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乳幼児
コーナー

乳幼児
コーナー

※乳児一般健康診査受診票は、生後２カ月ごろに予防接種手帳
　と合わせてお送りします。
※５カ月児健康相談では、親子のふれあいを支援するため、絵
　本などが入ったブックスタート・パックとウッドスタートを
　お渡ししています。

対象月齢 内容 実施日 時間・場所 必要なもの

３～４カ月 かかりつけの小児科で乳児一般健
康診査（１回目）を受けましょう！

診療時間内に委
託医療機関にて

・乳児一般健康診査
受診票

・母子健康手帳

５カ月 ５カ月児健康相談
（H31 年４月生）

９月６日㈮
９月 10日㈫

9:30 ～ 10:30
保健センター

・母子健康手帳
・５カ月児健康相談
アンケート

６～ 11 カ月 すくすく乳児相談
（予約制・個別相談） ９月９日㈪ 9:30 ～ 10:30

保健センター

・母子健康手帳
事前に保健センター
に電話で申し込み

９～ 11 カ月 かかりつけの小児科で乳児一般健
康診査（２回目）を受けましょう！

診療時間内に委
託医療機関にて

・乳児一般健康診査
受診票

・母子健康手帳

１歳６カ月 １歳６カ月児健診
（H30 年２月生） ９月 25日㈬ 13:20 ～ 14:20

保健センター

・母子健康手帳
・郵送している健康
診査票

１歳９カ月
～３歳未満

（２歳～２歳
６カ月が望
ましい）

子どものむし歯予
防教室（歯科健診、
フッ化物塗布など）

９月 26日㈭ 13:00 ～ 14:30
保健センター

・母子健康手帳
・タオル
事前に保健センター
に電話で申し込み

～３歳
未満

３歳児健診
（H28 年８月生） 10月２日㈬ 13:20 ～ 14:20

保健センター

・母子健康手帳
・郵送している健康
診査票

N

高木交差点
高木交差点

新
居
浜
駅

新居浜市保健センター
〒792-0811
庄内町４-７-17
☎35-1070　　37-4380

医師会館
あかがねミュージアムあかがねミュージアム

保健センター保健センター

楠
中
央
通
り

滝の宮
公園通

り

保健師・栄養士・歯科衛生士などが
健康に関する相談をお受けします。

保健センター　　　☎35-1070
すまいるステーション　☎35-1101

すこやかダイヤルすこやかダイヤル

♥一日人間ドック
日程　月曜日、木曜日（詳細は保健センター）
自己負担額　10,800 円
申し込み　保健センター　☎ 35-1308

※各けんしんには定員（先着順）があります。申し込みした人には、けんしん日の約１週間前に書類などを送ります。希望日の３週間前までに申し込んでください。
※ 10 月から肺がんＣＴの料金が変更になります。【９月まで】6,326 円  →【10 月から】6,443 円

申込先　保健センター☎ 35-1308　国保課☎ 65-1219 ※先着順　集団けんしん
けんしん日程 特定健診 肝炎

ウイルス
大腸
がん 胃がん 肺がん 子宮頸

がん
乳がん 前立腺

がん
骨粗しょ

う症
若年者

健診Ｘ線 CT マンモグラフィー

 受付時間
○   8:30 ～ 11:00
△   9:30 ～ 10:30
★ 13:00 ～ 14:00

対象者
40 ～ 74

歳の国保
加入者

40 歳 以 上
（過去受診
者を除く）

40 歳以上 40 歳以上 20 歳以上
女性

40 歳以上
女性 40 歳 以

上男性
18 ～ 70
歳女性

18 ～ 39
歳男性どちらか一つ （昨年度受診者を除く）

自己負担金 無料 無料 無料 無料 無料 6,443 円 無料 無料 無料 500 円 500 円
９月 26日㈭ 多喜浜体育館 ○ ○ ○★ ○ ○★ ★ ○★ ○
９月 27日㈮ 別子銅山記念図書館 ○ ○ ○★ ○ ○★ ★ ○★ ○
９月 29日㈰ 保健センター ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
10月３日㈭ 保健センター ○ ○ ○★ ○ ○★ ★ ○★ ○
10月４日㈮ 大生院公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10月８日㈫ 保健センター ○ ○ ○★ ○ ○★ ★ ○★ ○ ○
10月 12日㈯ 保健センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

♥体組成測定日
日時　９月 12日㈭、13日㈮　 ９:30 ～ 11:30　　　
場所　保健センター
※前回の測定から６カ月程度は空けてください。
※前回の結果や健診結果をご持参ください。

