
該当のかたに通知と受診票を送付しています。
転入したかたなど、受診票がない場合はご連絡ください。

〒332-0026 南町1-9-20
i048-256-2022　k048-256-2023

新型コロナウイルス感染症対策のため、健診や各事業を中止
する場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

積極的勧奨再開により、中学1年生～高校1年生相当の女子を対象に
4月末に個別通知を発送しました。勧奨差し控えの間に接種の機会を
逃したかたも、令和７年３月３１日までキャッチアップ接種として無料で
接種できます。対象者には８月末に個別通知を発送しました。
c定期…市民で、令和4年度中に12～16歳になる女子
　キャッチアップ…市民で、平成9年度～平成17年度生まれの女子
e無料
※平成9年度～平成16年度生まれの女子で令和4年3月
31日までに自費で接種したかたは、償還払いの対象にな
る可能性があります。詳細は市ホームページをご確認く
ださい。

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症定期予防接種

hＨＩＶ（エイズ）、梅毒、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の血液検査
a11月10日㈭(結果返却日…11月17日㈭）　受付…13：15～14：00
c感染の心配があった日から３カ月以上経過し、検査を希望するかた
d30人（先着順）　e無料

❶ＨＩＶ（エイズ）・性感染症検査（匿名・予約制）

hひきこもりに関して悩んでいる家族同士が集まり、
　知識や元気を得るための場です。
a11月4日㈮13:00～14:40　e無料

❷ひきこもり家族のつどい（予約制）

h精神保健福祉士・保健師によるこころの悩みや病気、ひきこもり、アル
　コールや薬物の問題などの相談　e無料

❸こころの健康相談（予約制）

a令和5年3月31日㈮まで
※対象期間を過ぎると定期接種として接種することはできません。
b県内の委託医療機関（医療機関へ要予約）
※案内はがきをお持ちで、市外で接種を希望するかたは接種日の１０日前
までに地域保健センターへご連絡ください。　　

c市民で、市の補助の有無にかかわらず今までに高齢者肺炎球菌ワクチ
ン（23価肺炎球菌莢膜（きょうまく）ポリサッカライドワクチン）を受けた
ことがない①②のかた

①令和4年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
になるかた

②60歳以上65歳未満の心臓やじん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に身体障害者1級程度の障害を有するかた（身
体障害者手帳の写し、または医師の診断書が必要）

e5，000円 ※生活保護受給者は無料
o市が発行した予診票または案内はがきなど
※詳細は委託医療機関で配布しているチラシ、または
　市ホームページをご確認ください。

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種案内チラシまたは市ホームページ「令和4年度 高齢者のインフルエンザ
予防接種」をご確認の上、接種を受けてください。
案内チラシは、支所、駅連絡室、公民館、保健総務課（鳩ヶ谷庁舎4階）、
長寿支援課・介護保険課(第一本庁舎２階)、地域保健センターで配布し
ています。
a10月1日㈯～令和5年1月31日㈫
b指定の医療機関（医療機関へ要予約）
c市民で①接種日時点で65歳以上のかた②接種日時点で60歳以上65
歳未満の心臓、じん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に身体障害者１級程度の障害を有するかた（身体障害者手帳
の写し、または医師の診断書が必要）

※10月20日㈭～令和5年1月31日㈫の期間は、市の指定医療機関以外
に県内の一部の医療機関でも市の補助による予防接種が可能です。
接種日の１０日前までに必ず地域保健センターへご連絡ください。

e１，０００円（１人１回）※生活保護受給者は無料
oマイナンバーカード、健康保険証などの年齢を確認できるもの。該当す
るかたは生活保護受給証の写し、身体障害者手帳の写しまたは医師
の診断書など

※詳細は市ホームページをご確認ください。

高齢者のインフルエンザ予防接種

h育児、発育、発達、ことばなどの相談
ab11月18日㈮9：00～10：00　地域保健センター
c1～6歳の幼児
f地域保健センターへ電話で

幼児相談（予約制）

子どもの健康診査

〒333-0842 前川1-11-1
i048-266-5557（代表）　k048-423-8852

fg疾病対策課　❶感染症係　　　　i048-423-6726
❷❸精神保健係　　i048-423-6748

①～③
共通

予防接種 ※ワクチンの供給情報など、予防接種に関する詳細は市ホームページをご確認ください（新型コロナワクチンを除く）。保 健 ひ ろ ば

（受診票が
ないと受け
られません）

対　象 方　法
10月の
対象者

3・4か月児
1 0か月児
1歳6か月児
　〃　歯科
3 歳 児

令和 4 年 7 月生まれ
令和 3 年12月生まれ
令和 3 年 4 月生まれ

〃
平成31年 4 月生まれ

委託医療機関

委託歯科医療機関
集団健診

●今月の献血

※都合により日程が変更になる場合があります。   
       
 
g献血推進連絡協議会事務局（管理課）　i048-423-2334
♥川口駅献血ルーム…受付時間（成分献血9：45～12：30/14：00～16：30
　全血献血9：45～13：00/14：00～17：30）　i048-223-7661

