健康課 蘂濆８８０６

●親子くっきんぐ教室
対象＝小学３年生以上の子
どもと保護者蜴参加料＝一人
300円蜴持参する物＝一人に
つき米半合、エプロン、三角
きんまたは給食用帽子、手ふ
きタオル、筆記用具、水筒
○ひまわりセンター
とき＝８月５日貂・午前９
時半〜午後１時蜴定員＝20組
（申込順）蜴申込期間＝７月
15日貂〜29日貂

7月の休日当番医
内 こはし内科医院

郡家蘂濬6110
大西外科医院 御供所蘂澤5627
竹川整形外科
日 整
クリニック 飯山蘂爛2600
歯 石井歯科医院 城西蘂濆2855
6

外

小 もりもと

こどもクリニック 土器蘂澪9228
外 香川クリニック 天満蘂澤2311
日
歯 江戸歯科医院 飯野蘂澤7890

１３

瀬戸内クリニック
川井整形外科
２０ 整
クリニック
日 皮 空本クリニック
歯 岩山歯科医院
内

川西蘂濬1511
天満蘂澹4010
飯山蘂炮7211
今津蘂濆6027

小おか

だ小児
柞原蘂炳0707
クリニック
２１
整 石川整形外科
葭 蘂澹8100
クリニック
日
外 しげのぶ医院 綾歌蘂燉6355
小山クリニック 金倉蘂炳4976
柴田整形外科
２７ 整
クリニック 川西蘂濬2700
日
いまい歯科
歯
クリニック 柞原蘂炳1212
内

仁 病 院 通 蘂澹2311
3 内 平川クリニック 飯山蘂爛0710
日 歯 大久保歯科医院 土器蘂焉9068

8月

厚

診療時間・午前9時〜午後6時
医科（綾歌、飯山）、歯科については、各
医療機関へお問い合わせください。

＋救急医療機関

小児救急電話相談

香 川 労 災 病 院 蘂澹3111
麻 田 総 合 病 院 蘂澹5555
中 野 外 科 胃 腸 科 蘂澪2525

蘆土・日曜日、祝日、
１２月３１日〜
1月3日・午後7時〜１１時
蘆電話番号＝087−823−1588

○綾歌保健福祉センター
とき＝７月24日貅・午前９
時半〜午後１時蜴定員＝15組
（申込順）蜴申込期間＝７月
３日貅〜17日貅
参加はいずれかのセンター
１回のみで、昨年に参加して
いない人を優先します。参加
者が５組に満たない場合は中
止します。申し込みなど詳し
くは、市健康課へ。

１日貊・午前10時〜11時半
《赤ちゃんを迎える教室》
対象＝妊婦および家族蜴と
き＝７月13日豸・午前９時半
〜正午蜴ところ＝ひまわりセ
ンター蜴持参する物＝母子健
康手帳、筆記用具
《離乳食講習》
お子さんと一緒に参加でき
ますが（ベビーカー持参可）、
試食は保護者のみです。
対象＝３か月から１歳まで
の乳児の保護者蜴とき＝ひま
わりセンター：７月15日貂・
午前10時〜11時半
（予約不要）
、
飯山総合保健福祉センター：
７月25日貊・午前10時〜11時
半
（要予約）
蜴持参する物＝母
子健康手帳、筆記用具

●自分で作ろうクッキング教室
対象＝小学３〜６年生蜴と
き＝７月29日貂、31日貅・午
前９時半〜午後１時蜴ところ
＝ひまわりセンター蜴定員＝
各28人（申込順）蜴参加料＝
300円蜴持参する物＝米半合、
エプロン、三角きんまたは給
食用帽子、手ふきタオル、筆
記用具、水筒蜴申込期間＝７
月８日貂〜22日貂
二日とも同じ内容です。ど
ちらか都合の良い日を申し込
んでください。申し込みなど
詳しくは、市健康課へ。

●母

子

保

健

《0歳児の広場》
対象＝乳幼児と保護者蜴と
き＝ひまわりセンター：７月
14日豺・午前10時〜11時半、
綾歌保健福祉センター：７月
９日貉、８月１日貊・午前10
時〜11時半、飯山総合保健福
祉センター：７月29日貂・午
前10時〜11時半蜴内容＝自由
遊び、計測、交流、育児教室
《まなび広場》
対象＝乳幼児と保護者蜴と
き＝ひまわりセンター：７月
15日貂・午前10時〜11時半、
綾歌保健福祉センター：８月

15

●献血にご協力を
本人確認の
ため、身分証
明書などをご
持参ください。
対象＝16歳以上70歳未満の
健康な人（65歳以上70歳未満
の人は、60歳から64歳までの
間に献血をした人に限ります。
三日以内に歯科治療をした人
は献血できません）蜴とき＝
７月15日貂・午前９時半〜11
時半、
午後０時半〜４時半蜴と
ころ＝市役所本館玄関ロビー

●成人・老人保健
《生活習慣病予防個別相談》
事前に市健康課へ申し込ん
でください。
とき＝ひまわりセンター：
７月７日豺・午前９時半〜午
後３時、綾歌保健福祉センタ
ー：７月９日貉・午前９時半