♥にいはまぶらりウォーク
　申し込みは保健センターまで。
　9:00 ～開会式　※雨天中止

♥結核を予防しましょう
　毎年９月 24 日から 30 日までの１週間は「結核予防
週間」です。こんなときは、病院を受診しましょう！
○咳が 2 週間以上続く　○タンが出る
○急に体重が減る　　　○体がだるい
　結核の初期症状は、はっきりせず発見が遅れる場合があ
るので、「結核検診」「肺がん検診」で、早期発見しましょう。

♥食生活改善推進協議会からのお知らせ
　今月は、「脳卒中を防ぐ『節塩術』～高血圧を予防し
よう～」をテーマに食育講習会を開催します。
場所　各公民館・保健センター・文化センター・ウイメ
　　　ンズプラザなど
問い合わせ　新居浜市食生活改善推進協議会事務局
　　　　　　（保健センター　☎ 35 - 1070）

日　程 受付時間
場所 内　容

10月９日㈬ 8:45
八旛神社

潮風の中　浮島コース
（4.1㎞）

11月 24日㈰
8:45

マリンパーク
新居浜

運動指導士による
ウォーキング講座
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♥ゲートキーパー（いのちの門番）養成講座

内容　①医師講演会「自殺とうつ病の関係について」
　　　　講師：近藤啓次（こんどう心療内科院長）
　　　②心理士講演会「ゲートキーパーについて」
　　　　講師：舩戸智寿子
日時　①９月 18日㈬　14：00 ～ 15：30（開場 13：30）
　　　② 10月９日㈬　13：30 ～ 15：00（開場 13：00）
場所　保健センター
料金　無料　※要申込
定員　80 人程度　※原則①②両日受講できる人
申し込み　保健センター

９月 10 日から９月 16 日は自殺予防週間です

▶こころの相談
内容　心の悩みや不安の相談に臨床心理士が応じます。
日時　９月 25日㈬  ９:30 ～ 11:30
場所　保健センター

定員　２組程度（要予約）　　料金　無料
申し込み　電話または直接保健センターへ
☎ 35-1070

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

心の悩み相談 愛媛いのちの電話 ☎ 089-958-1111 １～ 10 日　12:00 ～翌朝 6:00
11 日以降 　12:00 ～ 22:00

心の問題や精神的
な悩みの相談

こころのダイヤル
（心と体の健康センター） ☎ 089-917-5012 ㈪・㈬・㈮　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00

（祝日、年末年始を除く）
心の病気、精神保
健に関する相談 西条保健所 ☎ 56-1300 ㈪～㈮　8:30 ～ 17:15

（祝日、年末年始を除く）
健康全般に関する
相談 保健センター ☎ 35-1070 ㈪～㈮　8:30 ～ 17:15

（祝日、年末年始を除く）

自殺について悩ん
でいる人の相談

NPO 法人松山自殺防止セン
ター ☎ 089-913-9090

㈪・㈬・㈮　20:00 ～ 23:00
自死遺族のつどい…毎月第１土曜 13：30
～ 16：00

インターネットに
よる情報提供窓口 日本産業カウンセラー http://kokoro.mhlw.go.jp

　    こころの相談窓口

～誰も自殺に追い込まれることのない新居浜市の実現を目指して～

　自殺は防ぐことができます。悩みを抱え込み、サインを発している人が多いのです。
皆さんは、ゲートキーパーを知っていますか？
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を聞いて、必要な支
援につなげ、見守る人のことです。特別な資格はいりません。

～ 今、悩みを抱えているあなたへ～

　眠れない、食欲がない、体がだるいなど、い
つもと違う心身の不調を感じたり、学校や仕事、
家族、健康のことなどで不安はありませんか。
　そのようなときは、決して一人だけで悩みを
抱えず、まずは誰かに話してみてください。周
りにいるたくさんの人が、あなたの支えになり
たいと思っています。相談できる窓口もありま
すので、気軽にご相談ください。保健センター
も、支えになりたいと思います。

平成 31 年３月に
「新居浜市自殺対策計画」を策定！

　市内の自殺者は、平成 25 年の 36 人をピー
クとし、平成 27 年は 11 人まで減少しました
が、平成 28 年以降は横ばい状態です。
　「誰も自殺に追い込まれることのない新居浜
市の実現を目指して」をスローガンに、市民
をはじめ、家庭、学校、地域、職場や企業、
関係機関や関係団体と連携を図りながら、自
殺予防に取り組んでいきます。

