＊掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や変更する場合があります。

■赤ちゃん応援手当の申請はお済みですか
令 和2年4月1日 か ら 令 和3

年3月31日までに生まれた子

の保護者に3万円を給付する同

手当の申請期限は、5月31日㈪（消印有効）
です。申請方法等は、対象の保護者宛てに

送付した申請書類をご確認ください。申請
書が届いていない場合や申請書類を紛失し
た場合はご連絡ください。

問い合わせ…健康づくり支援担当
■がん検診を受けましょう

日本人の死因別死亡率第1位

はがんです。がんは、早期に発

見し、治療すれば生存率が高まります。し
かし、多くの場合、初期の段階ではほとん
ど自覚症状がありません。体の中に潜んで
いるがんを見つける効果的な方法が、がん
検診です。定期的にがん検診を受けましょ
う。

申し込み方法など詳しくは、この広報川

越と同時期に配布される「令和3年度版健

康づくりスケジュール」または市ホームペ

予防接種担当 L229−4123

4月1日㈭から受けることができる予防接種の
種類や対象年齢、接種方法などを、この広報川越
と同時期に配布される「令和3年度版健康づくり
スケジュール」に掲載しています。必要な予防接
種は、早めに接種しましょう。

なお、下記の対象の方には、4月から5月に案内を発送します。

こども予防接種
■麻しん風しん混合

高齢者
■高齢者肺炎球菌

（2期）
対象 …市に住民登録がある、平成
27年4月2日 ～ 同28年4月1日

（定期接種）
対象…市に住民登録がある、「健康
づくりスケジ

対象 …市に住民登録がある、平成
21年4月2日 ～ 同22年4月1日
生まれの方
接種期間…11歳以上13歳未満

（過去に同ワク
チンの接種を受けた方を除く）
接種期間…4月1日㈭～来年3月31
日㈭

生まれの方
接種期間…小学校就学前の1年間
■ジフテリア・破傷風混合（2期）

ュール」に記
載されている
対象年齢の方

新生児の聴覚検査の費用助成について

保健・健康

ージで確認できます。

問い合わせ…成人健診担当

子どもと高齢者の予防接種

健康づくり支援担当
地域保健担当

市では、新生児聴覚検査費用の一部を助成します。利用について詳しくは、出産医療機関にお尋ねください。
＊里帰り出産などで市と委託契約をしていない医療機関で受検する場合も対象になります。詳しくは担当課にお尋ね
ください。
対象…令和3年4月1日以降に生まれた子の保護者で初回新生児聴覚検査受検日に市に住民登録がある方
助成額…上限3,000円

休日・夜間診療
内科・小児科＝川越市医師会夜間休日診療所（小仙波町2丁目53−1L222−3330）

日曜日、祝・休日、年末年始の受付時間…午前9時〜11時▶午後1時〜3時▶午後8時〜10時
月～土曜日の受付時間…午後8時〜10時

歯科（急患のみ）＝予防歯科センター（三久保町18−3L224−3891）

休日・夜間診療

休日当番医

日曜日、祝・休日、年末年始の受付時間…午前9時〜11時30分

4月の休日当番医

受付時間は、午前9時〜午後4時です。受診前に当番医に確認してください。

4日㈰ いしがみ整形外科クリニック（整外）

豊田町3丁目11－2

L265－5639

11日㈰ 猪熊外科胃腸科医院（胃・外・泌・肛）

新宿町5丁目4－12

L242－6780

18日㈰ 石井クリニック（内・小・外・婦・麻）

今福467－3

L244－6205

25日㈰ おおひら耳鼻咽喉科（耳）
29日㈷ 武蔵野総合病院（内・外）

並木246－1 リヴォーレ中田1階1号室
大袋新田977－9

L236－0323
L244－6340
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＊催し等に参加する際は、検温やマスクの適切な着用など感染症対策にご配慮ください。

保健・健康

＊身体的理由などにより電話での申し込みが難しい場合は、ご相談ください。
＊手話通訳が必要な方は、参加希望事業名・氏名・ファクス番号をご連絡ください。
＊会場＝総合保健センター・経費＝無料、当日直接会場の場合は、記載を省略しています。

