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乳幼児健康診査・相談・予防接種
※乳幼児健診及び予防接種は、母子健康手帳をお持ちください。
※事前に健診票（BCG予診票）を郵送します。健診日の１週間前までに届かない場合はご連絡ください。

小高区 （実施場所）小高保健福祉センター

行事名 対象者及び内容 実施日 受付時間
10か月児健診 平成 17 年 11 月・12 月生まれのお子さん 17 日㈫

13 時～ 13 時 30 分
1歳 6か月児健診 平成 17 年２月・３月生まれのお子さん 24 日㈫
ひよこくらぶ １歳未満のお子さんとそのお母さん 05 日㈭ 10 時～

母子健康手帳交付
（妊婦健康相談）

母子健康手帳交付及び妊婦健康診査助成申請と健康相談を
行います。
（印鑑を持参の上、妊婦さん本人が来所してください。）

11 日㈬ 9時

ポリオ 生後３か月から７歳６か月未満のお子さん
※問診票記入、体温測定は当日会場で行います。 19 日㈭ 13 時～ 14 時

総合健康相談 赤ちゃんから高齢者までの健康相談を行います。
※栄養相談を希望される方は、事前にお申し込みください。 18 日㈬ 9時 30 分～ 11 時

鹿島区 6916916916916916916916（実施場所）鹿島保健センター
行事名 対象者及び内容 実施日 受付時間

4か月児健診
（BCG接種を含む） 平成 18 年５月・６月生まれのお子さん 05 日㈭

13 時～ 13 時 30 分
１歳６か月児健診 平成 16 年 12 月 16 日～ 17 年２月 28 日生まれのお子さん 12 日㈭
すずめのがっこう
（遊びの教室） 平成 16 年３月・４月生まれのお子さん 18 日㈬ ９時 15 分～

９時 25 分

母子健康手帳交付 母子健康手帳交付と両親教室を行います。 12 日㈭
26 日㈭

９時 15 分～
9時 30 分

なかよし広場 お子さんの発育・育児相談などを行います。 10 日㈫
24 日㈫ ９時 30 分～ 11 時

ポリオ 生後３か月から７歳６か月未満のお子さん 27 日㈮ 13 時 15 分～ 14 時
総合健康相談 赤ちゃんから高齢者までの健康相談を行います。 19 日㈭ 13 時～ 15 時 30 分

原町区 （実施場所）原町保健センター

行事名 対象者及び内容 実施日 受付時間
４か月児健診
(BCG接種を含む）

平成 18 年 6 月 1 日～ 15 日生まれのお子さん 12 日㈭

13 時～ 13 時 30 分

平成 18 年 6 月 16 日～ 30 日生まれのお子さん 26 日㈭
10か月児健診 平成 17 年 11 月生まれのお子さん 11 日㈬
1歳 6か月児健診 平成 17 年 3 月生まれのお子さん 18 日㈬

3歳児健診
平成 15 年 3 月 7 日～ 31 日生まれのお子さん 05 日㈭
平成 15 年 4 月 1 日～ 20 日生まれのお子さん 17 日㈫

育児相談会
（自由遊びの日）

お子さんの育児や栄養、歯のことなど、何でもご相談くだ
さい。保健師、栄養士、歯科衛生士が相談に応じます。
また、図書館職員による絵本の読み聞かせを行います。読
み聞かせの開始時間は 10 時 15 分を予定しています。

25 日㈬ 9時 30 分～
10 時 30 分
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休日当番医・薬局（診療時間　９時～16時）