時　間 場　所期　日
10：00～11：00
13：00～14：30

新 郷 公 民 館
前 川 公 民 館

10月14日㈮
10月27日㈭

●メンタルヘルスチェックシステム
　「こころの体温計」
パソコンやスマートフォン・携帯電話からいつでも簡単に心の
健康状態をチェックできます。また、相談窓口も案内しています。

妊婦のかたが分娩予定日のおおむね2週間前に受けた
新型コロナウイルス感染症の検査費用を助成します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

妊婦分娩前ウイルス検査費助成事業

不妊カウンセラーによる不妊症・不育症に関する面接相談
や、月経前症候群（ＰＭＳ）など、妊娠、避妊、不妊、将来の
妊娠・出産、流産・死産、思春期から更年期にかけての相
談を保健師などが実施します。
面接(要予約)…火・水曜日
f地域保健センターへ電話で
電話相談…木曜日 10：00～15：00
　　　　　専用ダイヤルi048-242-5152(祝日、年末年始を除く)

性と健康の相談～不妊専門相談～

hゲーム・ネット依存をテーマとした講演（YouTubeによる配信）
講師…緒方 広海 氏（オガタ心理臨床サービス臨床心理士）
a１０月上旬～配信予定　
c市内在住・在勤・在学のかた
e無料（講座視聴にともなう通信料は自己負担）　f不要
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
※詳細は市ホームページをご確認ください。

●第５６回こころの健康講座

やむを得ない理由で県外の医療機関で受けた子どもの定期予防接種費
用の一部を助成します。申請期限は接種後１２カ月以内です（郵送可）。
※県外の医療機関で接種するかたは予防接種依頼書の発行が必要にな
　りますので、接種前に必ず地域保健センターへご連絡ください。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

県外医療機関における子どもの定期予防接種費用の助成

●こころサポートステーションSODAかわぐち
h精神科医師や公認心理師、保健師などが、若年者のメンタ
ルヘルスに関するさまざまな悩みや困りごとの相談に応じ
ます。

a月・火・木・土曜日（祝日、年末年始を除く）10：００～１9：００
bイオンモール川口前川２階 サイボーホール手前
c市内在住・在勤・在学の概ね15～35歳のかた
e無料
fこころサポートステーションSODAかわぐちへ
　電話またはLINEで　i080-7307-2766
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
　　　　　　　　

ソ ー ダ

LINE

ホームページ

骨髄移植などの造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接
種の予防効果が、低下または消失し、医師の判断のもと、任意で該当の
予防接種を受けた場合、その接種費用の一部を助成します。
c再接種日時点で２０歳未満の市民
f再接種後１２カ月以内に地域保健センターへ郵送または窓口で
※詳細は市ホームページをご確認ください。

骨髄移植などにより免疫を消失したかたへの予防接種費用の助成

赤ちゃんが生まれた全ての家庭を保健師または助産師が訪問しています。
赤ちゃんが生まれたらすぐに出生連絡票（はがき）を地域保健センターへ
提出してください。また、妊婦のかたへも必要に応じて訪問しています。

妊産婦・新生児訪問

１０月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャン
ペーン月間」です。
がんは早期発見すれば90％以上が治ります。健康だと思
う今こそ、がん検診を受けましょう。すでにお送りしてい
る「がん検診などの受診券（はがき）」を持って、医療機関
で受診してください。
g地域保健センター

受けてください！命を守るがん検診

2022.10　広報かわぐち25 2022.10　広報かわぐち 24h…内容　a…日時・期間　b…場所　c…対象　d…定員　e…費用・料金 o…持ち物　f…申込・提出・応募　g…問い合わせ　m…Eメール　i…電話

