盛岡市保健所の

健 康 ガイド
健 康のために受けましょう

▶乳がん検診
【日時・場所】表２のとおり
【申し込み】表２の医療機関に直
■忙しい人に！日曜日検診を実施
接電話してください。完全予約制
平日の受診が難しい人のために、 です（無料クーポンが送付されて
いる人は、持参してください）
胃がんの集団検診と乳がん検診を
日曜日に実施します。【問】健康
■成人検診は10月末までです
推進課☎603-8306
本年度の成人検診（乳がん・子
▶胃がん集団検診（Ｘ線検診）
宮頸 がんを除く）は10月31日㈪
【対象】市に住所がある40歳以
けい

上で、今年の検診を受けていない
人（職場などで胃がん検診の制度
がある人を除く）
【日時・場所】表１のとおり
【費用】1100円
【申し込み】健康推進課☎6038306に、電話で希望する日時を
お知らせください。申し込んだ人
には受検票を送ります

で終了します。10月になると医
療機関が混み合い、予約が取れな
い場合がありますので、早めの受
診をお勧めします。検診を受けら
れる医療機関など詳しくは、広報
もりおか６月15日号に折り込み
の「検診だより」か、市公式ホー
ムページをご覧ください。
【問】健康推進課☎603-8306

表１ 胃がん集団検診の日時など
期日
場所
10/23㈰ 高松地区保健センター（上田字毛無森）
10/30㈰ 都南地区保健センター（津志田14）

受付時間
①６：30～７：30
②８：00～９：00

８：00～ ９：00
８：00～14：30

～目指せバランスボディ～

乳児のＢ型肝炎ワクチン予防接
種が、10月から定期接種になり
ます。接種券は、郵送または赤ち
ゃん手帳と一緒に交付します。
【対象】28年４月１日以降に生
まれた１歳未満の子
【接種回数】３回（既に接種を受
けている場合、残りの回数が対象
になります）
【費用】無料
【接種場所】小児科など指定医療
機関。一覧は郵送します
【問】保健予防課☎603-8307

楽 しく一緒に学びましょう
■ラジオ体操活用術
【対象】市に住所がある、運動制
限のない人
【日時】９月28日㈬13時半～15時半
【場所】高松地区保健センター
（上田字毛無森）
【定員】30人（受講無料）
【申し込み】９月21日㈬10時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

自分の体の特徴を再認識しなが
ら、運動習慣を身に付けます。
【対象】市に住所がある64歳以
下で、運動習慣のない人
【日時】９月29日・10月13日・27
日・11月10日・24日・12月８日、木
曜、13時15分～15時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】25人(受講無料）
【申し込み】９月20日㈫10時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け
■若いうちからほねケア食
～骨を元気に保つ食生活～
「いつの間にか骨折」や「骨折
連鎖」の原因となる骨粗しょう症。
予防のポイントを講話と調理実習
を通して学びます。
【対象】市に住所がある人
【日時】10月７日㈮10時～13時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】25人（受講無料）
【申し込み】９月20日㈫
10時から30日㈮17時まで
健康推進課☎603-8305
で先着順に電話受け付け

■ココロカラダヨロコブ講座
食事と運動について学ぶ講座を
表３のとおり開催します。
【場所】県予防医学協会（北飯岡四）

【申し込み】９月28日㈬９時から
健康推進課☎603-8305で先着順
に電話受け付け。託児（１歳以上の
幼児）を希望する人は、申し込み
時にお話しください（先着10人）

【申し込み】９月29日㈭９時か
■パパママ教室～日曜コース～
ら各開催日の１週間前の17時まで、
同協会☎638-4886で先着順に電
妊娠中の健康管理や赤ちゃんの
話受け付け
お風呂の入れ方などを学びます。
夫婦での参加をお勧めします。
■MORIガール＆ママの
【対象】市に住所があり、来年２
食育レッスン
月に出産予定の初妊婦と夫
女子力アップのための食事の話
【日時】10月23日㈰10時～15時
や郷土料理の調理実習と試食など
【場所】市保健所（神明町）
を行います。
【定員】40組（受講無料）
【対象】市に住所がある、20～
【申し込み】10月７日㈮14時から
30代の女性（妊産婦と本年度既
健康推進課☎603-8303で先着順
に参加した人を除く）
に電話受け付け
【日時】10月20日㈭10時～13時
■離乳食教室
【場所】市保健所（神明町）
【定員】20人（受講無料）
離乳食についての講話や試食を
表３

ココロカラダヨロコブ講座の日程など
期日
時間
内容
費用
10月19日㈬ 14：30～15：30 女性のための健康体操教室
500円
腰痛・肩こり予防のストレッ
11月16日㈬ 14：30～15：30
500円
チング
ランチで学ぶ栄養学（「あぶ
500円
12月21日㈬ 11：00～13：00
ら」の話）
※ランチ代別途

10月の幼児健診

10/５㈬ 27年３月27日～４月５日生まれ
10/19㈬ 27年４月６日～４月14日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分
10/26㈬ 27年４月15日～４月23日生まれ
10/７㈮ 25年６月22日～７月２日生まれ
３歳児健診
10/14㈮ 25年７月３日～７月12日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分
10/21㈮ 25年７月13日～７月21日生まれ
高松地区保健センター（上田字毛無森）
１歳６カ月児健診
10/12㈬ 27年３月15日～４月12日生まれ
１歳６カ月児健診

