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健 康 ・保健

■凡例…亜日時（日程）唖会場・場所　娃内容　阿対象・定員　哀講師　愛出演　挨費用（記載のない催しは無料）姶持ち物　逢申し込み　葵問い合わせ

事　業　名 日 時・会 場 対 象・そ の 他

母子健康手帳の交付 月～金曜日
午前９時～午後５時30分 医療機関で妊娠と認められた人

健
　
康
　
診
　
査

４カ月児
健康診査

①５日②26日（火）
午後０時45分～１時45分             

①平成30年１月21日～２月10日生まれ
②平成30年２月11日～３月５日生まれ

10カ月児
健康診査

市内実施医療機関の 
診療時間内 平成29年８月生まれ

１歳６カ月児
健康診査

①14日②28日（木）
午後０時45分～１時45分

①平成28年11月16日～30日生まれ
②平成28年12月１日～15日生まれ

３歳児健康診査 ①７日②21日（木）
午後０時45分～１時45分

①平成27年４月26日～５月10日生まれ
②平成27年５月11日～31日生まれ

アレルギー健診 15日（金）午後１時～２時 アレルギーが心配な乳幼児を対象に
専門医による健診・相談【要予約】

歯の無料
健診・相談

20日・７月18日(水）
午後１時～２時45分 

〈歯科センター〉

市内在住・在勤者（40歳以上には歯周
疾患検診あり）

教
　
　
室

プレ お や 教 室
（パパママクラス）

６月23日（土）
妊婦：午前９時30分～正午
産婦：午前10時30分～正午

妊娠16週以降の妊婦・産婦とパートナー
（講話と実習）
【６月１日（金）より予約開始】

プレ お や 教 室
（もく浴クラス）

７月22日（日）
午前９時30分～正午

妊娠16週以降の妊婦とパートナー（講
話と実習）

【７月２日（月）より予約開始】

もぐもぐ
離乳食教室

25日（月）
午前９時45分～11時45分　

６～７カ月児とその保護者（講話と試食）
【６月１日（金）より予約開始】

相
　
　
談

育児相談 ６日・７月４日（水） 
午前９時30分～10時30分

乳児の身体測定・子育て相談等（母子
健康手帳持参）

妊産婦相談 妊婦・産後１年未満の人

アレルギー栄養
相談

11日・７月９日（月） 
午前９時30分～11時

食物アレルギーが心配な乳幼児の食
事相談やスキンケアの方法等【要予約】

おやこ栄養相談 ５日・19日・７月３日(火） 
午前９時30分～11時 妊婦・乳幼児とその保護者【要予約】

こどもの相談 13日（水）
午後１時30分～午後４時

未就学児の発達など／臨床心理士の
相談【要予約】

　 　  ６ 月 の 保 健 セ ン タ ー だ より（ 妊 娠・子 育 て ）

※会場の明記していないものはすべて保健センター　※料金は無料 　※対象は芦屋市民
■申し込み・問い合わせ　
保健センター〈保健福祉センター３階〉　☎31-1586/穐31-1018（呉川町14-9）

～予防・健康づくりは15日号でご確認ください～

　

救急医療

救急・休日診療
■救急指定病院
　 芦 屋 病 院（内）　☎31-2156
　 南芦屋浜病院（外・内）  ☎22-4040

 芦屋セントマリア病院（外・内）
                                         　  ☎23-1771

■神戸こども初期急病センター（小）
　☎078-891-3999(ＨＡＴ神戸内）
   月～金  午後７時30分～翌朝６時30分
　土    曜  午後２時30分～翌朝６時30分
　日曜・祝日・年末年始 
　午後８時30分～翌朝６時30分　

１日 さわだクリニック（内） ☎23-7117
８日 藤崎整形外科（整） ☎38-0107

15日 永松クリニック（外） ☎32-3399

22日 冨永医院（内・小） ☎22-3823
29日 吉田内科クリニック（内） ☎38-7210

■休日応急診療所（内・小）
 ☎21-2782( 公光町5-13）
 日曜・祝日 午前９時～午後５時
 

■休日夜間急病診療所（耳・眼）
　☎06-6436-8701（尼崎市水堂町3-15-20）
　日曜・祝日 午前９時～午後４時
　土曜 午後６時～８時30分（耳鼻咽喉科のみ）
　 
■歯科センター（歯）
　☎31-0658  (呉川町14-9 ）
　日曜・祝日・年末年始・午前９時～11時30分    

６月夜間当番医 　※金曜日・午後８時～11時（　）内は診療科目

■金曜日
午後11時～翌朝７時

■金曜日以外
午後８時～翌朝７時

南芦屋浜病院
　　　　☎ 22-4040

■芦屋健康福祉事務所からのお知らせ
唖＆葵芦屋健康福祉事務所地域保健課

（☎32-0707）
【５月31日から６月６日は「禁煙週間」】
娃５月31日（木）は、WHOが定めた「世
界禁煙デー」です。県では、「受動喫煙
の防止等に関する条例」により、一層の
受動喫煙防止対策に取り組んでいま
す。健康的な環境づくりにご協力をお
願いします。