教室の案内 f地域保健センターのホームページから参加希望の教室・コースを選択し、電子申請フォームで

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦とパートナー

教室名 日　時内　容 講　師 対　象 定　員 申込締切
ウェルカムBaby教室

b地域保健センター

マタニティママの
歯と口の健康教室

b鳩ヶ谷庁舎

11月8日㈫
2回制※参加者に後日通知

11月22日㈫
13:00～14:30

①11月11日㈮ ②25日㈮
両日とも2回制※参加者に後日通知

離乳食講習会
b地域保健センター

①10月7日㈮
②10月21日㈮

10月21日㈮

10月7日㈮

保健師 36組

10人

20組

歯科医師
歯科衛生士

栄養士

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦

令和4年5月～7月生まれの
乳児と保護者

沐浴、妊婦疑似体験など

ママと赤ちゃんの歯の話、
歯科健診、ブラッシング指導

離乳食の進め方

11月25日㈮
11:00～12:30

幼児食講習会
b地域保健センター 10月28日㈮10組栄養士 令和3年6月～11月生まれの

幼児と保護者
離乳食から幼児食への進め方

11月28日㈪
10:00～11:00

多胎の会（さくらんぼの会）
※ZOOMも同時開催

b鳩ヶ谷庁舎
10月28日㈮－保健師 双子・三つ子など多胎児と家族、

多胎妊娠中のかたと家族
交流会

地域保健センター

川口市保健所

h宿泊型、日帰り型、訪問型による産婦・赤ちゃんのケア、
　授乳・沐浴の相談や指導、育児相談など
c市に住民登録のある産婦と生後1年未満の赤ちゃんで、
　心身の不調や育児不安でサポートが必要なかた、ご家
　族などから十分な育児などの援助が受けられないかた
　（ケアの種類により対象時期が異なります）
※事前の利用申請が必要です。一部自己負担分の利用料が発生します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

産後ケア事業

しなやか健骨チェック
かかとに超音波を当てて骨密度を測定します。妊娠中のかたも受けること
ができます。※託児はありません。
h骨密度測定、結果説明、保健師・栄養士による相談(希望者のみ)
※医師による診察はありません。
a12月16日㈮午前中　※時間は申し込み後にご案内します。
b地域保健センター　c18歳以上の市民
※ただし、次のいずれかに該当するかたは申し込みできません。
・現在、医療機関で骨粗しょう症の治療を受けているかた
・定期的に検査を受けているかた
・今年度すでに市事業で骨密度を測定したかた 

d45人(申し込み多数の場合は抽選)
e無料
f11月8日㈫までに申し込みフォームまたは、11月8日㈫（必着）までに、
はがき(封書可)に「しなやか健骨チェック申込」と記載し、日にち、場所、
参加者の氏名（ふりがな）、住所、生年月日、電話番号を記入の上、地域
保健センターへ郵送で

※結果は締め切り後、２週間以内に郵送でお知らせします。
※１人につき１枚のはがきでお申し込みください。

女性が一生健康で美しく自立して過ごすための骨に関するお話です。若
いうちから美容と健康のための知識を深めませんか？※小学生以上を対
象とした骨密度測定（予約制）や骨折発生リスクチェックなどもあります。
h医師による健康づくり講話、理学療法士による体操など
a１１月１３日㈰10：10～13：00
bイオンモール川口前川2階 サイボーホール
c市民の女性とその家族
d30人(先着順)　e無料
f１０月１日㈯～申し込みフォームで

輝く女性の健康講座～Beauty＆Healthy life～

該当のかたに通知と受診票を送付しています。
転入したかたなど、受診票がない場合はご連絡ください。

〒332-0026 南町1-9-20
i048-256-2022　k048-256-2023

新型コロナウイルス感染症対策のため、健診や各事業を中止
する場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

積極的勧奨再開により、中学1年生～高校1年生相当の女子を対象に
4月末に個別通知を発送しました。勧奨差し控えの間に接種の機会を
逃したかたも、令和７年３月３１日までキャッチアップ接種として無料で
接種できます。対象者には８月末に個別通知を発送しました。
c定期…市民で、令和4年度中に12～16歳になる女子
　キャッチアップ…市民で、平成9年度～平成17年度生まれの女子
e無料
※平成9年度～平成16年度生まれの女子で令和4年3月
31日までに自費で接種したかたは、償還払いの対象にな
る可能性があります。詳細は市ホームページをご確認く
ださい。

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症定期予防接種

hＨＩＶ（エイズ）、梅毒、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の血液検査
a11月10日㈭(結果返却日…11月17日㈭）　受付…13：15～14：00
c感染の心配があった日から３カ月以上経過し、検査を希望するかた
d30人（先着順）　e無料

