情報コーナー「すとりーと」

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

7/7㊐。歴史民俗資料館の笹に飾る短
冊に願い事を書きに来ませんか。当日
直接会場へ
■れきみん体験教室「七夕かざりを作
ろう」 6/29㊏10時〜12時。小学生
（保護者同伴）対象。定員15組。
è 6/6㊍から電話で同館へ。☎922-040
25922-1117

健康長寿講座
筋力低下を予防する料理教室

ラジオ体操指導員養成講習会
6/30㊐9時30分〜11時30分。会場は
草加中体育館。正しいラジオ体操を身
につけ、ラジオ体操指導員として活動
してみませんか。講師は元NHKテレビ
・ラジオ体操指導者の長野信一氏。室
内靴、タオル、保険代50円持参。当日
直接会場へ。εスポーツ振興課☎92228615922-3172
歴史民俗資料館の七夕
■ミニ企画「七夕かざり」 6/25㊋〜

実施日
6月下旬〜7月中旬

〒340ｰ0016 中央1ｰ5ｰ22

時間

内容と費用

7/16㊋
6/10㊊

母子保健

3歳3か月児
健康診査

対象と定員

「こんにちは赤ちゃん訪問員」
が直接家庭を訪問
（事前に連絡はしません）
。
予防接種
（Ｂ型肝炎、
ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、四種混合、麻しん・風し 令和元年5月生まれ
ん混合、水痘、
日本脳炎）
予診票、乳児
（4・10か月児）
診査票を配布。

7/2㊋

1歳7か月児
健康診査

平成29年12/1〜15生まれ
13時〜
（受付：13時〜13時45分）

身体測定、内科・歯科健診ほか

6/25㊋

平成29年12/16〜31生まれ
平成28年3/1〜16生まれ
平成28年3/17〜31生まれ

9時15分〜12時15分

沐浴実習、妊産婦の栄養、
分娩の経過ほか

おやこでブラッシング
＆子育て相談
7/29㊊
新田西文化センター

①10時15分〜10時45分
②10時45分〜11時15分
③11時15分〜11時45分
④11時45分〜12時15分

歯科衛生士によるブラッシング
未就学児と保護者
指導とだ液のＰＨテスト
定員36組
計測、育児・栄養相談

乳幼児相談

9時30分〜12時

保健師・栄養士による育児栄養相談
乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ

マタニティクラス
両親学級

離乳食
講習

7/7㊐・10㊌

7/17㊌
初期
中期
後期

13時15分〜15時15分

6/26㊌

10時〜12時

離乳食の進め方の講習と試食

10時〜11時30分

6/24㊊

胃がん
（胃バリウム）
・ 10/28㊊、
11/1㊎・25㊊、
大腸がん検診
12/11㊌・19㊍
◇集団検診

9〜11月出産予定の
初妊婦と夫 定員30組

8時15分〜（受付8時15分〜10時）
問診・胃部バリウムＸ線検査・
（所要時間 約2〜3時間）
便潜血検査
大腸がん検診のみ
費用 胃がん900円
9時30分〜(受付9時30分〜10時30分）
大腸がん500円

定員30組

5〜6か月児

定員30組

7〜8か月児

定員25組

9〜11か月児

定員20組

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛な
ど何らかの自覚症状がある人は
医療機関へ 定員各日140人

12/20㊎まで
（休診日を除く）

Ｂ・Ｃ型肝炎検査

費用1000円

40歳以上で、これまでに市の肝炎
ウイルス検診を受けていない人

口腔がん検診
（指定医療機関）

令和2年1/31㊎まで
（休診日を除く）

問診・視診・触診

費用700円

50歳以上

8/26㊊、
9/2㊊・5㊍・20㊎、
10/4㊎・16㊌・21㊊

13時〜
（受付：13時〜14時）
※所要時間 約2〜2時間30分

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

成人保健

問診・胃内視鏡検査
費用3500円
＜自己負担金2000円＞
75歳以上の人
65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者
世帯全員が非課税の人
〈自己負担金無料〉
生活保護受給者
中国残留邦人等支援給付制度適用の人

40歳以上の女性で、前年度市の
乳がん検診を受けていない人
妊娠中・授乳中・断乳後6か月以
内・乳房整形・ペースメーカー使
用者は不可 定員各日90人

胃がん
（胃内視鏡）
検診
（指定医療機関）

7/1㊊〜12/20㊎
（休診日を除く）

子宮がん検診
（指定医療機関）

11/30㊏まで
（休診日を除く）

頸部検診 費用1700円
20歳以上
頸部・体部検診 費用2500円
（医師が必要と認め、本人が同意したとき）

肺がん・結核検診
（指定医療機関）

7/1㊊〜9/30㊊
（休診日を除く）

胸部レントゲン直接撮影・かく痰検査
（医師が必要と認めたとき）
費用 レントゲン800円 かく痰検査900円

40歳以上

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

12/20㊎まで
（休診日を除く）

便潜血検査

30歳以上

13時〜14時

マッサージ

6/19㊌

地域健康相談

㊊・㊎…原町コミセン、
㊊・㊍…稲荷コミセン、
9時〜12時
㊋・㊎…氷川コミセン、
㊌・㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン
いずれも祝日・休館日を除く