■4月の乳幼児相談（予約制）

■ファーストサロン

■産前産後のたまごサロン

確認するかお尋ねください。

大防止のため、オンラインで開

きたい「いのちの話」。新型コロ

■4月の乳幼児健診

は、お尋ねください。

め、オンラインで開催する場合があります。

詳しくは、市ホームページを

問い合わせ…地域保健担当

詳しくは、市ホームページを

確認するかお尋ねください。
問い合わせ…地域保健担当

保健・健康

■2歳児親子歯科健診

歯科健診、ブラッシング指導、

フッ素塗布（希望児）、おやつに
ついての講話。

日 時 …5月13日 ㈭

新型コロナウイルス感染症拡

催する場合があります。詳しく
日時…5月10日㈪午前10時～11時 対
象…市内在住の妊婦と夫、おおむね生後

5か月までの子と保護者 定員…12組（抽
選） 申し込み…4月20日㈫から5月6日
㈭までに電話で NPO 法人川越子育てネッ

トワーク L080−9779−8181（月～金

曜日、午前9時～午後5時、祝日を除く）
問い合わせ…地域保健担当

午後1時～（受付時

■妊産婦歯科健診

間は後日通知） 対

日時…5月25日㈫午後1時20

象…平成30年10月

分〜（受付時間は後日通知）

～ 同31年4月 生 ま

対象…妊娠5か月以上の妊婦と

れの子と保護者1人

（対象月齢を超えている場合は応相談） 定

員…40組（抽選） 申し込み…催し名・住
所・子の氏名・生年月日・電話番号・保護
者の歯科健診希望の有無を、4月16日㈮

（必着）までに往復ハガキで健康づくり支援
担当（市ホームページからも可）
■育児教室

①はじめまして離乳食教室
日 時 … ① ＝4月22日 ㈭ 午 前9時30分 〜

10時30分

▼

午前11

時 ～ 正 午、 ② ＝4月

27日㈫午前9時30分
午前

▼

〜10時30分

11時～正午 対象…

①はじめまして

①＝おおむね4〜6か

月 の 子 と 保 護 者、 ②
＝おおむね7〜11か月
の子と保護者

定員

…各先着10組 申し込み…4月6日㈫午
前10時から電話で地域保健担当

広報川越№1471・2021.4

ナウイルス感染症拡大防止のた
詳しくは、お尋ねください。
日時…5月16日㈰午前
10時～11時 対象…

市内在住の妊婦と夫、
おおむね生後5か月ま
での子と保護者 定員
…10組程度（抽選）

申し込み…5月11日㈫までに電話で NPO

法 人 川 越 子 育 て ネ ッ ト ワ ー ク L080−

9779−8181（月～金曜日、午前9時～午
後5時。祝日を除く） 問い合わせ…地域保
健担当

■５月のプレ・パパママスクール

出産（予定）日・託児希望の有無（希望の場

しくは、お尋ねください。

復ハガキで健康づくり支援担当（市ホーム

良好な初妊婦 申し込み…4月16日㈮ま

申し込み…催し名・住所・氏名・電話番号・
合は月齢）を、4月16日㈮（必着）までに往
ページからも可）

受講は1回限り。日程など詳

対象…妊娠5か月以上で、経過
でに電話で地域保健担当

「埼玉県コバトン健康メニュー」を募集
健康づくり支援担当

食塩の取り過ぎや野菜不足は、「がん」「高血圧」などの生活習慣病に
つながります。県では、健康づくりの取り組みとして、栄養情報等の提
供や、塩分が少なく野菜の多い「健康メニュー」を提供する飲食店・販売
店を募集しています。認定されたメニューは「埼玉県コバトン健康メニュ
ー」として、県ホームページ等で PR します。申し込み方法など詳しくは、
県ホームページを確認するかお尋ねください。
コバトン健康メニューの基準

②もぐもぐ

今回は妊娠中・出産後に聴

産後1年未満の産婦 定員…20人（抽選）

②もぐもぐ離乳食教室
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「ときも健康川柳」

L229−4121
L229−4125
L229−4124
L229−4123
L229−4126

小学生部門 優秀作品

   健康づくり支援課 健康づくり支援担当
地域保健担当
健康管理課
管理給付担当
予防接種担当
成人健診担当

優秀賞

L227−5101（代表）O224−2261
L224−8611（代表）O225−1291

平井海七斗

■川越市保健所
■総合保健センター

おじいちゃん
いっしょに
あるこう
いつまでも

川越市保健所・総合保健センター 〒350−1104小ケ谷817−1

●食塩使用量3ｇ未満
●野菜使用量120ｇ以上

●カロリー 500～700kcal

＊メニュー提供
時に左のマーク
の表示が必要で
す。