❶ＨＩＶ（エイズ）・性感染症検査（匿名・予約制）

hひきこもりに関して悩んでいる家族同士が集まり、
　知識や元気を得るための場です。
a11月4日㈮13:00～14:40　e無料

❷ひきこもり家族のつどい（予約制）

h精神保健福祉士・保健師によるこころの悩みや病気、ひきこもり、アル
　コールや薬物の問題などの相談　e無料

❸こころの健康相談（予約制）

a令和5年3月31日㈮まで
※対象期間を過ぎると定期接種として接種することはできません。
b県内の委託医療機関（医療機関へ要予約）
※案内はがきをお持ちで、市外で接種を希望するかたは接種日の１０日前
までに地域保健センターへご連絡ください。　　

c市民で、市の補助の有無にかかわらず今までに高齢者肺炎球菌ワクチ
ン（23価肺炎球菌莢膜（きょうまく）ポリサッカライドワクチン）を受けた
ことがない①②のかた

①令和4年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
になるかた

②60歳以上65歳未満の心臓やじん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に身体障害者1級程度の障害を有するかた（身
体障害者手帳の写し、または医師の診断書が必要）

e5，000円 ※生活保護受給者は無料
o市が発行した予診票または案内はがきなど
※詳細は委託医療機関で配布しているチラシ、または
　市ホームページをご確認ください。

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種案内チラシまたは市ホームページ「令和4年度 高齢者のインフルエンザ
予防接種」をご確認の上、接種を受けてください。
案内チラシは、支所、駅連絡室、公民館、保健総務課（鳩ヶ谷庁舎4階）、
長寿支援課・介護保険課(第一本庁舎２階)、地域保健センターで配布し
ています。
a10月1日㈯～令和5年1月31日㈫
b指定の医療機関（医療機関へ要予約）
c市民で①接種日時点で65歳以上のかた②接種日時点で60歳以上65
歳未満の心臓、じん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に身体障害者１級程度の障害を有するかた（身体障害者手帳
の写し、または医師の診断書が必要）

※10月20日㈭～令和5年1月31日㈫の期間は、市の指定医療機関以外
に県内の一部の医療機関でも市の補助による予防接種が可能です。
接種日の１０日前までに必ず地域保健センターへご連絡ください。

e１，０００円（１人１回）※生活保護受給者は無料
oマイナンバーカード、健康保険証などの年齢を確認できるもの。該当す
るかたは生活保護受給証の写し、身体障害者手帳の写しまたは医師
の診断書など

※詳細は市ホームページをご確認ください。

高齢者のインフルエンザ予防接種

h育児、発育、発達、ことばなどの相談
ab11月18日㈮9：00～10：00　地域保健センター
c1～6歳の幼児
f地域保健センターへ電話で

幼児相談（予約制）

子どもの健康診査

〒333-0842 前川1-11-1
i048-266-5557（代表）　k048-423-8852

fg疾病対策課　❶感染症係　　　　i048-423-6726
❷❸精神保健係　　i048-423-6748

①～③
共通

予防接種 ※ワクチンの供給情報など、予防接種に関する詳細は市ホームページをご確認ください（新型コロナワクチンを除く）。保 健 ひ ろ ば

（受診票が
ないと受け
られません）

対　象 方　法
10月の
対象者

3・4か月児
1 0か月児
1歳6か月児
　〃　歯科
3 歳 児

令和 4 年 7 月生まれ
令和 3 年12月生まれ
令和 3 年 4 月生まれ

〃
平成31年 4 月生まれ

委託医療機関

委託歯科医療機関
集団健診

●今月の献血

※都合により日程が変更になる場合があります。   
       
 
g献血推進連絡協議会事務局（管理課）　i048-423-2334
♥川口駅献血ルーム…受付時間（成分献血9：45～12：30/14：00～16：30
　全血献血9：45～13：00/14：00～17：30）　i048-223-7661

時　間 場　所期　日
10：00～11：00
13：00～14：30

新 郷 公 民 館
前 川 公 民 館

10月14日㈮
10月27日㈭

●メンタルヘルスチェックシステム
　「こころの体温計」
パソコンやスマートフォン・携帯電話からいつでも簡単に心の
健康状態をチェックできます。また、相談窓口も案内しています。

妊婦のかたが分娩予定日のおおむね2週間前に受けた
新型コロナウイルス感染症の検査費用を助成します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

妊婦分娩前ウイルス検査費助成事業

不妊カウンセラーによる不妊症・不育症に関する面接相談
や、月経前症候群（ＰＭＳ）など、妊娠、避妊、不妊、将来の
妊娠・出産、流産・死産、思春期から更年期にかけての相
談を保健師などが実施します。
面接(要予約)…火・水曜日
f地域保健センターへ電話で
電話相談…木曜日 10：00～15：00
　　　　　専用ダイヤルi048-242-5152(祝日、年末年始を除く)