栄養相談（保健セン
㊊〜㊎
（申し込み時に調整）
ターまたはコミセン）

6月の「なくそう暴力」標語

費用500円

※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※成人保健の年齢は令和2年3/31現在

申し込み・持ち物など
助産師等による家庭訪問を受けた人には訪問せず予診票・診
査票等を送付。転入等で届かない人は連絡を
対象者に6月末に診査票を送付
診査票がなくても2歳になる前日までは母子健康手帳とバス
タオルを持参すれば受診可
対象者に5月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
【要申込】電話・市HPで
母子健康手帳持参
【要申込】電話で
母子健康手帳、
タオル、普段使用している歯ブラシ持参

肝炎ウイルス検診
（指定医療機関）

乳がん検診
◇集団検診

10時〜13時の合同練習に参加できる人。
定員計75人（各楽器の定員は同館へ）。
参加費一般2500円、高校生以下1500
円。è6/6㊍〜7/5㊎に草加市文化会館
ほかで配布する申込用紙を同館へ。☎
931-93255936-4690

生物多様性の恵みを知る
エコクッキング講座

保健センター ☎922‒0200 5922‒1516

みんなの健康
こんにちは
赤ちゃん訪問

⑤

7/3㊌9時30分〜13時。会場は中央公
民館。生物多様性の恵みや私たちの生
活との関わりについての講演の後、市
内で生産された農産物を活用し、環境
オペラ・オラトリオ塾ⅩⅥ
に配慮した省エネ料理を学びます。定
受講生募集
員25人。材料費200円。エプロン、三
子育て支援講座
角巾、マスク持参。è電話で環境課へ。 ヘンデル作曲「ハレルヤ」などをオ
〜わたしがシアワセを
☎922-15195922-1030
ーケストラ伴奏とプロのソリストとの
獲得するために〜
共演で歌います。会場は草加市文化会
「東京藝大と草加の仲間たち」
6/29㊏10時〜12時。会場は獨協大学。
館。練習は7/6・13・20、8/3・10・17
コンサート出演者募集
講師は文教大学の布柴靖枝教授。定員
の㊏、9/1㊐・7㊏・22㊐、10/5・12・
9/29㊐に草加市文化会館で開催する 19の㊏・27㊐、11/9㊏・20㊌18時〜
60人。保育あり（1歳〜未就学児 定
「東京藝大と草加の仲間たち」で、東
員15人）。獨協大学地域と子どもリー
21時と11/23㊗のリハーサル。全15回。
ガ ル サ ー ビ ス セ ン タ ー と の 共 催 。 京藝術大学の管・打楽器のトップ奏者 11/24㊐のハートフルコンサートで練
è 6/19㊌までに住所・氏名・電話番号 の皆さんと一緒に演奏します。指導は 習の成果を披露します。小学生以上対
・保育希望の有無（子の名前・年齢） 東京藝術大学の栃本浩規教授。演奏曲 象。定員30人。参加費1万円（親子ペ
を記入し、子育て支援センターへ。メ は「フローレンティナー行進曲」ほか アは1組1万7000円）。è7/5㊎までに
ール（QRコード）も可。応募多数の 全5曲。対象は希望楽器の演奏経験が1 草加市文化会館ほかで配布する申込用
年以上で9/28㊏17時30分〜20時と29㊐ 紙を同館へ。☎931-93255936-4690
場合は抽選。☎941-67915941-6828

6/21㊎9時30分〜12時30分。会場は
草加市文化会館。豆腐とひじきのハン
バーグ、きのこと小エビのスープ、タ
コとチーズのサラダ。定員18人。費用
500円。è6/6㊍から電話でシルバー人
材センターへ。☎928-92115928-9209

名称（会場）

2019年6月5日号

50歳以上
定員1800人

【要申込】電話で
母子健康手帳、
おむつ持参
【要申込】電話・市HPで
母子健康手帳、
おむつ持参
初期講習参加者はおんぶひもかだっこひも持参
保育はありません
【要申込】9/30㊊（消印有効）までに窓口またははがきに希望の検診
名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大腸・乳がん検診は検診日の
第3希望までを明記し、保健センターへ。
（健康カレンダー掲載の「申込
書」を参照）。全日程は健康カレンダー・市HPを参照。
集団検診（胃・大腸・乳がん検診）を希望の場合は、早めの申し込みを。
＜決定通知（受診券）送付時期＞
胃・大腸・乳がん検診(集団)・・・決定した検診日の約1か月前に送付
口腔がん検診・肝炎検診・・・窓口発行、随時発送
＜無料対象者＞
75歳以上の人・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者
・生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付制度適用の人・世帯全員
が非課税の人
※乳がん検診・子宮がん検診の対象者のうち、一部の対象者には無料
クーポン券を送付予定
注）各検診は、実施期間内に１回のみの受診となります。複数回同じ検
診を受診した場合、
２回目以降は全額自己負担

【要申込】9/30㊊
（消印有効）
までに窓口またははがきに
希望の検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号を明記し、
保健センターへ。
決定通知は随時発送
※指定医療機関は、受診券に同封
※受診は２年に１回

【直接指定医療機関で受診】
指定医療機関一覧を保健センター、市HP、市役所、サービスセ
ンター、公民館、
コミセンに配置
＜受診時の持ち物＞
健康保険証、
または住所が確認できるもの
（検診費用が無料に
なる人は、必要な証明書）

草加はり灸マッサージ師会による 肢体不自由の身体障害者手帳を 【要申込】
バスタオル・タオル持参
マッサージ
持つ人 定員10人
看護師による成人・高年者の健康
や介護予防の相談・血圧・体脂肪 健康について気になる成人
測定
栄養士による食生活の相談

草加から なくせ暴力

食生活を改善したい人

増やそう笑顔

開催日当日、直接会場へ

【要申込】
持っている人は健診結果持参

