
子育て・健康カレンダー
2008

　7 月
●集団胃がん検診受診者募集
受付開始　7月22日（火）
対象　40歳以上で職場などで胃が
ん検診を受ける機会がない人
定員　各会場60人（先着順）
申込方法　電話でお申し込みください。
負担金　700円
受付時間　午前9時30分～11時

■問い合わせ　国保けんこう課（内線140）

●ウオーキングで健康づくりを
　始めてみませんか
　健康づくり推進員（地域に住む人
々の健康づくりを応援するボランティ
ア）を中心に行っているウオーキング
活動です。３～５kmのコースを歩い
ています。みんなで楽しく健康づくり
を始めませんか？

参加費　無料
※日程は変更する場合
　がありますので、参加
　希望者は事前にご連
　絡ください。

■問い合わせ　
国保けんこう課（内線140）

●子育て講演会
　「乳幼児の救急救命講習会」
　乳幼児の事故などについての予防・
対応の知識や、救急法の実技を学んで
みませんか。子どもの大切な命を守る
ために、皆さんのご参加をお待ちして
います。
とき　7月6日（日）午前10時～正午
ところ　こどもセンター
講師　救急救命士（大村消防署）
対象　乳幼児の保護者30人（先着順）
受講料　無料
申込方法　こどもセンターへ直接、ま
たはお電話でお申し込みください。
＊託児あり（事前に申し込みが必要で
す。人数に限りがあります）

●7月の幼稚園開放日
対象　平成14年4月2日～平成16年4月
1日生まれの幼稚園などに通園していな
い幼児
開放時間　午前9時30分～10時30分

■問い合わせ 教育総務課（内線371）

●7月は「愛の血液助け合い運
　動」月間です
 私たち一人ひとりにでき
ること…それは「献血」。
　医療機関で、あなたの
愛の血液を必要としてい
ます。献血にご協力くださ
い。
■問い合わせ　国保けんこう課（内線152）

　

     

　　　

　

村中　優希くん
（1歳9か月）

ゆうき

井上　菜夏ちゃん
（1歳8か月）

なのか

土

牧山医院
［内科・外科］
宮小路2丁目☎○55 7831

うみの星眼科
［眼科］
竹松本町☎○27 4040

すみ歯科医院
上諏訪町☎○49 5808

田崎医院
［外科・胃腸科］
古町1丁目☎○53 1234

みね眼科
［眼科］
東本町☎○54 3011

井上歯科医院
宮小路1丁目☎○55 7462

ともなが内科クリニック
［内科・呼吸器科］
杭出津2丁目☎○54 5000

谷口整形外科
［整形外科・リハビリテーション科］
諏訪1丁目☎○48 6677

坂口歯科医院
古賀島町☎○52 0477

　　

近藤医院
［内科］
東本町☎○54 1166

よしだレディースクリニック
［産科・婦人科］
富の原2丁目☎○56 2227

なかむら歯科
協和町☎○50 1718

　　

みね内科クリニック
［内科・呼吸器科］
富の原1丁目☎○55 5070

おび産婦人科医院
［産婦人科］
本町☎○54 1103

大道寺歯科医院
東三城町☎○52 2667

おはなしの会
11：00～、市立図書館

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

1歳児のお部屋
10：00～正午

出前子育てつどい●申 
郡地区公民館
■北地区子育て支援センター

子育てとなり組●申 
今富公民館

子育てとなり組●申 
富の原2丁目公民館

キッズふれあい遊び●申 
10：00～三城保育所

2歳児のお部屋
10：00～正午

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

子育てとなり組●申 
西大村本町公民館

子育てとなり組●申 
沖田町公民館

子育てとなり組●申 
小路口町公民館出前子育てつどい●申 

松原保育園 ■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
三浦保育園 ■南地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
植松保育園　■西大村地区
子育て支援センター
認定こども園昊天宮保育園
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
妙宣寺保育園
■北地区子育て支援センター