性と健康の相談～不妊専門相談～

hゲーム・ネット依存をテーマとした講演（YouTubeによる配信）
講師…緒方 広海 氏（オガタ心理臨床サービス臨床心理士）
a１０月上旬～配信予定　
c市内在住・在勤・在学のかた
e無料（講座視聴にともなう通信料は自己負担）　f不要
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
※詳細は市ホームページをご確認ください。

●第５６回こころの健康講座

やむを得ない理由で県外の医療機関で受けた子どもの定期予防接種費
用の一部を助成します。申請期限は接種後１２カ月以内です（郵送可）。
※県外の医療機関で接種するかたは予防接種依頼書の発行が必要にな
　りますので、接種前に必ず地域保健センターへご連絡ください。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

県外医療機関における子どもの定期予防接種費用の助成

●こころサポートステーションSODAかわぐち
h精神科医師や公認心理師、保健師などが、若年者のメンタ
ルヘルスに関するさまざまな悩みや困りごとの相談に応じ
ます。

a月・火・木・土曜日（祝日、年末年始を除く）10：００～１9：００
bイオンモール川口前川２階 サイボーホール手前
c市内在住・在勤・在学の概ね15～35歳のかた
e無料
fこころサポートステーションSODAかわぐちへ
　電話またはLINEで　i080-7307-2766
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
　　　　　　　　

ソ ー ダ

LINE

ホームページ

骨髄移植などの造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接
種の予防効果が、低下または消失し、医師の判断のもと、任意で該当の
予防接種を受けた場合、その接種費用の一部を助成します。
c再接種日時点で２０歳未満の市民
f再接種後１２カ月以内に地域保健センターへ郵送または窓口で
※詳細は市ホームページをご確認ください。

骨髄移植などにより免疫を消失したかたへの予防接種費用の助成

赤ちゃんが生まれた全ての家庭を保健師または助産師が訪問しています。
赤ちゃんが生まれたらすぐに出生連絡票（はがき）を地域保健センターへ
提出してください。また、妊婦のかたへも必要に応じて訪問しています。

妊産婦・新生児訪問

１０月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャン
ペーン月間」です。
がんは早期発見すれば90％以上が治ります。健康だと思
う今こそ、がん検診を受けましょう。すでにお送りしてい
る「がん検診などの受診券（はがき）」を持って、医療機関
で受診してください。
g地域保健センター

受けてください！命を守るがん検診
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教室の案内 f地域保健センターのホームページから参加希望の教室・コースを選択し、電子申請フォームで

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦とパートナー

教室名 日　時内　容 講　師 対　象 定　員 申込締切
ウェルカムBaby教室

b地域保健センター

マタニティママの
歯と口の健康教室

b鳩ヶ谷庁舎

11月8日㈫
2回制※参加者に後日通知

11月22日㈫
13:00～14:30

①11月11日㈮ ②25日㈮
両日とも2回制※参加者に後日通知

離乳食講習会
b地域保健センター

①10月7日㈮
②10月21日㈮

10月21日㈮

10月7日㈮

保健師 36組

10人

20組

歯科医師
歯科衛生士

栄養士

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦

令和4年5月～7月生まれの
乳児と保護者

沐浴、妊婦疑似体験など

ママと赤ちゃんの歯の話、
歯科健診、ブラッシング指導

離乳食の進め方

11月25日㈮
11:00～12:30

幼児食講習会
b地域保健センター 10月28日㈮10組栄養士 令和3年6月～11月生まれの

幼児と保護者
離乳食から幼児食への進め方

11月28日㈪
10:00～11:00

多胎の会（さくらんぼの会）
※ZOOMも同時開催

b鳩ヶ谷庁舎
10月28日㈮－保健師 双子・三つ子など多胎児と家族、

多胎妊娠中のかたと家族
交流会

地域保健センター

川口市保健所

h宿泊型、日帰り型、訪問型による産婦・赤ちゃんのケア、
　授乳・沐浴の相談や指導、育児相談など
c市に住民登録のある産婦と生後1年未満の赤ちゃんで、
　心身の不調や育児不安でサポートが必要なかた、ご家
　族などから十分な育児などの援助が受けられないかた
　（ケアの種類により対象時期が異なります）
※事前の利用申請が必要です。一部自己負担分の利用料が発生します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