大切な人や身近な人
にいつもと違う
様子はあり
ませんか？

本人の気持ちを尊重
　　　し耳を傾ける

「どうしたの？」
と声を掛けて
みませんか

　　　早めに専門家
　　　に相談するよ
　　　う促す

あなたにできる  ゲートキーパーの役割

傾聴

声掛け つなぎ

気付き

見守り
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　今年度より中学 3 年生および高校 3 年生の年齢に相当する人が、任意で実施する
インフルエンザ予防接種について、接種料の一部を市が助成することになりました。
　下記の対象者および有効期間以外の接種は対象となりませんので、ご注意ください。
　なお、高齢者以外のインフルエンザ予防接種は任意接種ですので、接種について
法律上の義務はありません。保護者が判断し、接種する場合はご利用ください。

問 保健センター  ☎ 35 - 1070
受験生のインフルエンザ予防接種費用の助成を始めます

■対象者
▶中学 3 年生相当：
 平成 16年４月２日から平成 17年４月１日生まれの人
▶高校 3 年生相当 ：
 平成 13年４月２日から平成 14年４月１日生まれの人
※市外に転出した人は対象外。
■費用助成回数　１回
■助成券有効期間
10月 15日㈫～令和２年１月 31日㈮
※対象者には、10 月上旬に個人通知する予定です。
　予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗
力がつくまでに 2 週間程度かかり、ワクチンが十分な
効果を維持する期間は接種後約 2 週間後から約 5 カ月
とされていますので、より有効性を高めるために一般
的には 10 月から 12 月中旬までの間に行うのが適当と
されています。
■費用助成額　1,000 円
　各医療機関により接種費用が異なります。接種時は、
助成券を実施医療機関窓口へ提出し、1,000 円を差し引
いた額をお支払いください。
　助成券を利用せず、接種費用を全額支払った場合、
接種費用の還付払いは行いません。

　助成券を紛失した場合は、再交付の手続きを行います
ので、接種前に保健センターにご連絡ください。
■実施医療機関
　市内の実施医療機関に限ります。同封の受験生インフ
ルエンザ予防接種実施医療機関一覧をご覧ください（市
HP でも 10 月から閲覧可）。
　実施医療機関により、予約開始時期や実施期間などが
異なりますので、事前に予約をお願いします。
　年末年始は休診となる医療機関があります。
■接種時の持ち物
　▪新居浜市受験生等予防接種助成券（個人通知に同封）
　▪本人確認書類（健康保険証など）
　▪現金（接種料）
　▪母子健康手帳（接種歴の記入を希望する場合）
■注意事項
　インフルエンザワクチンは、製造過程で鶏卵を使用し
ています。卵アレルギーの人（食べるとひどいじんまし
んや発疹が出たり、口腔内がしびれるなど）は注意が必
要ですので接種医とご相談ください。

　新居浜市では、がんは死亡原因の第１位で、約４人
に１人が、がんで亡くなっています（平成 27 年保健統
計年報）。
　がんは早期発見することが重要です。早期発見をす
るためにも、毎年検診を受けましょう。

【平成 29 年度のがん検診で「がん」が発見された人】
胃がん・・・・　２人　　肺がん・・・・１人
大腸がん・・・　９人　　乳がん・・・・７人
前立腺がん・・　２人　 　（平成 30 年 12 月末時点）

　検診の日程は、市政だよりや市 HP に掲載しています。
　また、がんは禁煙や食生活の見直し、運動不足の解
消などによって「なりにくくする（予防する）」ことが
できる病気です。日頃から生活習慣に気を付けましょ
う。

　健康状態を健診結果や体組成測定を通じて確認し、自
分に合った効果的な運動方法や食事について楽しみなが
ら学びましょう！

対象　30 歳以上 70 歳以下の市民（過去に保健センター
　　　の同様の健康教室に参加した人は除く）
内容　体組成測定、食事・運動指導など。保健師、栄養士、
　　　スポーツジムトレーナーが全面的にサポートします。
　　　◎集団指導と個別指導（オンリーワン個別指導付き）　
日時　＜ 6 回コース＞ 6 回すべて参加できる人
　　　①個別 10月９日㈬、10日㈭、11日㈮のいずれか
　　　②集団 10月 31日㈭　③集団 11月 12日㈫
　　　④集団 12月 12日㈭
　　　⑤個別令和２年１月 14日㈫、15日㈬、17日㈮
　　　⑥集団令和２年３月 13日㈮
　　　各日 13:30 ～ 15:30
場所　保健センター
料金　無料
定員　32 人（先着順）
申込　保健センター　☎ 35 - 1070

　自分や家族のために、がん検診を
　受けましょう

　   いきいき体爽　健康サポート教室　
　　参加者募集！

９月はがん征圧月間

がんは 40 歳代からが要注意です！


