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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

7月5日(火) 
13:00～14:00

令和4年2月
生まれ

1歳6か月児
健康診査

7月11日(月) 
13:00～14:15

令和2年12月
生まれ

2歳6か月児
歯科健康診査

7月6日(水) 
13:00～14:00

令和元年12月
生まれ

3歳6か月児
健康診査

7月8日(金) 
13:00～14:15

平成30年12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。予約はオンラ
イン窓口から。

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　7月7日・14日・21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）
申込方法　電話又はオンライン窓口で。

にこ

新型コロナウイルスワクチンの予防接種の
情報は、5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。

ここ　赤ちゃんルーム
日時　7月25日（月）　
　①13時～14時15分　②14時30分～15時45分
　※申し込みは①②のいずれか
場所　保健センター3階 第2研修室
対象　7か月未満のお子さんと保護者
※お子さん1人につき保護者1人で参加してください。
定員　各5組（先着順）
内容　 ふれあい遊び・体重測定・育児相談など
持ち物　母子健康手帳・バスタオル・ふじいでら子育て

世代包括支援センターガイドブック
申込方法　7月4日（月）から11日（月）までにオ

ンライン窓口で。
※定員に達し次第締め切ります。

にこ

！各イベントの QR コードは、申込開始日からご覧いただけます。！

※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。

けんこう
　　ガイド
けんこう
　　ガイド

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。

※「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。
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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。

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　7月29日（金）
　　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　7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。

元気はつらつクラブ～フレイル予防で健康長寿～
身体スッキリ！チェアエクササイズ②

健康運動指導士による実技と講義です。
日時　7月20日（水）　14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　先着12人　
※当日はマスク着用で参加してください。
申込方法　7月6日（水）から12日（火）までに電話で

がん検診予約開始（7～9月実施分）
日程や費用など、詳しくは 6 月号広報または「保健事

業だより」をご確認いただくか、健康課までお問い合わせ
ください。
申込方法　7月5日(火)から11日(月) の9時から17時30

分までに電話で (土・日曜日は除く)。市ホームページ
からも24時間予約可。

申込先　
・予約コールセンター　☎937・7717
・市ホームページ➡「くらし」➡「保健・健康」➡「各種検診」

➡「がん検診の予約」（申込期間中のみ公開）

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。

400ml献血にご協力を

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

7月3日(日)
10:00～16:00

7月5日(火)・20日（水）
10:00～12:00
13:00～16:30

藤井寺市役所
7月21日（木）

10:00～12:00
13:00～16:30

7月は「愛の血液助け合い運動」月間

結核住民検診～結核は早期発見が大切です～
結核を発症する人は決して少なくありません。予約不

要で保健センターで受け付けします。
詳しくは健康課までお問い合わせください。

日時　7月15日（金）　11時～11時30分
場所　保健センター
対象　65歳以上で、胸部レントゲン撮影を受ける機会が

ない方
検査内容　胸部X線直接撮影
注意事項　
①肺がん検診は結核検診も兼ねているため、令和4年4

月以降に市の肺がん検診を受診した方は、この検診を
受ける必要はありません。

②検査当日は、金属・ボタンのついていない下着を着用
してください。

※立位不可の方は事前にご相談ください。

骨粗しょう症検診（予約枠に空きあります）

対象者など、詳しくは「保健事業だより」をご確認いた
だくか、健康課までお問い合わせください。
申込方法　7月4日(月)から8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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ここにこ 便りNo.8
今回は子育てに役立つ子守歌について
のお話です。

♪　ねんねんころりよ　おころりよ　
　　ぼうやはよい子だ　ねんねしな　♪
古くから歌い継がれる子守歌の一節です。江戸時代

に流行し、人の往来が盛んになると、日本各地に広がっ
て行きました。

日本の子守歌には、「寝させ歌」「遊ばせ歌」「守り子歌」
があります。子どもを寝かしつけたり、あやしたり、子
守りをする人自身をなぐさめたりするために歌われてき
ました。

近年では、専門家の研究により、子守歌が子どもた
ちに与える影響も明らかになってきました。
①子守歌には心拍数を安定させる効果があり、子ども

を落ち着かせたり、安心してスムーズに眠るための
助けになります。

②子守歌には、子どもたちの注意を引き付けて、言葉
や知覚の発達につながる効果もあります。
生後しばらく経つと、赤ちゃんたちは人の声や歌う人

の顔に反応して笑うようになってきます。その後、段々
とリズムに合わせて体を動かし始めま
す。やがて、言葉の発達に伴って、歌
詞そのものを楽しんだり歌詞にあった
行動をとったり、自分で歌ったりするよ
うになっていきます。

時代の変化に合わせて、子守歌の曲目は変化
してきました。しかしながら、‘子どもが聞きな
れた声で歌う’ことは、昔から変わらない子守歌の要素
のひとつです。時にはオルゴールやＣＤなどの音源も
利用して、ぜひ子どもたちに子守歌を聞かせてあげて
ください。ゆったりとしたリズムは、子どもたちだけで
はなく、歌う人にもリラックスをもたらしてくれます。子
どもとその成長を願う大人と共にある子守歌、これから
先の未来にも歌い継がれていけたら素敵ですね。

ふじいでら子育て世代包括支援センターでは、妊娠
届出時にお渡ししている“孫育てガイドブック”や、生
後 6 か月までの赤ちゃんと保護者の方を対象にした“赤
ちゃんルーム”で手遊び歌をご紹介しています。手遊
び歌や子守歌をとり入れて、お子さんとの楽しい時間
を過ごしていただけることを願っています。

　ふじいでら子育て世代包括支援センターに、
新たに、3人の助産師が加わりました

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1～3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

鶏肉の生食・加熱不足による食中毒に注意！
大阪府内における食中毒の発生件数は、過去 10 年間

ほとんどの年で、カンピロバクターという細菌によるもの
が最も多く占めています。その主な原因は、ササミ・レ
バーの刺身やタタキなどの鶏肉の生食、焼き鳥・バーベ
キューなどで加熱不十分な鶏肉料理を食べることにあり
ます。カンピロバクター食中毒を予防するために、鶏肉
は生で食べず、中心まで十分加熱されていることを確認
してから食べましょう。

カンピロバクター食中毒の症状
腹痛、下痢、発熱、頭痛など（食べてから 1 ～ 7 日で

発症）※まれに、手足のしびれや麻痺、呼吸困難といった
神経症状（ギランバレー症候群）を引き起こすことがあり
ます。
問合先　藤井寺保健所　☎952・6165

※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。

こんな時はためらわずに救急車を
・自分で水が飲めない
・脱力感やけん怠感があって動けない
・意識障害（受け答えや会話がおかしい）
・けいれんなどの症状がある

熱中症に注意

※夏場は屋外で会話を
ほとんど行わない場
合などは、マスクを
はずすことが推奨さ
れています。

適宜マスクを
はずしましょう

温度を確認！

換気をしつつ
エアコンを活用！

外出時は
日よけ対策を！

こまめに
水分補給を！