産後ケア事業

しなやか健骨チェック
かかとに超音波を当てて骨密度を測定します。妊娠中のかたも受けること
ができます。※託児はありません。
h骨密度測定、結果説明、保健師・栄養士による相談(希望者のみ)
※医師による診察はありません。
a12月16日㈮午前中　※時間は申し込み後にご案内します。
b地域保健センター　c18歳以上の市民
※ただし、次のいずれかに該当するかたは申し込みできません。
・現在、医療機関で骨粗しょう症の治療を受けているかた
・定期的に検査を受けているかた
・今年度すでに市事業で骨密度を測定したかた 

d45人(申し込み多数の場合は抽選)
e無料
f11月8日㈫までに申し込みフォームまたは、11月8日㈫（必着）までに、
はがき(封書可)に「しなやか健骨チェック申込」と記載し、日にち、場所、
参加者の氏名（ふりがな）、住所、生年月日、電話番号を記入の上、地域
保健センターへ郵送で

※結果は締め切り後、２週間以内に郵送でお知らせします。
※１人につき１枚のはがきでお申し込みください。

女性が一生健康で美しく自立して過ごすための骨に関するお話です。若
いうちから美容と健康のための知識を深めませんか？※小学生以上を対
象とした骨密度測定（予約制）や骨折発生リスクチェックなどもあります。
h医師による健康づくり講話、理学療法士による体操など
a１１月１３日㈰10：10～13：00
bイオンモール川口前川2階 サイボーホール
c市民の女性とその家族
d30人(先着順)　e無料
f１０月１日㈯～申し込みフォームで

輝く女性の健康講座～Beauty＆Healthy life～



該当のかたに通知と受診票を送付しています。
転入したかたなど、受診票がない場合はご連絡ください。

〒332-0026 南町1-9-20
i048-256-2022　k048-256-2023

新型コロナウイルス感染症対策のため、健診や各事業を中止
する場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

積極的勧奨再開により、中学1年生～高校1年生相当の女子を対象に
4月末に個別通知を発送しました。勧奨差し控えの間に接種の機会を
逃したかたも、令和７年３月３１日までキャッチアップ接種として無料で
接種できます。対象者には８月末に個別通知を発送しました。
c定期…市民で、令和4年度中に12～16歳になる女子
　キャッチアップ…市民で、平成9年度～平成17年度生まれの女子
e無料
※平成9年度～平成16年度生まれの女子で令和4年3月
31日までに自費で接種したかたは、償還払いの対象にな
る可能性があります。詳細は市ホームページをご確認く
ださい。

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症定期予防接種

hＨＩＶ（エイズ）、梅毒、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の血液検査
a11月10日㈭(結果返却日…11月17日㈭）　受付…13：15～14：00
c感染の心配があった日から３カ月以上経過し、検査を希望するかた
d30人（先着順）　e無料

❶ＨＩＶ（エイズ）・性感染症検査（匿名・予約制）

hひきこもりに関して悩んでいる家族同士が集まり、
　知識や元気を得るための場です。
a11月4日㈮13:00～14:40　e無料

❷ひきこもり家族のつどい（予約制）

h精神保健福祉士・保健師によるこころの悩みや病気、ひきこもり、アル
　コールや薬物の問題などの相談　e無料

❸こころの健康相談（予約制）

a令和5年3月31日㈮まで
※対象期間を過ぎると定期接種として接種することはできません。
b県内の委託医療機関（医療機関へ要予約）
※案内はがきをお持ちで、市外で接種を希望するかたは接種日の１０日前
までに地域保健センターへご連絡ください。　　

c市民で、市の補助の有無にかかわらず今までに高齢者肺炎球菌ワクチ
ン（23価肺炎球菌莢膜（きょうまく）ポリサッカライドワクチン）を受けた
ことがない①②のかた

①令和4年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
になるかた

②60歳以上65歳未満の心臓やじん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に身体障害者1級程度の障害を有するかた（身
体障害者手帳の写し、または医師の診断書が必要）

e5，000円 ※生活保護受給者は無料
o市が発行した予診票または案内はがきなど
※詳細は委託医療機関で配布しているチラシ、または
　市ホームページをご確認ください。

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種案内チラシまたは市ホームページ「令和4年度 高齢者のインフルエンザ
予防接種」をご確認の上、接種を受けてください。
案内チラシは、支所、駅連絡室、公民館、保健総務課（鳩ヶ谷庁舎4階）、
長寿支援課・介護保険課(第一本庁舎２階)、地域保健センターで配布し
ています。
a10月1日㈯～令和5年1月31日㈫
b指定の医療機関（医療機関へ要予約）
c市民で①接種日時点で65歳以上のかた②接種日時点で60歳以上65
歳未満の心臓、じん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に身体障害者１級程度の障害を有するかた（身体障害者手帳
の写し、または医師の診断書が必要）

