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健 康 ・保健

事　業　名 日 時・会 場 対 象・そ の 他

母子健康手帳の交付 月～金曜日
午前９時～午後５時30分 医療機関で妊娠と認められた人

健
　
康
　
診
　
査

４カ月児
健康診査

①８日②29日（火）
午後０時45分～１時45分             

①平成29年４月１日～20日生まれ
②平成29年４月21日～５月10日生まれ

10カ月児
健康診査

市内実施医療機関の 
診療時間内 平成28年10月生まれ

１歳６カ月児
健康診査

24日（木）
午後０時45分～１時45分 平成28年１月21日～２月５日生まれ

３歳児健康診査 ①３日②17日（木）
午後０時45分～１時45分

①平成26年７月１日～15日生まれ
②平成26年７月16日～31日生まれ

歯の無料
健診・相談

16日(水）午後１時～２時45分 
〈歯科センター〉 子どもの歯の無料健診・相談

教
　
　
室

プレ お や 教 室
（パパママクラス）

19日（土）
午前９時30分～正午

妊娠16週以降の妊婦とパートナー
（講話と実習）
【８月１日（火）より予約開始】

もぐもぐ
離乳食教室

28日（月）
午前９時45分～11時45分　

６～７カ月児とその保護者（講話と試食）
【８月１日（火）より予約開始】

相
　
　
談

育児相談 ２日・９月６日（水） 
午前９時30分～10時30分

乳児の身体測定・子育て相談等（母子
健康手帳持参）

妊産婦相談 妊婦・産後１年未満の人

アレルギー相談 ７日・９月11日（月） 
午前９時30分～11時

食物アレルギーが心配な乳幼児の食
事相談やスキンケアの方法等【要予約】

おやこ栄養相談 22日・９月５日(火） 
午前９時30分～11時 妊婦・乳幼児とその保護者【要予約】

こどもの相談 23日（水）
午後１時10分～午後４時

未就学児の発達など／臨床心理士の
相談【要予約】

　 　  ８ 月 の 保 健 セ ン タ ー だ より（ 妊 娠・子 育 て ）

※会場の明記していないものはすべて保健センター　※料金は無料 　※対象は芦屋市民
■申し込み・問い合わせ　
保健センター〈保健福祉センター３階〉　☎31-1586/穐31-1018（呉川町14-9）

～予防・健康づくりは15日号でご確認ください～

■凡例…亜日時（日程）唖会場・場所　娃内容　阿対象・定員　哀講師　愛出演　挨費用（記載のない催しは無料）姶持ち物　逢申し込み　葵問い合わせ

　

救急医療

救急・休日診療
■救急指定病院
　芦 屋 病 院（内）　☎31-2156
　南芦屋浜病院（外・内）
　　　　　　　　　☎22-4040
　芦屋セントマリア病院（外・内）
　                                 ☎23-1771
■内科・小児科
　日曜・祝日 午前９時～午後５時
　休日応急診療所　☎21-2782
　　　　　　　　    　　（公光町5-13）

４日 芦屋橋本クリニック（内・透） ☎21-3131

18日 野村医院（内） ☎22-5505

25日 松村内科クリニック（内） ☎31-0813

■耳鼻咽喉科・眼科
　日曜・祝日 午前９時～午後４時
　土曜 午後６時～８時30分（耳鼻咽喉科のみ）
　休日夜間急病診療所　

 ☎06-6436-8701（尼崎市水堂町3-15-20）

■歯の応急診療
　日曜・祝日・年末年始・  午前９時～11時30分  
　歯科センター　☎31-0658   （呉川町14-9 ）

８月夜間在宅輪番 　※金曜日・午後８時～11時（　）内は診療科目

■金曜日
午後11時～翌朝７時

■金曜日以外
午後８時～翌朝７時

南芦屋浜病院
　　　　☎ 22-4040

■はり・灸・指圧などの利用料助成
亜９月１日～ 12月31日　娃１人につ
き１回1,000円の利用券を２枚　阿①
満70歳以上(平成29年12月31日現在)の
市民②満60歳以上69歳以下(平成29年
12月31日現在)の身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳所持の
市民　姶健康保険証等本人確認ができ
るもの、印鑑　逢８月１日～ 12月28日
に①高齢介護課②障害福祉課/①②ラ
ポルテ市民サービスコーナー（土曜・日
曜・祝日はラポルテ市民サービスコー
ナーのみ）　葵①高齢介護課（☎38-
2044穐38-2060)②障害福祉課（☎38-
2043穐38-2160)

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン
　                                                    芦屋2017
亜９月２日（土）・３日（日）　唖体育館・
青少年センター・川西運動場　娃患者・
家族・遺族・医療者・市民が、がん患者を
支援するチャリティーイベント　葵リ
レー・フォー・ライフ関西実行委員会