献血車巡回日
9：30～11：30
市役所前■国保けんこう課

乳幼児すくすく
健康相談
午後1：30～3：00郡地区公民館

離乳食教室
①10：00～
②11：00～郡地区公民館

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

ことばと心の相談室
午後1：30～4：00
・言語聴覚士によるこ
とばの相談

ことばと心の相談室
午後1：30～4：00
・言語聴覚士によることばの相談
・臨床心理士による育児相談

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

耳とことばの相談
午後1：00～3：00
・医師などによる診察・相談
・身体障害者手帳および補
聴器の申請受付
総合福祉センター
■障害福祉課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

■ 問い合わせ
   ○こどもセンター   〒856-0832　本町413-2 ☎549100　5549174
   ○北地区子育て支援センター（認定こども園昊天宮保育園） ☎○55 0922　○南地区子育て支援センター（鈴田保育園） ☎○49 5388　○西大村地区子育て支援センター（植松保育園） ☎○54 5056

         は「子育てつどい」です。 ●申は申し込みが必要です。

　
　
　
　

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

誕生日のつどい
11：00～

3歳児以上のお部屋
10：00～正午

子育てとなり組●申 
常磐団地自治公民館

出前子育てつどい●申 
認定こども園昊天宮保育園
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
認定こども園昊天宮保育園
■北地区子育て支援センター
　

問い合わせ先の記載がないものは、こども政策課（こどもセンター内☎%49100）にお問い合わせください。

今月の子育てつどい
●出前子育てつどい…午前10：00～、（4日）体を動かして遊ぼう、（その他）プール遊び
●子育てとなり組…午前10：00～ みんなでおしゃべり（申し込みが必要です。事前にこどもセンターへご連絡ください）
●1歳児・2歳児・3歳児のお部屋…ふれあい交流室で自由遊び　
●誕生日のつどい…7月生まれの誕生児を祝おう（誕生月ではない人も参加できます。誕生月の人は事前にこどもセンターへご連絡ください）
●キッズふれあい遊び・・・砂場あそび（2歳以上）、先着15組。6月30日（月）9：00～電話または直接こどもセンターへお申し込みください。　

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ママパパ学級⑵
10：00～12：30

ママパパ学級⑴
10：00～12：30

日 月 火 水 木 金

※日曜・祝日の
在宅当番医は、
変更になる場合が
あります。ご確認の
うえお越しください。
●診療時間
午前9時～午後6時
※歯科は
正午まで
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※■は問い合わせ
※開催場所・問い合わせを記載していないものは、こどもセンターで行います。

●1歳6か月児健康診査（通知済み）
　…平成18年7月～12月生まれ、または2歳未満の幼児が対象
●3歳児健康診査（通知済み）
　…平成16年7月～17年1月に生まれ、または4歳未満の幼児が対象
●ふれあいリハビリサロン（初回は電話で申し込み）…40歳以上の人が対象
●ことばと心の相談室・親子愛あい広場（初回は電話で申し込み）
　…ことばの発達が気になるお子さんや、育児でお困りのお母さんが対象
●乳幼児すくすく健康相談
　…計測、育児・栄養・心理・歯科相談（午後のみ）（予約不要。母子手帳持参）
　…こころはぐくむ絵本事業で絵本を配布します（対象：1歳児未満）
●離乳食教室…離乳食の相談（予約不要。母子手帳持参）

子育て・健康

1日（火）
3日（木）
4日（金）
9日（水）

鈴田幼稚園　 ☎531551
放虎原幼稚園 ☎523564
西大村幼稚園 ☎524502
竹松幼稚園　 ☎558301

と　き と　こ　ろ

と　　き

7月25日（金）

7月30日（水）

8月 8日（金）

8月22日（金）

8月29日（金）

内　　容

自己紹介・親子遊び

ちょっと井戸端会議

親子で運動

楽しく食べる

子育て談議

7月5日（土）

6日（日）

16日（水）

19日（土）

20日（日）

集合場所/時間

幸町三角公園/午前8時

田久保公民館/午前9時30分

木場公民館/午前8時30分

幸町三角公園/午前8時

森園公園/午前7時

と　き

と　　き と　こ　ろ

8月25日（月）
8月26日（火）
8月27日（水）
8月28日（木）
8月29日（金）
9月  1日（月）
9月  2日（火）
9月  3日（水）
9月  4日（木）
9月  5日（金）