※10月20日㈭～令和5年1月31日㈫の期間は、市の指定医療機関以外
に県内の一部の医療機関でも市の補助による予防接種が可能です。
接種日の１０日前までに必ず地域保健センターへご連絡ください。

e１，０００円（１人１回）※生活保護受給者は無料
oマイナンバーカード、健康保険証などの年齢を確認できるもの。該当す
るかたは生活保護受給証の写し、身体障害者手帳の写しまたは医師
の診断書など

※詳細は市ホームページをご確認ください。

高齢者のインフルエンザ予防接種

h育児、発育、発達、ことばなどの相談
ab11月18日㈮9：00～10：00　地域保健センター
c1～6歳の幼児
f地域保健センターへ電話で

幼児相談（予約制）

子どもの健康診査

〒333-0842 前川1-11-1
i048-266-5557（代表）　k048-423-8852

fg疾病対策課　❶感染症係　　　　i048-423-6726
❷❸精神保健係　　i048-423-6748

①～③
共通

予防接種 ※ワクチンの供給情報など、予防接種に関する詳細は市ホームページをご確認ください（新型コロナワクチンを除く）。保 健 ひ ろ ば

（受診票が
ないと受け
られません）

対　象 方　法
10月の
対象者

3・4か月児
1 0か月児
1歳6か月児
　〃　歯科
3 歳 児

令和 4 年 7 月生まれ
令和 3 年12月生まれ
令和 3 年 4 月生まれ

〃
平成31年 4 月生まれ

委託医療機関

委託歯科医療機関
集団健診

●今月の献血

※都合により日程が変更になる場合があります。   
       
 
g献血推進連絡協議会事務局（管理課）　i048-423-2334
♥川口駅献血ルーム…受付時間（成分献血9：45～12：30/14：00～16：30
　全血献血9：45～13：00/14：00～17：30）　i048-223-7661

時　間 場　所期　日
10：00～11：00
13：00～14：30

新 郷 公 民 館
前 川 公 民 館

10月14日㈮
10月27日㈭

●メンタルヘルスチェックシステム
　「こころの体温計」
パソコンやスマートフォン・携帯電話からいつでも簡単に心の
健康状態をチェックできます。また、相談窓口も案内しています。

妊婦のかたが分娩予定日のおおむね2週間前に受けた
新型コロナウイルス感染症の検査費用を助成します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

妊婦分娩前ウイルス検査費助成事業

不妊カウンセラーによる不妊症・不育症に関する面接相談
や、月経前症候群（ＰＭＳ）など、妊娠、避妊、不妊、将来の
妊娠・出産、流産・死産、思春期から更年期にかけての相
談を保健師などが実施します。
面接(要予約)…火・水曜日
f地域保健センターへ電話で
電話相談…木曜日 10：00～15：00
　　　　　専用ダイヤルi048-242-5152(祝日、年末年始を除く)

性と健康の相談～不妊専門相談～

hゲーム・ネット依存をテーマとした講演（YouTubeによる配信）
講師…緒方 広海 氏（オガタ心理臨床サービス臨床心理士）
a１０月上旬～配信予定　
c市内在住・在勤・在学のかた
e無料（講座視聴にともなう通信料は自己負担）　f不要
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
※詳細は市ホームページをご確認ください。

●第５６回こころの健康講座

やむを得ない理由で県外の医療機関で受けた子どもの定期予防接種費
用の一部を助成します。申請期限は接種後１２カ月以内です（郵送可）。
※県外の医療機関で接種するかたは予防接種依頼書の発行が必要にな
　りますので、接種前に必ず地域保健センターへご連絡ください。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

県外医療機関における子どもの定期予防接種費用の助成

●こころサポートステーションSODAかわぐち
h精神科医師や公認心理師、保健師などが、若年者のメンタ
ルヘルスに関するさまざまな悩みや困りごとの相談に応じ
ます。

a月・火・木・土曜日（祝日、年末年始を除く）10：００～１9：００
bイオンモール川口前川２階 サイボーホール手前
c市内在住・在勤・在学の概ね15～35歳のかた
e無料
fこころサポートステーションSODAかわぐちへ
　電話またはLINEで　i080-7307-2766
g疾病対策課精神保健係　i048-423-6748
　　　　　　　　