【６月は「エイズ予防月間」】
娃エイズ患者・ＨＩＶ感染者数が増えて
います。不安をお持ちの人は積極的にＨ
ＩＶ検査（匿名・無料）を受けましょう。

【アルコール依存症の家族会（のぞみ会）】
亜６月８日（金）午前10時～正午　娃
アルコール問題で悩んでいる家族※市
外の人も可

【ＨＩＶ・肝炎・梅毒検査】
亜６月８日・22日（金）午後１時30分～２
時　阿匿名検査※市外の人も可〈要予約〉

【①こころのケア・アルコール問題相談
   　　　　　　　　　　②専門栄養相談】
亜①６月12日（火）午後１時～２時30
分②26日（火）午前10時～正午　娃①
こころの病気（専門医）・アルコール問
題②難病・障がいのある人等〈要予約〉

■保健センターからのお知らせ　
葵保健センター（☎31-1586）

【歯と口の健康週間６月４日～ 10日】
娃「のばそうよ　健康寿命　歯みがき
で」歯みがきをしっかりとしてお口も
身体も健康にしましょう！

【歯の無料健診と相談】
亜①６月４日～ 10日（各診療所の休診
日を除く）②毎月第３水曜日　唖①歯
科医師会会員診療所②歯科センター
逢①各診療所〈要予約〉 ②直接上記へ

【40歳の歯科健診（節目健診）〈要予約〉】
娃対象の人に、受診券（１回無料）を送
付しています。ぜひ、ご利用ください。

【歯の供養】
亜６月２日（土）午後２時～３時　唖芦
屋霊園内・歯の供養塚　姶抜けた歯、不
要になった義歯等

■芦屋病院からのお知らせ
葵芦屋病院（☎31-2156）

【市民ギャラリー】
亜６月１日～ 30日　唖管理棟４階　
娃美芦くらぶ絵画展　葵総務課

【糖尿病教室】
亜６月８日（金）午後１時30分～３時　唖
病棟２階講堂　娃臨床検査「自己血糖測
定」、運動療法「効果的な運動」、看護ケア

「夏場に注意したいこと」　哀臨床検査技
師・理学療法師・看護師　葵栄養管理室

【両親学級】
亜６月９日（土）午前10時～正午　唖３
階東病棟　娃お産の経過・赤ちゃんの
お風呂（実習あり）　阿妊娠22週以降の
妊婦とパートナー（５組10人）〈要予約〉
葵３階東病棟（午後１時～４時）

【芦屋病院マチネーコンサート】
亜６月17日（日）午後２時30分～　唖
外来棟４階黄色いピアノ前　娃水無月
に歌う　愛隈本跋子（歌）Robeeさん
ぺい（ギター）　葵総務課

【芦屋病院講堂コンサート】
亜６月24日（日）午後２時30分～　唖
病棟２階講堂　娃国際交流チェロコン
サート　愛ルチア・ポンセット（チェ
ロ）ほか　葵総務課

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜６月10日（日）午後１時30分～３時
唖木口記念会館　哀外島敬子・富岡美
晴　挨会員200円・一般500円　逢氏
名・性別・年齢・住所・電話番号を記入
し、ファクスで下記へ※保護者（ヘル
パー）同伴　葵芦屋市手をつなぐ育成
会・朝倉（穐31-0670）

■身体障がい者移動相談
亜６月15日（金）午前９時30分～正午
唖尼崎市身体障害者福祉センター　
阿身体障害者手帳所持の肢体不自由
の人、障害者総合支援法の対象疾病
に該当する人　葵障害福祉課（☎38-
2043穐38-2178）

■がん患者グループ“ゆずりは”サロン
亜６月15日（金）午後２時～４時　唖
芦屋病院管理棟４階レストラン　阿が
ん患者・家族など　葵ゆずりは事務局

（☎080-1476-5715・平日午前10時～午
後３時）

■あしや聖徳園
　第６回パワーチャージプログラム
亜 6月23日（土）午前10時～正午　唖上
宮川文化センター　娃メディカルヨガ
メソッド体験会　阿市内在住の親と
子ども（小学生まで）20組40人　姶バ
スタオル・飲み物・動きやすい服装　
逢＆葵あしや聖徳園・水元、船寺（☎32-
7552/穐32-5510）

■普通救命講習
亜６月24日（日）午前９時30分～午後０
時30分　唖消防庁舎　娃心肺蘇生法・
ＡＥＤの取り扱い・応急処置等　阿市
内在住・在勤・在学の中学生以上・ 20人 
※受講者には「修了証」を交付※団体申
し込みは随時受付　哀救急隊員・応急
手当普及員（消防団員）　葵消防本部救
急課（☎32-2345）

■アレルギー教室
亜７月６日（金）午後２時～４時　唖
保健福祉センター　娃講義「アレル
ギーって何？～アトピー性皮膚炎と食
物アレルギーなどの基礎知識～」　阿
30人（託児・１歳以上・先着15人）　哀
尼崎医療生協病院・冨永弘久医師　逢
６月１日（金）より右記へ　葵保健セン
ター（☎31-1586）　

■幼児の食事とおやつの教室
亜７月10日（火）午前10時～正午　唖
保健福祉センター　娃講話「夏のすご
し方、夏に負けない食事」、試食「夏に負
けないメニュー」　阿１歳６カ月～未
就学児とその保護者30組（託児・１歳
以上・先着15人）　姶母子健康手帳・飲
み物　逢６月１日（金）より下記へ　葵
保健センター（☎31-1586）　




