
10東 区 4 ⓳

・新型コロナウイルス感染症の影響により、記載している講座などが中止または内容変更となる場合があります。
  詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

・各種健康診査・教室などへの参加の際は、感染拡大防止の観点から、体調の確認やマスク着用にご協力をお願いします。

※料金の表記がない
　ものは無料
◎相談・教室のご案内（予約制）

事　業　名 日　程 受　付 対　象　・　内　容

子育て相談
☎979－3588 10／20（木）午前９：30

　～10：40
乳幼児とその保護者。
体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による育児相談

むし歯予防教室
☎934－1217 10／20（木）

午後１：10
　～１：30

０歳児～未就学児。
歯科検診・フッ化物塗布・
歯みがきやお口の相談
持ち物…母子健康手帳・
子ども用歯ブラシ・タオル
※フッ化物塗布希望者は720円
　（料金免除制度あり）

午後１：30
　～１：50

午後１：50
　～２：15

はじめての
歯みがき教室

☎934－1217
10／25（火）午前９：40

　～10：00

令和３年９～12月生まれ。
定員８人。むし歯予防の話・仕
上げみがきの方法。
持ち物…子ども用歯ブラシ・タオル

母乳相談
☎934－1219 10／26（水）午後１：00

　～２：45 母乳・育児についてお困りの方

砂田橋子育て相談
☎979－3588

（場所：砂田橋会館）
11／８（火）午前10：00

　～10：30

乳幼児とその保護者（15組）。
体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による育児相談。
申し込みは、10／11（火）午前
９：00から電話で。

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

☎934－1217
11／９（水）午後１：15

　～２：15

０～15歳未満の方とその保護者
（５組）。
小児アレルギー専門医・管理栄
養士・保健師による個別相談

１歳の
子育て教室

☎934－1219
11／15（火）午前10：00

　～10：15

１歳～１歳６カ月の幼児とその
保護者。子どもの発達と子育て
のポイントなどのお話、親子あ
そび、交流会。申し込みは、10／25

（火）午前９：00から電話で。

赤ちゃんの
ぱくぱく教室

（３回食コース）
☎934－1216

11／16（水）午前９：45
　～10：00

令和３年12月～令和４年１月生ま
れ。離乳食でお困りの方（６組）。
離乳食のポイント・レシピ紹介・
個別相談。申し込みは、11／１（火）
午前９：00から電話で。

赤ちゃんの
子育て教室

☎934－1219
11／16（水）午前10：00

　～10：15

５カ月～１歳の誕生日前まで
の赤ちゃんとその保護者。赤
ちゃんの発達に合わせた関わ
り方についてのお話、あそび、
交流会。申し込みは、10／25（火）
午前９：00から電話で。

※料金の表記がないものは無料

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217
日程 毎週水曜日（10／19を除く）
受付 午後３：00～５：00
内容 専門医による心の健康に関する相談。
　　 ご家族からの相談も可。（秘密厳守）
うつ病家族相談日（予約制）  ☎934－1217
日程 10／19（水）　受付 午後３：00～５：00
対象 うつ病に関する悩みを抱える方のご家族
内容 ご本人への関わり方などの相談に、
　　 専門医が応じます。（秘密厳守）

HIV検査・梅毒検査・
性器クラミジア検査

 ☎934－1218
日程 10／18（火）
受付 午後２：00～３：00
対象 感染不安のある方
　　 （匿名可）
※新型コロナウイルス
　感染症の状況によっ
　ては中止します。

対象 区内在住の65歳以上の方　
定員 15人　
申込 10／11（火）午前９：00から電話で

栄養編～若々しさを保つ食事の秘訣！～
 日時 11／１（火）午後１：30～３：00
 場所 東スポーツセンター第１・２会議室

◎いきいき健幸教室◎いきいき健幸教室（予約制・無料）（予約制・無料）

申込 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218

男男のの体操教室体操教室

日時 11／10（木）午後１：30～３：30　
場所 東区役所３階 第４会議室　
対象 区内在住の30～80歳の男性   
定員 20人（予約制・無料）（予約制・無料）

