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休館日：土・日曜日・祝日

☎823−4418 蕭823−0020
休館日：土・日曜日・祝日 健健 保保 行行 事事

催　し　名 月　日 時　間 注　意　事　項　な　ど

すくすく赤ちゃん
（ 育 児 教 室 ）

４月15日（火）13：00～13：20
整理券配布
12：30～

乳児の発達観察、身長・体重測定、育児・ブックスタートの話など
対象＝平成25年11月生まれ

５月21日（水） 対象＝平成25年12月生まれ
※出席できない人は連絡してください。

１歳６カ月児健康診査
（１歳６カ月～２歳未満）

４月16日（水）13：00～13：30
整理券

12：30～

対象＝平成24年９月生まれ

５月20日（火） 対象＝平成24年10月生まれ

3 歳 児 健 康 診 査
（３歳～４歳未満）

５月27日（火）13：00～13：45
整理券

12：30～

対象＝平成23年１月１日～２月15日生まれ

６月13日（金） 対象＝平成23年２月16日～３月31日生まれ

ひまわり栄養相談
（ 個 別 栄 養 相 談 ）

月～金曜日
（祝日を除く） ９：00～16：00

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの食事療法や正しい食生活に
ついて
申し込み＝事前に電話で保健センターへ

健 康 相 談 室 毎週月曜日 ９：00～11：00
保健師・栄養士による身体計測、尿検査、血圧測定、育児相談、
離乳食相談、健康相談など
対象＝赤ちゃんから高齢者まで
持参物＝母子健康手帳または健康手帳

こ こ ろ の 相 談 室
（精神保健福祉相談） ５月16日（金）13：30～15：30

精神科医師による心の不安、思春期の悩み、アルコール依存な
どの相談
対象＝本人または家族など
申し込み＝５月９日（金）までに電話で保健センターへ

場所＝保健センター
駐車場＝旧千葉家住宅駐車場を利用してください。（セブンイレブン海田中店店の隣にあります）

転入された人で、
前住所地で育児教
室、健診を受けて
いない人は、保健
センターに連絡し
てください。

催　し　名 月　日 時　間 費　用 内　容　な　ど

健 康 相 談 ４月８日（火） 13：30～14：30 無料
（申し込み不要）

内容＝保健師個別健康相談、血圧測定、検尿
対象＝40歳以上

福祉センター ☎823−7500 蕭823−1411催 し

海田町の健康寿命
　介護が必要な期間の平均は、男性1.48年、女性
3.81年です。この期間をできるだけ短くし、いきい
きと暮らしましょう。
※健康寿命…健康上の問題で日常生活が制限される

ことなく生活できる期間。

「健康応援隊」講座【前期】
　この教室では、誰もが知っている曲に合わせて身体を動かした
り、オリジナル体操を作ったりします。体操を通じて、元気の輪を
町全体に広げましょう。そして、海田町の健康寿命を伸ばしましょう。
日　時◆４月23日、５月14日、５月28日、６月11日、25日、７
月16日（いずれも水曜日）10時～12時
場　所◆保健センター　　　　　参加費◆無料
対　象◆家でもできる体操を習得したい人、ゆっくりとしたテンポ
の体操が好きな人、いきいきサロンなどで体操を取り入れたい福祉
委員さんなど
講　師◆スポーツインストラクター 髙 芳照さん ほか
申し込み◆保健センターまで

　　　　　　　　お近くの会館へ出前します
　いきいきサロンなどにおいて、保健師・管理栄養士などが地域に出向
き、出前健康教室を開きます。健康に関するお話や体操などを通して、
地域とのつながりを大切にし、参加者同士の交流を深める楽しい健康教
室です。
メニュー◆①健康応援体操とロコモティブシンドローム（運動器症候群）
の予防　②食育のはなし（試食あり）※ヘルスメイトと管理栄養士が担
当します。　③お口の健康と肺炎予防　④睡眠改善講座～質の良い睡眠
をとるために～　⑤認知症の予防※地域包括支援センターが担当します
対　象◆いきいきサロンや自治会などの集会　など
日　時◆応相談 ※事業などで希望に添えない日時もあります。
所要時間◆いずれも１時間程度　　　　費　用◆無料
場　所◆地域の自治会館など
申し込み◆開催日の１カ月前までに上記のメニューの中からひとつ選
び、保健センターまで連絡してください。

