃんが生まれたら出生連絡票の提出を
お子さんの健やかな成長をサポートする事業に活用す

るため、出生連絡票の提出をお願いします。「藤井寺市
　母子健康手帳別冊」に添付の出生連絡票をふじいでら
子育て世代包括支援センター（健康課・2 階�番窓口）
までお持ちいただくか、郵送してください。

出生連絡票をお持ちいただく方には、助産師のここ
にこ

アドバイスも実施しています。母子健康手帳の交付を藤井
寺市で受けた方は、併せて配
付しています「ふじいでら子育
て世代包括支援センターガイド
ブック」もお持ちください。アド
バイスはその後１歳頃まで、い
つでもご利用いただけます。

男性の健康料理教室
自分でおいしいものを作りたいけれど料理はしたことが

ない、という方から上級者まで、男性を対象に調理の基
礎や健康的な献立の立て方を紹介します。
日時　5月18日、6月15日、8月17日、9月21日、10

月26日、12月7日、1月18日、2月22日　
　すべて水曜日（全8回）　いずれも10時～12時30分
定員　12人　※先着順（初めての参加の方優先）
費用　1回500円（材料費など）
持ち物　筆記用具、エプロン、三角巾、布巾、

手拭き用タオル
申込方法　4月4日(月) から28日（木）までに電話

で

申込・問合先の記載がない場合は、健康課（2階�番窓口） ☎939 ・ 1112へお問い合わせください。
場所の記載が無い場合は、保健センター（小山9 ー 4 ー 33）で実施します。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

400ml献血にご協力を
対象　18歳から69歳までの体重が50㎏以上の方
（男性は17歳から可能）　※65歳以上の方は、
60歳から64歳の間に献血経験がある方に限る。

みんなで楽しく「いきいき体操」
要介護状態になることを予防する取り組みなどについ

て、健康運動指導士が簡単な運動を交えてお話しします。
日時　4月25日（月）
　　①10時～11時30分、②14時～15時30分
対象　65歳以上で、医師から運動制限の指示のない方
定員　各12人（定員を超えた場合は、前年度の参加回数

が少ない方を優先）
申込方法　4月4日（月）から8日（金）までに電話で
※当日の血圧が180／110㎜ Hg以上の方や体調の悪い

方は、運動を見合わせていただきます。

4月7日（木）から がん検診申し込み受付開始
　日程や申込方法などは広報ふじいでら4月号と同時配
布の「令和4年度　藤井寺市保健事業だより」をご覧くだ
さい。

※大阪がん循環器病予防センターでは、最大5つの
がん検診を同日に受診できます。

※大腸がん検診、乳がん検診は藤井寺市民病院で
も受診できます。

高齢者肺炎球菌予防接種
接種対象者　市に住民登録があり、次のⅠ、Ⅱいずれかに

該当する方は、令和4年4月1日から令和5年3月31日
まで、市の助成で予防接種を受けられます。

※助成は生涯1回限り

65歳 昭和32年4月2日生～昭和33年4月1日生の方

70歳 昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生の方

75歳 昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生の方

80歳 昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生の方

85歳 昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生の方

90歳 昭和 7 年4月2日生～昭和 8年4月1日生の方

95歳 昭和2年4月2日生～昭和 3 年4月1日生の方

100歳 大正11 年4月2日生～大正12年4月1日生の方
60歳から64歳までの方で、身体障害者手帳（心臓、腎臓、
呼吸器、免疫不全）1級相当の方

Ⅰ　定期接種
※過去に、肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ポリサッカラ

イドワクチン）を接種した方は、定期接種の対象となり
ません。

Ⅱ　任意接種　70歳以上で定期接種対象外の方
※過去に、肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ポリサッカラ

イドワクチン）の助成を受けずに接種した方も対象です
が、5年以内の場合は副反応が強く出ることがあるた
め、接種できません。 

実施医療機関 　「令和4年度　藤井寺市保健事業だより」
をご覧ください。※実施医療機関以外で接種した場合、
費用は返金できません（長期入院などの場合を除く。
接種前にご相談ください。）

自己負担金　4,100円 ※定期接種対象者で生活保護世
帯の方は、生活保護受給証明書があれば無料。

申込方法　接種前に健康課にご連絡ください。直接、医
療機関を受診しても接種できません。

予防接種による健康被害救済制度
　万一、ワクチンによる副反応により、健康被害が生
じた場合、法律に基づく救済制度や行政措置災害補償
保険の対象となる場合があります。