松原住民センター
福重住民センター
竹松住民センター
郡地区公民館
市民会館
三浦住民センター
鈴田住民センター
萱瀬住民センター

市コミセン

●子育て講座受講者募集
　子どもの年齢にあわせた、親子で
参加できる講座です。子育て中の親
同士が集まり、出あい・ふれあい・学
びあいながら「あったかい子育て」を
しませんか。
対象　8か月～1歳3か月児未満（平
成19年4月26日生まれ～平成20年11
月25日生まれ）の子どもと保護者
時間　午前10時～11時30分（受付
午前9時30分）
ところ　こどもセンター
定員　12組（申し込み多数の場合は抽選）
受講料　1,000円
申込方法　往復はがきに、講座名、
親子の氏名（ふりがな）、子どもの性
別・生年月日、郵便番号、住所、電話
番号を記入のうえ、「こどもセンター子
育て講座係」までお申し込みください。
申込期限　7月15日㈫

こどもセンター紹介
○ふれあい交流室…こどもセンター２階に乳幼児と親が自
由に遊べる部屋があります。どうぞご利用ください。
［利用時間］月～金曜日（祝祭日を除く）、午前10時～午後5時
○子育てひろば
　●こどもセンターでは、子育てに関する情報提供・相談など
　　も受け付けています。
　●「子育てひろばだより」を毎月発行しています。市内公共
　　施設、病院・歯科医院、大村駅、郵便局に設置していま
　　すので、ぜひご覧ください。
　●市のホームページでも事業を紹介しています。

※写真はこどもセンターを訪れたお友だちです。

　三種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、ＢＣＧ
予防接種は、年間を通じて実施しています。
お子さんの体調の良いときに受けてください。
　詳しくは、「こどものしおり」をご覧ください。
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・言語聴覚士によることばの相談
・臨床心理士による育児相談

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

耳とことばの相談
午後1：00～3：00
・医師などによる診察・相談
・身体障害者手帳および補
聴器の申請受付
総合福祉センター
■障害福祉課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

■ 問い合わせ
   ○こどもセンター   〒856-0832　本町413-2 ☎549100　5549174
   ○北地区子育て支援センター（認定こども園昊天宮保育園） ☎○55 0922　○南地区子育て支援センター（鈴田保育園） ☎○49 5388　○西大村地区子育て支援センター（植松保育園） ☎○54 5056

         は「子育てつどい」です。 ●申は申し込みが必要です。

　
　
　
　

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

ベビーマッサージ
11：00～、対象　0歳児

誕生日のつどい
11：00～

3歳児以上のお部屋
10：00～正午

子育てとなり組●申 
常磐団地自治公民館

出前子育てつどい●申 
認定こども園昊天宮保育園
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
認定こども園昊天宮保育園
■北地区子育て支援センター
　

問い合わせ先の記載がないものは、こども政策課（こどもセンター内☎%49100）にお問い合わせください。

今月の子育てつどい
●出前子育てつどい…午前10：00～、（4日）体を動かして遊ぼう、（その他）プール遊び
●子育てとなり組…午前10：00～ みんなでおしゃべり（申し込みが必要です。事前にこどもセンターへご連絡ください）
●1歳児・2歳児・3歳児のお部屋…ふれあい交流室で自由遊び　
●誕生日のつどい…7月生まれの誕生児を祝おう（誕生月ではない人も参加できます。誕生月の人は事前にこどもセンターへご連絡ください）
●キッズふれあい遊び・・・砂場あそび（2歳以上）、先着15組。6月30日（月）9：00～電話または直接こどもセンターへお申し込みください。　