不妊治療費、不育治療費を
助成しています
不妊治療費の助成とは…体外受精及び顕微授精によ
る不妊治療費の一部を助成します。対象となる治療
に要した費用に対して、年度あたり20万円を限度
とし、通算２年間助成します。
不育治療費の助成とは…２回以上の流産、死産、早
期新生児死亡（生後１週間以内の赤ちゃんの死亡）
がある場合を不育症といい、その治療費のうち、医
療保険適用外の検査料と治療費を年度あたり30万
円を上限とし助成します（回数制限はありません）。
※いずれも、治療が終了した翌日から起算して、２

カ月以内に申請してください。
※助成を受けることができる条件などについては、

ホームページを参照してください。
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春からはじめる『絵手紙教室』
日　時◆４月16日、30日、５月７日、21日

（全４回・いずれも水曜日）13時30分～15時
場　所◆福祉センター
定　員◆20人（先着順）
対　象◆おおむね60歳以上の人
参加費◆1,000円（全４回分教材費）
申し込み◆４月４日（金）～15日（火）（土・日曜日を除く）
までに参加費を添えて、福祉センターへ

筋力向上トレーニングルーム
４月から利用できる日が増えました。
対　象◆町内在住の20歳以上の人
持参物◆屋内用シューズ
利用料◆無料
時間　　　　　曜日 月 火 水 木 金 土 日

10時～12時 ○
13時～17時 ○ ○ ○ ○ ○ ○
18時～21時 ○ ○ ○

（月～土曜日の祝日は13時～17時）

安芸地区地域歯科衛生士会からのお知らせ　～歯科衛生士の皆さん、いっしょに活動しませんか？～
活動内容◆安芸地区地域歯科衛生士会に所属し、町の保健事業（３歳児健診など）で歯科指導をします。
※まずは、見学にお越しください。詳しくは保健センターまで問い合わせてください。

アクアエクササイズ
　プールの中でアクアダンスやウオーキング、
ストレッチをしながら楽しく運動しましょう！
　参加資格は町内在住のおおむね70歳までの
人で、高血圧や心臓病などがなく、運動制限の
ない人です。
日　時◆５月14日、21日、28日、
　　　　６月４日、11日、18日、25日
　　　　（全７回・いずれも水曜日）
　　　　14時～15時30分（受付13時30分～）
場　所◆福祉センター　　　　定　員◆25人
参加費◆1,500円（初回時に集めます）
持参物◆水着、帽子、タオル、飲み物など
申し込み◆５月９日（金）までに保健センターへ

４月・５月のパパママスクール
　赤ちゃんの誕生、待ち遠しいですね。だけど、何となく心配で、
楽しい気持ちと不安な気持ちが入り混じった毎日。でも、それは
みんな同じ。さぁ、あなたもパパママスクールに参加して仲間と
情報交換しませんか？

日　時 内　容 次回のお知らせ
４月20日（日）
9：30～12：00

赤ちゃんのおふろ（沐浴体験）
家族そろってお口の健康 ８月３日（日）

５月24日（土）
9：30～12：00

食のだいじな話
お産の経過とマタニティヨガ ８月30日（土）

場　所◆保健センター（駐車場完備）
対　象◆妊婦（妊娠５カ月～）とその配偶者
持参物◆母子健康手帳
申し込み◆保健センターまで（町ホームペー
ジからでも申し込みできます）

★予定日に合わせ
て、ご都合のよい
日にご参加くださ
い。妊婦さんおひ
とりの参加も可。

ふるさと館 ☎823−8396 蕭823−8467
休館日：月曜日（祝日などの場合翌日）催 し

運動器具の使い方は教えてもらえるから初めてでも安心です！

催　し　名 月　日 会　場 入場料 内　容　な　ど

ギャラリー展
絵本

『クスノキの丘』
　　　　原画展

開催中～
４月20日（日）

まで
２階

企画展示室 無料

「命の大切さを教える絵本をかきたい。」
という細國 空さん（海田東小６年）の
夢がかない、絵本『クスノキの丘』が
完成しました。
絵本に使用した原画18点を展示します。

ひまわりプラザ ☎824−1225 蕭824-1246催 し

催　し　名 月　日 時　間 費　用 新規募集 内　容　な　ど
ひまわりブラス
キッズ（吹奏楽）

毎週土曜日
（５月10日開講）

15：00
～17：30

500円
（月額）

楽器有５人
楽器無５人

対象＝町内在住・在学の小学３～６年生
申し込み＝４月10日（木）からひまわりプラザへ（電話不可）