申込 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218
申込 10／11（火）午前９：00から電話で

※運動のできる服装・靴でお越しください。
※水分補給できるものをお持ちください。

マタニティセミナーマタニティセミナー
　　　  　　　  （予約制・無料）（予約制・無料）

日時 11／18（金）午後１：20～３：30
場所 東保健センター１階
定員 ６人　持ち物 母子健康手帳

申込 問合 保健予防課保健感染症係 
　　　　 ☎934－1217

対象 区内在住の妊娠６～８カ月の
　　 妊婦さん（初産の方に限ります。）

申込 10／11（火）午前９：00から電話で

月～金曜日（祝休日を除く）
【電話相談】午前８：45～午後５：15
【面接相談】午前９：00～午後４：30
※体重測定などの希望がある方
　は、事前にお電話ください。

子育子育てて総合相談窓口総合相談窓口
（子育て世代包括支援センター）（子育て世代包括支援センター）

無料

問合 ☎979－3588
　　（東保健センター２階）

◎指定医療機関で受けることが
　できる定期予防接種（要予約）

 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218

持ち物 母子健康手帳・シール式接種券
※Hibおよび小児肺炎球菌は、接種開始月齢により接種回数が異なります。
※詳しくは保健センターまたは指定医療機関にお問い合わせください。

●Ｂ型肝炎 ●水痘（みずぼうそう） ●日本脳炎 ●麻しん・風しん混合
●ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（４種混合ワクチン）
●Hib（インフルエンザ菌b型） ●ＢＣＧ ●小児肺炎球菌 ●ロタウイルス

ペットの
災害対策

　・住まいの防災対策：家具やケージの固定
　・ペットのしつけと健康管理：予防接種、ノミ・ダニの駆除、避妊去勢手術の実施
　・ペットが行方不明にならないための対策：首輪、迷子札、マイクロチップの装着
　 ※飼い犬には必ず鑑札と注射済票を装着しましょう
　・ペット用の避難用品の備蓄：５日分以上のえさや水などを用意
　・同行避難が可能な避難所などの確認、ペットの一時的な預け先の確保

災害を想定し、災害を想定し、
行いましょう行いましょう ※市では、犬猫の避妊去    

　勢手術費用・マイクロ
　チップ装着費用の一
　部を補助しています。

※１歳６カ月児と３歳児で、フッ化物塗布を希望される方は、子ども
　用歯ブラシ・タオル・フッ化物塗布費（720円）をお持ちください。
※３歳児には、尿検査を実施します。
問合 保健予防課保健感染症係 ☎934－1217

【持ち物】…母子健康手帳

区　分 日　程 対象者（生年月日） 受　　付

３（４）
カ月児

10／13
（木）

令和４年　
６月５日～６月18日生

【第１子】午前８：50～９：10

【第２子以降】

　　　　午前９：00～９：20

10／27
（木）

令和４年
６月19日～７月２日生

11／10
（木）

令和４年
７月３日～７月16日生

１歳
６カ月

10／21
（金）

令和３年　
３月16日～４月２日生

【奇数日生】午後１：00～１：20

【偶数日生】午後１：30～１：50

３歳児

10／17
（月）

令和元年
９月15日～10月１日生【奇数日生】午後０：50～１：10

【偶数日生】午後１：20～１：4011／７
（月）

令和元年
10月２日～10月20日生

【持ち物】…母子健康手帳

ちびっこお食事サロンちびっこお食事サロン（予約制・無料）（予約制・無料）

日時 11／４（金）
   　 午前10：00～11：30
場所 東保健センター１階
　　 栄養指導室

内容 ●幼児食の話
　　 ●レシピ紹介と調理実演
　　 ●交流会
　　 ●個別相談（希望者のみ）

申込 問合 保健予防課（管理栄養士） ☎934－1216

対象 おおむね１歳６カ月～３歳のお子さんとその保護者　
　　 ※お子さんの食事でお困りの方向け　定員 ６組
持ち物 母子健康手帳　申込 10／11（火）午前９：00から電話で

問合 健康安全課
　　 食品衛生・動物愛護等担当 
　　 ☎934－1212