小高区：健康福祉課健康係☎44６４０７
鹿島区：鹿島保健センター☎46１４５１
原町区：原町保健センター☎㉓３６８０

月　日 小高区 鹿島区 原町区
１日
㈰

半谷医院 ☎44２０２０
林薬局 ☎44２３５３

金子整形外科 ☎46２３０２
全薬局休業

亘理医院 ☎㉓２３６５
ミナミ調剤薬局 ☎㉔２５７６

８日
㈰

今村医院 ☎44４１２０
林薬局 ☎44２３５３

田村内科医院 ☎46１２３３
サトウファーマシー薬局 ☎46２６６３
調剤薬局　くすりのキクチ ☎46４３７６
そうごう薬局鹿島店 ☎46１４２１

大町病院 ☎㉔２３３３
ヤマキ保健薬局 ☎㉒４９７０

９日
㈷

今野外科医院 ☎44２８３０
小高調剤薬局 ☎44６２１７

鹿島厚生病院 ☎46５１２５
全薬局休業

石原クリニック ☎㉒２２１２
屋代薬局 ☎㉒８４６９

15日
㈰

小川医院 ☎44２０２４
林薬局 ☎44２３５３

相良医院 ☎46２００５
全薬局休業

奥山医院 ☎㉔１２３６
リフレ薬局原町店 ☎㉕４４６４

22日
㈰

南相馬市立小高病院 ☎44２０２５
小高調剤薬局 ☎44６２１７

菅原医院 ☎46２０７０
キクチ薬局 ☎46２００９
調剤薬局　くすりのキクチ ☎46４３７６

小野田内科胃腸科 ☎㉒８８１１
大町調剤薬局 ☎㉕３３８９

29日
㈰

上町内科皮フ科クリニック ☎44５２１１
林薬局 ☎44２３５３

金子整形外科 ☎46２３０２
全薬局休業

小野田病院 ☎㉔１１１１
アイ調剤薬局旭町店 ☎㉕７４７４

休日歯科当番医（診療時間　9時～15時）
月　日 相馬方部 双葉方部
0１日㈰ もんま歯科医院（原町区）☎㉔ 1175 石井歯科医院（富岡町）☎ 0240 ㉒ 5801
0８日㈰ 渡辺歯科医院（新地町）☎62 3155 山村デンタルクリニック（浪江町）☎ 0240 34 3110
0９日㈷ 山田歯科医院（原町区）☎㉓ 2709 常盤歯科医院（大熊町）☎ 0240 32 2038
15日㈰ 健歯科クリニック（新地町）☎63 2418 山 形 歯 科（浪江町）☎ 0240 34 4315
22日㈰ 沖田歯科クリニック（原町区）☎㉓ 0303 蒲生歯科医院（楢葉町）☎ 0240 ㉕ 2061
29日㈰ あべ歯科医院（相馬市）☎36 5511 西原歯科クリニック（浪江町）☎ 0240 35 1599

インフルエンザの予防接種は
10月１日から

　インフルエンザを予防するには、流行する前に予
防接種を受けることが大切です。予防接種を希望さ
れる方は、指定医療機関で接種してください。
　なお、接種日などは医療機関にお問い合わせくだ
さい。

実施期間　10 月１日～ 12 月末日
実施場所　市内指定医療機関
接種回数　一人１回
接種料金　１，０００円
　　　　※生活保護世帯の方は全額公費負担
対象者
・満 65 歳以上の方で接種を希望される方
・ 満 60 歳以上 65 歳未満で心臓、じん臓、若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能障害として厚生労働省で定める者で接種
を希望される方

９月21日は「アルツハイマーデー」です
学ぼう　語ろう　認知症　家族で社会で支えよう
９月24日から30日までは「結核予防週間」です

安心できる子育てを！
小高区マタニティファミリーセミナー（両親教室）
　参加を希望される方は、事前にお申し込みください。
【コース１】
と　き　10 月 19 日㈭　18 時 45 分～ 20 時 30 分
　　　　（受付 18 時 30 分～ 18 時 45 分）
ところ　小高保健福祉センター
内　容　未来のパパとママの出産準備編
　　　　・産婦人科医師講話
　　　　・妊婦疑似体験
持参物　母子健康手帳

【コース２】
と　き　10 月 29 日㈰　９時～ 11 時 30 分
　　　　（受付８時 45 分～９時）
ところ　小高保健福祉センター
内　容　未来のパパとママの育児編
　　　　・先輩パパママからのアドバイス
　　　　・赤ちゃんのおふろの入れ方等（実技）
持参物　母子健康手帳
申込先・問合せ　健康福祉課健康係