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ママパパ学級⑵
10：00～12：30

ママパパ学級⑴
10：00～12：30

日 月 火 水 木 金

※日曜・祝日の
在宅当番医は、
変更になる場合が
あります。ご確認の
うえお越しください。
●診療時間
午前9時～午後6時
※歯科は
正午まで
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※■は問い合わせ
※開催場所・問い合わせを記載していないものは、こどもセンターで行います。

●1歳6か月児健康診査（通知済み）
　…平成18年7月～12月生まれ、または2歳未満の幼児が対象
●3歳児健康診査（通知済み）
　…平成16年7月～17年1月に生まれ、または4歳未満の幼児が対象
●ふれあいリハビリサロン（初回は電話で申し込み）…40歳以上の人が対象
●ことばと心の相談室・親子愛あい広場（初回は電話で申し込み）
　…ことばの発達が気になるお子さんや、育児でお困りのお母さんが対象
●乳幼児すくすく健康相談
　…計測、育児・栄養・心理・歯科相談（午後のみ）（予約不要。母子手帳持参）
　…こころはぐくむ絵本事業で絵本を配布します（対象：1歳児未満）
●離乳食教室…離乳食の相談（予約不要。母子手帳持参）

子育て・健康

1日（火）
3日（木）
4日（金）
9日（水）

鈴田幼稚園　 ☎531551
放虎原幼稚園 ☎523564
西大村幼稚園 ☎524502
竹松幼稚園　 ☎558301

と　き と　こ　ろ

と　　き

7月25日（金）

7月30日（水）

8月 8日（金）

8月22日（金）

8月29日（金）

内　　容

自己紹介・親子遊び

ちょっと井戸端会議

親子で運動

楽しく食べる

子育て談議

7月5日（土）

6日（日）

16日（水）

19日（土）

20日（日）

集合場所/時間

幸町三角公園/午前8時

田久保公民館/午前9時30分

木場公民館/午前8時30分

幸町三角公園/午前8時

森園公園/午前7時

と　き

と　　き と　こ　ろ

8月25日（月）
8月26日（火）
8月27日（水）
8月28日（木）
8月29日（金）
9月  1日（月）
9月  2日（火）
9月  3日（水）
9月  4日（木）
9月  5日（金）

松原住民センター
福重住民センター
竹松住民センター
郡地区公民館
市民会館
三浦住民センター
鈴田住民センター
萱瀬住民センター

市コミセン

●子育て講座受講者募集
　子どもの年齢にあわせた、親子で
参加できる講座です。子育て中の親
同士が集まり、出あい・ふれあい・学
びあいながら「あったかい子育て」を
しませんか。
対象　8か月～1歳3か月児未満（平
成19年4月26日生まれ～平成20年11
月25日生まれ）の子どもと保護者
時間　午前10時～11時30分（受付
午前9時30分）
ところ　こどもセンター
定員　12組（申し込み多数の場合は抽選）
受講料　1,000円
申込方法　往復はがきに、講座名、
親子の氏名（ふりがな）、子どもの性
別・生年月日、郵便番号、住所、電話
番号を記入のうえ、「こどもセンター子
育て講座係」までお申し込みください。
申込期限　7月15日㈫

こどもセンター紹介
○ふれあい交流室…こどもセンター２階に乳幼児と親が自
由に遊べる部屋があります。どうぞご利用ください。
［利用時間］月～金曜日（祝祭日を除く）、午前10時～午後5時
○子育てひろば
　●こどもセンターでは、子育てに関する情報提供・相談など
　　も受け付けています。
　●「子育てひろばだより」を毎月発行しています。市内公共
　　施設、病院・歯科医院、大村駅、郵便局に設置していま
　　すので、ぜひご覧ください。
　●市のホームページでも事業を紹介しています。

※写真はこどもセンターを訪れたお友だちです。

　三種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、ＢＣＧ
予防接種は、年間を通じて実施しています。
お子さんの体調の良いときに受けてください。
　詳しくは、「こどものしおり」をご覧ください。
　　　

広報おおむら 2008 年 7 月号23