動物を大切にし、正しい飼い方への理解と関心を深めてもらうため、
次のとおりイベントを開催します。【問】生活衛生課☎603-8311
■犬猫慰霊祭
飼い主が飼えなくなる、迷子になる、など
で市保健所や県央保健所に引き取られ、やむ
を得ず殺処分された犬と猫を供養します。
【日時】９月21日㈬14時～14時半
【場所】県央保健所犬猫保護センター
（三ツ割五）
【費用】無料。献花を用意します
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ペットは
家族。
責任を持
って
飼いまし
ょう！

９月20日から26日までは
動物愛護週間です

■動物愛護フェスティバル
【日時】９月22日㈭10時～14時
【場所】馬っこパーク・いわて（滝沢市）
【内容】ペットの健康やしつけの相談、犬・
猫の譲渡会、マイクロチップ装着の実演、ポ
ニーの乗馬体験、ペット川柳コンテスト、ス
タンプラリーなど
【費用】無料

■犬のしつけ方教室（わんわんセミナー）
毎年好評のわんわんセミナーを今年も開催。
いずれも参加無料です。【申し込み】９月
20日㈫９時から30日㈮17時まで、生活衛生
課☎603-8311で電話受け付け。定員を超え
た場合は抽選
①飼い方教室（講義）
【日時】10月15日㈯13時半～16時
【場所】都南公民館（永井24）
【定員】50人
②しつけ方教室（実技）
【日時】10月16日㈰９時半～12時
【場所】中央公園ドッグラン（本宮字蛇屋敷）
【対象】①の講義を受けた人と同伴犬
【定員】20組※市に登録し、狂犬病・混合
ワクチンを接種済みの犬

受付時間：９時15分～10時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

10/28㈮ 25年６月24日～７月23日生まれ

都南地区保健センター（津志田14）
１歳６カ月児健診
10/20㈭ 27年３月16日～４月20日生まれ

受付時間：９時15分～10時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

10/13㈭ 25年６月９日～７月５日生まれ

玉山総合福祉センター（渋民字泉田）
１歳６カ月児健診
10/６㈭ 27年３月１日～４月５日生まれ
受付時間：９時～９時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～９時半

10/６㈭ 25年６月１日～６月30日生まれ

【問】健康推進課☎603-8304
玉山総合事務所健康福祉課☎683-3869
広

そ の他のお知らせ
■国民健康・栄養調査にご協力を
厚生労働省は、国民の健康増進

を進める基礎資料とするため、食
事や身体状況などを調査。調査員
証を携帯した調査員が対象世帯を
訪問するので、調査への協力をお
願いします。
【対象】平成22年国勢調査から
無作為に選んだ地区の全世帯
【問】保健予防課☎603-8307
■９月は県自殺防止月間
心の疲れからくる「うつ病」は、
誰でもかかる可能性のある心の病
気です。自殺の原因の一つである
うつ病を早期発見・治療すること
が、自殺予防につながります。市
は心の病気についての相談を行っ
ています。詳しくは、保健予防課
☎603-8309へどうぞ。

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…
■症状が軽い場合（19時～23時）

定員
20人
20人
16人

日程と対象は下表のとおり。診査票などは
郵送します。

市保健所（神明町）

行い、初めての離乳食の不安を解
消します。
【対象】市に住所があり、28年
６月生まれの乳児と初めて子育て
をしている母親
【日時】10月25日㈫10時～12時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】30組（受講無料）
【申し込み】９月27日㈫14時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け。グループでの
申し込みはお控えください

Ｎ

県民会館

市夜間急患診療所へ
神明町３-29（市保健所２階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休

中津川

９：00～13：00

始まります

■ゆるフィット運動クラス

ۻ

東北電力

検診時間

■Ｂ型肝炎ワクチン予防接種が

Health Guide

８月23日開催の離乳食教室に
参加した子どもたち

市役所

表２ 乳がん検診の日時など
期日
場所・問い合わせ
ブレスト齊藤外科クリニック（本宮六）
☎631-3770
県対がん協会いわて健康管理センター（西仙北一）※
10/16㈰
☎635-8850
県予防医学協会（北飯岡四）※
☎638-7184
※乳がん検診のほか、子宮頸がん検診も同日に実施

このページに関する問い合わせやご意見、ご感想は下記へどうぞ。
■市保健所企画総務課 〠020-0884神明町３-29、☎603-8301
電子メール kikakusoumu@city.morioka.iwate.jp

市夜間急患診療所
（市保健所２階）

盛岡バスセンター

■症状が重い場合

小児救急入院受入当番病院へ

プラザおでって

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、市夜間急患診療所や休日救急当番医が
診療していない時間帯の急病の子どもを受け入れます。
土曜は13時から17時まで、夜間は17時から翌朝９時までです。
10月
日

月

火

水

木

金

土

１
中央

中央

当番病院一覧
県立中央病院

上田一丁目４-１ ☎653-1151
日赤

盛岡赤十字病院

２
医大

３
４
５
中央 川久保 日赤

６
医大

７
８
中央 こども

９
医大

10
11
12
中央 川久保 医大

13
中央

14
医大

16
医大

17
18
19
中央 川久保 医大

20
中央

こども もりおかこども病院
21
22
医大 こども 上田字松屋敷11-14 ☎662-5656

23
日赤

24
医大

27
中央

28
医大

30
医大

31
中央

25
中央

26
医大

15
中央

29
中央

三本柳６-１-１
医大

内丸19 -１

川久保

☎637-3111

岩手医科大学附属病院
☎651-5111

川久保病院

津志田26-30-１ ☎635-1305

日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。また、時間外
の受診は小児救急入院受入当番病院に集中し、重症な子どもの治療に支障を来す恐れ
があります。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

日曜、祝日の日中は休日救急当番医（９ページ参照）を受診してください
市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
の子どもの救急についての情報を掲載しています。
盛岡市医師会
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