ソ ー ダ

LINE

ホームページ

骨髄移植などの造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接
種の予防効果が、低下または消失し、医師の判断のもと、任意で該当の
予防接種を受けた場合、その接種費用の一部を助成します。
c再接種日時点で２０歳未満の市民
f再接種後１２カ月以内に地域保健センターへ郵送または窓口で
※詳細は市ホームページをご確認ください。

骨髄移植などにより免疫を消失したかたへの予防接種費用の助成

赤ちゃんが生まれた全ての家庭を保健師または助産師が訪問しています。
赤ちゃんが生まれたらすぐに出生連絡票（はがき）を地域保健センターへ
提出してください。また、妊婦のかたへも必要に応じて訪問しています。

妊産婦・新生児訪問

１０月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャン
ペーン月間」です。
がんは早期発見すれば90％以上が治ります。健康だと思
う今こそ、がん検診を受けましょう。すでにお送りしてい
る「がん検診などの受診券（はがき）」を持って、医療機関
で受診してください。
g地域保健センター

受けてください！命を守るがん検診
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教室の案内 f地域保健センターのホームページから参加希望の教室・コースを選択し、電子申請フォームで

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦とパートナー

教室名 日　時内　容 講　師 対　象 定　員 申込締切
ウェルカムBaby教室

b地域保健センター

マタニティママの
歯と口の健康教室

b鳩ヶ谷庁舎

11月8日㈫
2回制※参加者に後日通知

11月22日㈫
13:00～14:30

①11月11日㈮ ②25日㈮
両日とも2回制※参加者に後日通知

離乳食講習会
b地域保健センター

①10月7日㈮
②10月21日㈮

10月21日㈮

10月7日㈮

保健師 36組

10人

20組

歯科医師
歯科衛生士

栄養士

妊娠4～8カ月（教室受講時）の
妊婦

令和4年5月～7月生まれの
乳児と保護者

沐浴、妊婦疑似体験など

ママと赤ちゃんの歯の話、
歯科健診、ブラッシング指導

離乳食の進め方

11月25日㈮
11:00～12:30

幼児食講習会
b地域保健センター 10月28日㈮10組栄養士 令和3年6月～11月生まれの

幼児と保護者
離乳食から幼児食への進め方

11月28日㈪
10:00～11:00

多胎の会（さくらんぼの会）
※ZOOMも同時開催

b鳩ヶ谷庁舎
10月28日㈮－保健師 双子・三つ子など多胎児と家族、

多胎妊娠中のかたと家族
交流会

地域保健センター

川口市保健所

h宿泊型、日帰り型、訪問型による産婦・赤ちゃんのケア、
　授乳・沐浴の相談や指導、育児相談など
c市に住民登録のある産婦と生後1年未満の赤ちゃんで、
　心身の不調や育児不安でサポートが必要なかた、ご家
　族などから十分な育児などの援助が受けられないかた
　（ケアの種類により対象時期が異なります）
※事前の利用申請が必要です。一部自己負担分の利用料が発生します。
※詳細は市ホームページをご確認ください。

産後ケア事業

しなやか健骨チェック
かかとに超音波を当てて骨密度を測定します。妊娠中のかたも受けること
ができます。※託児はありません。
h骨密度測定、結果説明、保健師・栄養士による相談(希望者のみ)
※医師による診察はありません。
a12月16日㈮午前中　※時間は申し込み後にご案内します。
b地域保健センター　c18歳以上の市民
※ただし、次のいずれかに該当するかたは申し込みできません。
・現在、医療機関で骨粗しょう症の治療を受けているかた
・定期的に検査を受けているかた
・今年度すでに市事業で骨密度を測定したかた 

d45人(申し込み多数の場合は抽選)
e無料
f11月8日㈫までに申し込みフォームまたは、11月8日㈫（必着）までに、
はがき(封書可)に「しなやか健骨チェック申込」と記載し、日にち、場所、
参加者の氏名（ふりがな）、住所、生年月日、電話番号を記入の上、地域
保健センターへ郵送で

※結果は締め切り後、２週間以内に郵送でお知らせします。
※１人につき１枚のはがきでお申し込みください。

女性が一生健康で美しく自立して過ごすための骨に関するお話です。若
いうちから美容と健康のための知識を深めませんか？※小学生以上を対
象とした骨密度測定（予約制）や骨折発生リスクチェックなどもあります。
h医師による健康づくり講話、理学療法士による体操など
a１１月１３日㈰10：10～13：00
bイオンモール川口前川2階 サイボーホール
c市民の女性とその家族
d30人(先着順)　e無料
f１０月１日㈯～申し込みフォームで

輝く女性の健康講座～Beauty＆Healthy life～


