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公 民 館 の 催 し 物
 中央区鈴谷7-5-11 859・7322
 中央区大戸3-14-21 832・5495
 中央区本町西1-14-12 853・6007

 中央区上落合6-9-3 852・3132
 中央区下落合5-4-17 854・3411

図書館のイベント
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中央区保健センターのご案内

中央区役所

保健センター通り
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日時…随時
内容…助産師又は保健師の訪問による育

児相談や身長・体重の計測など
対象…生後28日以内の赤ちゃんとその母親
　　　（里帰り出産で期間内に市内に居住している方も含む）
申込み・問合せ…母子健康手帳別冊に添付の「出生連

絡票」の訪問希望「有」に○をつけ投函するか、電
話でお住まいの区の保健センターへ

産婦・新生児訪問指導 6／4～6／10は歯の衛生週間です

　６月４日から歯の衛生週間がスタートします。歯と歯肉の
健康は、楽しい食事や会話、明るい表情など、毎日の生活に
欠かせない大切なものです。
　これを機会に自分のお口の中をチェックしてみませんか。
内容…次の項目の中で該当するものがいくつありますか？

多ければ多いほどその可能性が高くなります

　結果はいかがでしたか？該当したものが１つでもあれ
ば、歯科医の受診をしましょう。
　毎日の歯みがきなど、普段からお口のケアを大切に
して、健康な生活を送りましょう。

•朝起きると、口の中がネバネバした感じがある
•口が臭うといわれたことがある
•硬いものを食べたり、歯ブラシをしていると出血する
•ときどき歯肉が腫れる
•昔に比べ、歯並びが悪くなったような気がする
•歯がぐらぐらする

•詰めたものが取れたままになっている
•冷たいものや熱いもの、甘い食べ物がしみる
•硬いものを食べると痛い
•体調が悪いときに、噛むと痛くなる
•歯に穴が開いている

歯
周
病
編

む
し
歯
編

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

成
人
保
健

成人健康相談 ６/28㈭ 10:00～11:00 健康に関する相談、体重・体脂肪・
血圧測定・尿検査 ― 当日、直接会場へ

※お持ちの方は健康手帳を持
参してください。成人歯科健康相談 ６/28㈭ 10:00～11:00 歯や口腔の健康に関する相談と

歯みがき指導 20歳以上の方

生活と食事健康相談
７/26㈭ 13:30～15:00 保健師、管理栄養士による個別の

食事・生活相談
生活習慣病でお
悩みの方

7/5㈭までに、電話で保
健センターへ定員 4人（先着順）

事業名・定員 日時 内容 対象 申込日

母
子
保
健

両親学級
７/21㈯ ９:15～12:00 安心して育児ができるような話

や、赤ちゃんのおふろの実習
初めてお産をする方で出産予定日
がH19.12/16以前の方とその夫 ６/12㈫～

定員 20組（先着順）

育児学級
７/20㈮ 13:30～15:30 育児について友達づくりをし

ながら楽しく学ぶ
H19.3・4月生まれの赤ちゃんと
その保護者 ６/14㈭～

定員 20組（先着順）

離乳食教室
７/17㈫ 13:30～15:00 離乳食について楽しく学ぶ H19.2･3月生まれの赤ちゃんの

保護者 ６/15㈮～
定員 20人（先着順）

むし歯予防教室 ７/３㈫ ①９:30～10:15
 ②10:45～11:30

むし歯予防のために規則的な
食生活や正しい歯みがき習慣
を身につける

H18.2月～7月生まれのお子さん
とその保護者 ６/６㈬～

定員 各10組（先着順）

育児相談
（乳児期） ６/７㈭・８㈮ 13:45～15:00 身長・体重測定、保健師・管理

栄養士・歯科衛生士等による
育児相談やその他心配ごとの
相談など
※乳児期・幼児期にごきょうだいのい
る方は、乳児期・幼児期どちらの日程
にお越しいただいてもかまいません。

1歳未満の赤ちゃん 当日、直接
会場へ

持ち物：
母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

育児相談
（1歳～2歳未満） ６/７㈭ ９:00～10:15 1歳～2歳未満のお子さん

育児相談
（2歳～就学前） ６/８㈮ ９:00～10:15 2歳～就学前のお子さん

中央区保健センターからのお知らせ 中央区本町東4-4-3
申込み・問合せは

3853・5251
6857・8529

申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象。
各学級の参加は、お一人のお子さんに対して1回のみ。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

会場名がない事業は、中央区保健センターが会場です。
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