保健だより
♥

問合せ 健康推進課 (保健センター内)
☎34-7000、 FAX34-9470

母子保健 （１月）

がん検診は受けましたか？

■乳幼児健診 （３～４か月児健診、 １歳６か月児健診、 ２歳児
歯科健診、 ２歳６か月児歯科健診、 ３歳児健診） について
新型コロナウイルス感染予防対策として３密を避ける
ために、 健診の人数や受付時間などを制限したうえで、
実施しています。 対象の人には、 日程や受付時間につ
いて個別に案内を送付いたします。
■教室 ・ 相談 （要予約、 定員あり、 先着順）
教室 ・ 相談
期日
時間
パパママセミナー
9:15 ～ 10:30
（４ ・ ５月出産予定の人） 第２回
１７日 (月)
10:45 ～ 12:00
受付開始日 １月４日 （火）

申込期限 １月３１日 （月）
実施期限 ２月２８日 （月）
今年度のがん検診の申し込み期限まであとわずかとな
りました。
「がん」 は何も症状がないうちに定期的に検診を受ける
ことが大切で、早期発見・早期治療により、からだのダメー
ジだけでなく、 治療費の負担を軽減することもできます。
市のがん検診は、 実施機関によって受診できる種類が
異なり、 事前の申込みが必要です。 申込み先は下記をご
参照ください。
● 市民病院健康管理センター
検診種類 大腸がん、 乳がん、 子宮頸がん、 胃がん、
肺がん ･ 結核、 前立腺がん
申込み
☎ 35-6111( 市民病院健康管理センター )
受付時間 10:00 ～ 16:30 （土日祝日除く）
● 市内 21 指定医療機関
検診種類 大腸がん
申込み
☎ 34-7000( 保健センター）
受付時間 8:30 ～ 17:15 （土日祝日除く）
● 半田市医師会健康管理センター
検診種類 乳がん、 子宮頸がん
申込み
☎ 34-7000( 保健センター )
受付時間 8:30 ～ 17:15 （土日祝日除く）
けい

離乳食講習会
※３～４か月健診
受診後受付開始

ステップ１ １３日 (木)
１０:00 ～１１:00
ステップ２ ２６日 (水)

赤ちゃん相談
※受付開始日 : １月４日 （火） １８日 (火)
（対象児 ： １歳６か月まで）
発達相談

９:00 ～１２:00

希望する場合は、 保健センター
（保健師） までお問合せくださ
い。 日程をお知らせします。

けい

マタニティ ・ おっぱい相談

毎週金曜日

13:00 ～ 16:00

( 相談希望者は、 事前に問い合わせてください。 )

※パパママセミナー第２回は感染予防対策のため初産
の人と配偶者のみに参加を限定させていただきます。
時間帯を分け、 少人数で実施します。 詳しい時間帯
はお申し込み時にご確認ください。
※赤ちゃん相談は感染予防対策のため時間帯を分け、
少人数で実施します。 詳しい時間帯はお申し込み時
にご確認ください。
※保健センターで実施する健診 ・ 教室は新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況によっては急きょ中止 ・
延期する場合があります。 ホームページや母子健康
手帳アプリにてお知らせします。
■母子健康手帳アプリ
新規登録後、 自治体選択画面で
「常滑市」 を選択してください。

- 献血ありがとうございました （１1 月） 市内２カ所 合計２回開催 １０３人
※献血の日程などの詳細は
愛知県赤十字血液センター
のホームページでご確認く
ださい。

休日診療当番医（1月）
受診前に体温を測定し、発熱のある場合、または風邪症状のある
場合は必ず電話をしてください。
診療時間 9:00 ～ 12:00

当番日

当番医

１日 (祝) 常滑眼科クリニック（字折戸）

電話
34-8899

２日 (日) とこなめ耳鼻咽喉科クリニック（錦町） 36-3341
３日 (月) とこなめ横井クリニック（飛香台）

35-7810

９日 (日) 伊藤医院（新田町）

42-0332

１0 日 (祝) 伊藤クリニック（市場町）

35-2133

１６日 (日) 稲葉診療所（多屋町）

35-3862

２３日 (日) いのう皮フ科形成外科（錦町）

89-2215

３０日 (日) 内田眼科（飛香台）

36-1400

※都合により変更になる場合があります。 また、 悪天候などに
より、やむを得ずに休診になることがあります。ご了承ください。
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共に支え合い
健「
幸」
に暮らせるまち とこなめ
子どもとテレビ ・スマホなどメディアとの
つきあい方
●乳幼児の視聴時間
市では、１歳６か月児健診と３歳児健診受診時にテレビ・

ＤＶＤ ・スマホ等の視聴時間の聞き取りをしています。グ
ラフにより、年齢が進むにつれて視聴時間が長くなる傾向
があることがわかります。

●コロナの影響
コロナ禍で外遊びや外出の機会が減り、家庭でのテレビ
やスマホの視聴時間、ゲームの時間が長くなっている傾向
があります。

①夜に使うと睡眠不足になり体内時計が狂ってしまう。

●長時間スマホ等を見ることの影響
②長時間使うと、記憶や判断をつかさどる部分の脳の
発達に遅れが出る。
③視力に影響がある。
④人と直接話す時間が減り、コミュニケーション能力に
影響が出る。
●日本小児科医会の５つの提言
①２歳までのテレビ ・ビデオ視聴は控えましょう。
②授乳中、食事中のテレビ・ビデオの視聴はやめましょう。

③すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが
重要です。１日２時間までを目安と考えます。
④子ども部屋にはテレビ、ＤＶＤ、パソコン、タブレッ
トを置かないようにしましょう。
⑤保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを
作りましょう。

29 広報とこなめ１月号 （２０２２）

●見直しましょう。テレビ ・スマホとのつきあい方

９
- ４７０

広告

５つの提言はかなり厳しいので、すべてを守ることは難
しいと思います。それぞれの家庭で、できることから取り

組んでみましょう。
例えば、「
食事中、授乳中は大人も子どももテレビ ・ス

マホを見ない」「親子でルールを決める」などできること
から取り組んでみませんか？

７
- ０００、ＦＡＸ
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問合せ 健康推進課母子チーム （
保健センター内）
☎
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