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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

①10日②24日（火）
午後０時4５分～１時4５分             

①平成2９年11月21日～12月10日生まれ
②平成2９年12月11日～ 24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2９年６月生まれ

１歳６カ月児
健康診査

①12日②26日（木）
午後０時4５分～１時4５分

①平成28年９月16日～30日生まれ
②平成28年10月１日～15日生まれ

３歳児健康診査 ①５日②19日（木）
午後０時4５分～１時4５分

①平成27年３月１日～20日生まれ
②平成27年３月21日～４月10日生まれ

アレルギー健診 20日（金）午後１時～２時 アレルギーが心配な乳幼児を対象に
専門医による健診・相談【要予約】

歯の無料
健診・相談

18日・５月16日(水）
午後１時～２時4５分 
〈歯科センター〉

市内在住・在勤者（40歳以上には歯周
疾患検診あり）

教
　
　
室

プレおや教室
（パパママクラス）

21日（土）
妊婦：午前９時30分～正午
産婦：午前10時30分～正午

妊娠1６週以降の妊婦・産婦とパートナー
（講話と実習）
【４月２日（月）より予約開始】

プレおや教室
（もく浴クラス）

５月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）
【５月１日（火）より予約開始】

もぐもぐ
離乳食教室

23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）
【４月２日（月）より予約開始】

相
　
　
談

育児相談 ４日・５月９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
栄養相談

９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 ３日・17日・５月８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 11日（水）
午後１時30分～４時

未就学児の発達など／臨床心理士の
相談【要予約】

　 　  ４ 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（〒659-0051 呉川町14-9）

～予防・健康づくりは15日号でご確認ください～

　

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

■神戸こども初期急病センター（小）
　☎078-891-3999(ＨＡＴ神戸内）
   月～金  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 
　午後８時30分～翌朝６時30分　

６日 渡辺内科クリニック（内・循） ☎80-8200

13日 にしわき消化器内科・
外科クリニック（内・外・消・肛）

☎38-9891

20日 上田内科（内） ☎34-1878

27日 筋師医院（内） ☎23-0627

■休日応急診療所（内・小）
 ☎21-2782( 公光町5-13）
 日曜・祝日 午前９時～午後５時
 

■休日夜間急病診療所（耳・眼）
　☎06-6436-8701（尼崎市水堂町3-15-20）
　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）
　 
■歯科センター（歯）
　☎31-0658  (呉川町14-9 ）
　日曜・祝日・年末年始・午前９時～11時30分    

４月夜間当番医 　※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

■保健センターからのお知らせ
葵保健センター（☎31-1586）

【風しん予防接種費用の一部助成】
亜平成31年３月31日まで　娃市内予
防接種実施医療機関　市内に住民登
録があり、風しんにかかったことがな
い①か②に該当する人①妊娠を希望
する20歳以上の女性②MMRまたはMR
または風しんの予防接種を受けたこ
とがない妊婦の同居家族※現在妊娠
している（その可能性のある）人は接
種不可　挨接種費用から助成金額（麻
しん風しん混合ワクチン・2,500円/風
しんワクチン・1,500円（1人1回）を引
いた額
【特定疾病療養補助金のお知らせ】
娃市内に６カ月以上お住まいで、下記
にあてはまる人は認定申請の手続きを
してください。認定月以降、対象疾患で
の入院または通院に月額5,000円を支
給。（認定前の期間は対象となりませ
ん。）【入院時対象疾患】肺線維・特発性
心筋症・免疫不全症候群・メニエル病・
慢性腎炎・慢性膵炎・難治性の肝炎のう
ち肝硬変・慢性肝炎【通院時対象疾患】
突発性難聴・ネフローゼ症候群・悪性腎
硬化症　逢上記へ　

■芦屋病院からのお知らせ
葵芦屋病院（☎31-2156）
【平成31年度正規職員募集】
亜【試験日】５月20日（日）午前10時～
娃看護師　阿昭和58年４月２日以降
生まれで看護師免許取得者（見込み
可）・10人程度　逢４月２日～５月10
日に郵送または持参で申し込み書類を
上記へ　葵総務課
【市民ギャラリー】
亜４月１日～ 30日　唖管理棟４階
ギャラリースペース　娃写真展「日々
是好日」　葵総務課
【糖尿病教室】
亜４月13日（金）午後１時30分～３時　唖
病棟２階講堂　娃糖尿病治療・療養につ
いて～糖尿病ってなあに？～　哀医師、
看護師、薬剤師ほか　葵栄養管理室

【両親学級】
亜４月14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（午後１時～４時）
【芦屋病院マチネーコンサート】
亜４月22日（日）午後２時30分～　唖
外来棟４階黄色いピアノ前　娃トリ
オ・ザ・コンサート　愛高原里紗（バイ
オリン）・岡本裕莉亜（歌）・植田遥香（ピ
アノ）　葵総務課

■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）
【①こころのケア・アルコール問題相談
   ②専門栄養相談】
亜①４月10日（火）午後１時～２時30
分②24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②難病・障がいのある人等〈要予約〉
【アルコール依存症の家族会（のぞみ会）】
亜４月13日（金）午前10時～正午　娃
アルコール問題で悩んでいる家族※市
外の人も可
【ＨＩＶ・肝炎・梅毒検査】
亜４月13日・27日（金）午後１時30分～２
時　阿匿名検査※市外の人も可〈要予約〉

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜４月８日（日）午後１時30分～３時　
唖木口記念会館　哀外島敬子、富岡美
晴　挨500円（会費200円）　逢氏名・性
別・年齢・住所・電話番号を記入し、下記
へ※保護者（ヘルパー）同伴　葵芦屋市
手をつなぐ育成会・朝倉（穐31-0670）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜４月19日（木）午後１時30分～３時30分
唖木口記念会館　娃月例会　逢＆葵芦
屋家族会（☎090-1241-0448）

■がん患者グループ“ゆずりは”サロン
亜４月20日（金）午後２時～４時　唖芦屋
病院管理棟４階レストラン　阿がん患
者・家族など　葵ゆずりは事務局（☎080-
1476-5715・平日午前10時～午後３時）

■子育てセミナー　
亜４月20日（金）午前10時～ 11時30分
唖保健福祉センター　娃親の生活と子
供の健康・食の好き嫌い　挨200円※
託児あり　逢＆葵家庭倫理の会芦屋
市・新地（☎080-4236-1804）　

　
　■日時　月～金曜日・午前７時30分～午後６時（土・日・祝日・年末年始休園）

１日あたり最大４人・連続して７日まで　■場所　【芦屋病院内】芦屋市病児・病
後児保育ルーム(ひよこクラブ)　■対象　①～③すべてにあてはまる児童　①
市内在住・市内の保育施設等に在籍する生後６カ月から小学６年生まで②保護
者が就労・傷病・事故・冠婚葬祭の都合により、家庭での保育が困難③当面症状の
急変はないが、病気等の回復に至っていない、または回復期の児童　■費用【利
用料】2,000円（1人1日）【給食費】500円（弁当持参可）　■申し込み　上記へ

４月から病児・病後児保育の
当日利用受付を開始します！

問い合わせ　　
子育て推進課　☎38-2128

■「広報あしや」は『声の広報』『点字広報』も作成しています　郵送をご希望される人は、障害福祉課（☎38-2043）へ

子育て世代包括支援センター開設
娃子育てするみなさんと、地域のお子
さんを見守るみなさんを応援します。
保健師が常駐し、子育て情報をお届け
します。電話または来所してご活用く
ださい。　唖＆葵子育て世代包括支
援センター（☎31-0611・子育て支援セ
ンター内）