〜午後３時、飯山総合保健福
祉センター：７月15日貂・午
前９時半〜午後３時
《こころの健康相談》
事前に市健康課へ申し込ん
でください。
とき＝７月24日貅・午前９
時半〜11時半蜴ところ＝飯山
総合保健福祉センター
《すこやか体操教室》
対象＝40歳以上の人蜴とき
＝７月２日貉・午前10時〜11
時半蜴ところ＝飯山総合保健
福祉センター蜴内容＝肩こり
《歩行プール夜間説明日》
前日の午前中までに市健康
課へ申し込んでください。
対象＝40歳以上の人蜴とき
＝男性：７月３日貅・午後６
時〜７時、女性：７月４日貊・
午後６時〜７時蜴ところ＝飯
山総合保健福祉センター
平日の午後も随時説明して
います。詳しくは、
市健康課へ。

《きらり☆健康応援講座》
事前に市健康課へ申し込ん
でください。
対象＝40歳以上の人蜴とき
＝７月18日貊・午後１時半〜
３時半蜴ところ＝飯山総合保
健福祉センター蜴内容＝似合
う色で、若々しく
《日曜の結核・肺がん検診》
対象＝40歳以上の人蜴とき
＝７月６日豸・午前９時〜11時
蜴ところ＝ひまわりセンター
《胃がん・子宮がん・乳がん
検診》
事前に市健康課へ申し込ん
でください。
なお、ひまわりセンターの
胃がん・乳がん検診、飯山総
合保健福祉センターの乳がん
検診の予約は終了しました。
とき＝ひまわりセンター：
７月６日豸・午前９時〜11時、
飯山総合保健福祉センター：
７月11日貊・午前９時〜11時

●赤ちゃん健診メモ
対象者には個別通知します
が、通知が届いていない人は、
市健康課へご連絡ください。
《3か月児健康診査》
○ひまわりセンター
とき＝７月１日貂、11日貊・
午前９時半〜10時半
○飯山総合保健福祉センター
とき＝７月18日貊・午前９
時半〜10時半
《1歳6か月児健康診査》
○ひまわりセンター
とき＝７月３日貅、24日貅・
午後１時半〜２時半
《3 歳児健康診査》
３歳７か月から３歳８か月
ごろの幼児を対象に行います。
○ひまわりセンター
とき＝７月17日貅、23日貉・
午後１時半〜２時半
○綾歌保健福祉センター
とき＝７月10日貅・午後１
時半〜２時半

●結核・肺がん検診
（綾歌・飯山地区）
対象＝丸亀市に住民票のあ
る40歳以上の人蜴料金＝胸部
レントゲン検査
：無料
（40〜69
かく たん
歳の喀痰検査該当者のみ500
円。ただし、生活保護世帯の
人は検診料金が無料になりま
すので、事前に受診票を持っ
て、ひまわりセンター、綾歌・
飯山市民総合センター、本島・
広島市民センターのいずれか
に来てください）蜴持参する
物＝結核・肺がん検診受診票
詳しくは、市健康課へ。

9：30〜10：00
3 10：15〜10：45
日
貅 11：00〜11：30
13：30〜15：30

プリティショップはなこ
北原自治公民館
津森集落センター
岡田コミュニティセンター

9：30〜10：00
10
8 ：15〜10：45
日 11：00〜11：30
貂 13：30〜15：00
15：15〜15：45

大原公民館
ゆうとぴあ綾歌
奥川内公民館
富熊コミュニティセンター
ＪＡ香川県富熊支店

9：30〜10：00
10
9 ：15〜10：45
日 11：00〜11：30
貉 13：30〜15：00
15：15〜15：45

本村公民館
西沖公民館
東行末公民館
栗熊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
ＪＡ香川県栗熊支店

検診受付時間 検診会場

★綾歌地区
検診受付時間 検診会場
9:30〜11:30
13:30〜14:15
2
日 14:30〜15:00
貉
15:15〜15:45

畑田・重光公民館
琴電岡田駅
赤坂公民館
西新田公民館

１６
日
貉

9：30〜10：15
10：30〜11：00
11：15〜11：45
13：30〜14：15
14：30〜15：00
15：15〜16：00

川井自治会館
東原自治会場（飯山）
飯山南コミュニティセンター
岡崎屋
富士見館
飯山総合保健福祉センター

１７
日
貅

9：30〜10：15
10：30〜11：00
11：15〜11：45
13：30〜14：15
14：30〜15：15

宮地牛乳販売店
青石自治会館
河内自治会場
亀山団地自治会場
久米氏自治会館

２３
日
貉

9：30〜10：00
10：15〜10：45
11：00〜11：45
13：30〜14：00
14：15〜14：45
15：00〜16：00

三谷中自治会会場
城山自治会会場
三谷団地大集会場
抜井信孝様宅
楠見出荷場
飯山市民総合センター

２４
日
貅

9：30〜10：00
10：15〜10：45
11：00〜11：30
13：30〜14：00
14：15〜14：45
15：00〜15：45

徳永数男様宅
立花建設東隣
高柳出荷場
飯山中央公民館
県営住宅中央会場
香川銀行飯山支店

２５
日
貊

飯山総合学習センター・
飯山図書館
10：15〜11：00 飯峰亭駐車場
11：15〜11：45 大原自動車
13：30〜19：00 飯山総合保健福祉センター

１０ 9：45〜10：30 住吉神社（社務所前）
日 10：45〜11：30 勝福寺
貅 13：30〜15：30 綾歌保健福祉センター

★飯山地区

7月

検診受付時間 検診会場

検診受付時間 検診会場

7月

１４
日
豺

9：30〜10：00
10：15〜10：45
11：00〜11：30
13：30〜14：30
14：45〜15：15
15：30〜16：00

四国新聞 飯山三好販売所
三好建材店
中落正勝様方
五反地自治会館
藤原石材南
樋の口会場

14

9：30〜10：00