場所 日時
イオン藤井寺

ショッピングセンター
1階ウェルカムひろば

4月5日（火）
10：00～12：00
13：00～16：30

40歳 昭和57年4月1日～昭和58年3月31日生の方

45歳 昭和52年4月1日～昭和53年3月31日生の方

50歳 昭和47年4月1日～昭和48年3月31日生の方

55歳 昭和42年4月1日～昭和43年3月31日生の方

60歳 昭和37年4月1日～昭和38年3月31日生の方

65歳 昭和32年4月1日～昭和33年3月31日生の方

70歳 昭和27年4月1日～昭和28年3月31日生の方

骨粗しょう症検診予約
日時　7月15日(金)　13時～14時30分受付
場所　保健センター(小山9ー4ー33)
対象　市に住民登録があり、令和4年度中に以下の年齢

になる女性

検査方法　踵部超音波による骨密度測定
定員　100人
申込方法　4月19日(火) から22日(金) の9時から17時

30分までに電話で。
※定員に達し次第締め切ります。
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申込・問合先の記載がない場合は、健康課（2階�番窓口） ☎939 ・ 1112へお問い合わせください。
場所の記載が無い場合は、保健センター（小山9 ー 4 ー 33）で実施します。

藤井寺保健所　生活衛生室　☎952・6165
水質検査（飲用水・井戸水・遊泳場水・浴槽水）有 予 
※依頼の際はお問い合わせください。
腸内細菌検査（赤痢菌、チフス菌、パラチフス A菌、サルモ
ネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157） 有
毎週月～水曜日　9:30～12:00
ぎょう虫卵検査 有  予　毎週月～木曜日　9:30～12:00

※いずれも土・日曜日、祝日は除く。予 : 要予約 有 : 有料

藤井寺保健所（藤井寺1-8-36）
☎955・4181　 FAX 939・6479

HIV ・ 梅毒即日検査［梅毒検査のみは不可]　 予約不要
[匿名可]第1～4水曜日　9:30～10:30 
※夜間、 土 ・ 日曜日の検査は、chot CAST（チョットキャスト）

で実施。詳しくはお問い合わせください。
こ ころの健康相談 予
精神科医、精神保健福祉相談員が相談に応じます（こころの
病気、アルコール依存症など）。
医療機関に関する相談
毎週月～金曜日　9:15～12:15、13:00～16:00

藤井寺保健所からのお知らせ

①スタート
　「ふじいでら健康チャレンジリーフレッ

ト」を入手して健康づくりをスタート！

令和4年度　ふじいでら健康チャレンジ～健康チャレンジに参加するといいこといっぱい～

健康チャレンジとは、市民の皆さ
んそれぞれに合った健康づくりを応
援する制度です。
参加資格　市民であればどなたでも
※詳しくは、「令和4年度　藤井寺市

保健事業だより」をご覧ください。
リーフレットは市内公共施設にも順
次設置します。

②ためる
　各種検（健）診や市のイベントなどに

参加するとポイントがたまります

③交換する
　ポイントがたまったら、参加賞と交
　換。抽選で豪華景品をプレゼント。

～景品～
①電動機付自転車　1人
②上腕式血圧計　5人
③米5kg　10人
④クラフトコーラシロップ
「フジコーラ」　15人

⑤手指用アルコールジェ
ル　24人

Photograph
まちかど

藤井寺で実った「れんこん」が学校給食に初登場

藤井寺市で安心安全にこだわり、
農薬や化学肥料などを使わずに栽
培された「藤れんこん」が3月3日、
給食のひなまつり献立、ちらし寿司の具材として提供されま
した。子どもたちは地域の食材について学びながら、シャキ
シャキとした食感を楽しんでいました。

藤井寺市柏原市学校給食センターでは食育の観点から地
産地消や商工労働課と連携し、地場産振興として藤井寺産
の食材を積極的に学校給食に採り入れています。

わがやの アイドル

東　岳
が く

ちゃん 3歳
　 　優

ゆ う

ちゃん 1歳

乗り物大好き、イタズラ大好きな
岳と優。たくさん遊んで元気に育
ってね！

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。