（☎090-5647-0285/茜http://rfl-ashiya.net)

■芦屋病院からのお知らせ
葵芦屋病院総務課（☎31-2156）

【芦屋病院市民ギャラリー】
亜８月１日～ 31日　唖管理棟４階
ギャラリースペース　娃リレーフォー
ライフ芦屋写真展

【芦屋病院両親学級】
亜８月12日（土）午前10時～正午　唖
３階東病棟　娃お産の経過・赤ちゃん
のお風呂（実習あり）　阿妊娠22週以
降の妊婦とパートナー（５組10人）〈要
予約〉　葵３階東病棟（☎31-2156・午
後１時～４時）

【芦屋病院マチネーコンサート】
亜８月27日（日）午後２時30分　唖外
来棟４階黄色いピアノ前　娃若い芽
のコンサート　愛桑村ティファニー

（バイオリン）、志摩穂乃果（クラリネッ
ト）、西森亜美（ピアノ）

■芦屋健康福祉事務所からのお知らせ
唖＆葵芦屋健康福祉事務所地域保健課

（☎32-0707/穐38-1340）　
【ＨＩＶ・肝炎・梅毒検査】
亜８月25日（金）午後１時30分～２時
阿匿名検査※市外の人も可〈要予約〉　

【①こころのケア・アルコール問題相談
   ②専門栄養相談】 
亜①８月８日（火）午後１時～２時30分
②22日（火）午前10時～正午　娃①ここ
ろの病気（専門医）・アルコール問題（断酒
会）②難病・障がいのある人等〈要予約〉

【おやこの食育教室】
亜①８月10日（木）②29日（火）午前10
時～１時　唖木口記念会館　阿市内
在住４歳～小学生とその保護者・各
15組（１組800円〈傷害保険含む〉兄弟
同伴は１人300円追加) 　哀芦屋いず
み会　逢はがきまたはファクスで「お
やこの食育教室申込み」、希望日、保護
者の氏名、子どもの氏名、年齢、住所、電
話番号を記入し、①８月４日②８月15
日〈必着〉芦屋健康福祉事務所地域保健
課（〒659-0065公光町1-23）へ※応募
者多数の場合抽選。参加の可否ははが
きで通知

■身体障がい者移動相談
亜８月４日（金）午前９時～ 11時30分
唖伊丹市立障害者福祉センター　阿身
体障害者手帳所持の肢体不自由の人・
障害者総合支援法の対象疾病に該当す
る人　葵障害福祉課（☎38-2043/穐38-
2178）

■普通救命講習
亜８月27日（日）午前９時30分～午後
12時30分　唖消防庁舎　 娃心肺蘇生・
ＡＥＤの取り扱い・応急処置等　阿市
内在住、在勤、在学中学生以上・20人
哀救急隊員・応急手当普及員（消防団
員）※受講者には「修了証」を交付※団
体での申し込みは随時受付　葵消防本
部救急課（☎32-2345）

■肺の年齢チェック教室
亜９月５日（火）午後１時30分～４時
唖保 健 福 祉 セ ン タ ー 　娃① 講 演

「COPD（慢性閉塞性肺疾患）と共に生
きる」～己を知れ、人生危うからず～
②実習「ながいきのための呼吸リハビ
リテーション」　阿50人〈要予約〉　哀
①宮﨑内科クリニック院長・宮﨑睦雄
医師②神戸大学大学院保健学研究科
教授・石川朗氏※肺年齢測定あり　逢
８月１日(火)から右記へ　葵保健セン
ター（☎31-1586）　

■兵庫県芦屋市健康大学講座
亜９月７日～ 11月９日〈全10日〉午後
２時～４時　唖芦屋市医師会医療セン
ター 　娃各カリキュラムについては、
市ホームページや保健センター、芦屋
市医師会、市内医療機関 のチラシをご
覧ください　阿40人　逢８月18日(金)
までに下記へ（定員になり次第締め切
り）　葵保健センター (☎31-1586)/芦
屋市医師会(☎32-2000)　

　

【受付時間】　※診察は受付の30分後

■平日　午後７時30分～翌朝６時30分　■土曜　午後２時30分～翌朝６時
30分　■日曜・祝日・年末年始　午前８時30分～翌朝６時30分

連絡先　神戸こども初期急病センター　☎078-891-3999　茜https://www.
kobe-kodomoqq.jp/神戸市中央区脇浜海岸通１-４-１（ＨＡＴ神戸内）

夜間・休日の子どもの急病は
                              「神戸こども初期急病センター」へ


