
　子育てサポーター、子育て支援に
　関わる人
●料無料●定30人
●申電話で子ども発達センターへ
●問子ども発達センター　緯23-3945

障がい者福祉医療費
受給資格の更新

現在の受給者証は9月30日訟で期限が
切れます。更新申請書が届いたら期
間内に手続きしてください。
●時7月16日証～8月2日象
●場障がい福祉課、各支所、宇久行政セ
　ンター
●対身体障害者手帳1～3級、療育手帳
　A1・A2・B1を持つ人（3級、B1は後
　期高齢者医療保険加入者を除く）
●問障がい福祉課

難聴児の補聴器購入費用を助成
補聴器購入費の3分の2を助成します。
●対18歳未満で身体障害者手帳を持た
　ず、両耳聴力レベルが30綬以上の人
※詳しくはお尋ねください。
●問障がい福祉課

特別児童扶養手当の
所得状況届の提出を

該当者に用紙を送ります。
●時8月1日詳～30日象
●対特別児童扶養手当の受給者
●問障がい福祉課

重症筋無力症の医療相談会
●時7月27日賞10時～11時30分
●場中央保健福祉センター
●内専門医師による講演と相談会
●対重症筋無力症の患者とその家族
●料無料
●申7月19日象までに電話で障がい福祉

　課へ
●問障がい福祉課

要約筆記奉仕員  養成講座
聴覚障がいがある人に話し手の言葉
を文字で通訳するための講座です。
●時基礎課程子9月7日賞～10月26日賞
　の毎週土曜（8日間）試応用課程子11
　月2日賞～30日賞の毎週土曜（5日間）
※12時45分～14時45分、15～17時。
●場サン・アビリティーズ佐世保（干尽町）
●料無料（テキスト料3,300円が必要）
●問要約筆記佐世保び～どろ 川下さん
　緯28-3705（ファクス同じ）

高齢者虐待の発見にご協力を
本市では高齢者虐待の早期発見、防止
に努めています。「悲鳴や叫び声が聞
こえる」「不自然な傷や打撲の跡があ
る」「部屋が散らかり十分な介護がな

されていない」など、虐待かもしれな
いと思ったときは迷わず長寿社会課
か各地域包括支援センターへ連絡を。
●問長寿社会課

介護者の「こころ」の相談会
●時7月25日詳13時30分～15時30分
●場中央保健福祉センター
●内臨床心理士による個別相談
●対在宅で介護している人●料無料
●申事前に電話で長寿社会課へ
●問長寿社会課

老人の認知症や心の相談
●時7月18日詳13時30分～15時
●場中央保健福祉センター
●内医師が認知症や老人性うつ病など
　の相談に個別に応じます
●料 無料　※要予約。専門医療機関を
受診中の人はご遠慮ください。

●問長寿社会課
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市役所・中央保健福祉センターの各課へは、緯24-1111（代表）からおつなぎします。

特定健康診査を毎年受診して、健康寿命を延ばしましょう

対象者は無料で受診できます
　本市国民健康保険に加入している
　40～74歳の人は、特定健康診査を
　無料で受診できます。糖尿病や心
　臓病などの生活習慣病は自覚症状
　がないままに進行します。毎年健
　診を受診して、体の状態を知り、健
　康寿命を延ばしましょう。
黄色い封筒が目印です
　対象者には黄色の封筒で受診券を
　郵送しています。受診券と保険証
　を持参し、登録医療機関での個別健
　診か健診会場での集団健診のいず
　れかで受診しましょう。
※健診日程など詳しくは、受診券に同
　封している書類をご覧ください。

若年者健診を始めました
　今年度から、本市国民健康保険に加
　入している35～39歳の人を対象と
　した若年者健診を始めました。受
　診方法など詳しくはお尋ねを。

●問医療保険課

児童手当の申請は済みましたか
申請しないと手当が受けられません
のでご注意ください。出生、転入、転
出、児童を養育しなくなったなどの場
合は、速やかに届け出てください。公
務員は勤務先で手続きしてください。
●対中学3年までの子を養育している人
●問子ども支援課

出前保育

この指と～まれ!!
虚7月11日詳10時～11時30分
　楠栖保育所
許7月16日証10時～11時30分
　クレールの丘自治会館
距7月22日訟13時30分～15時30分
　イオン大塔・カルチャールーム
7月25日詳10時～11時30分

　楠栖保育所
7月26日象10時～11時30分

　日宇保育所
禦8月8日詳10時～11時30分
　楠栖保育所
●内制作遊びなど
●対0～5歳の未就園児と保護者、妊婦
●料無料　※水筒、タオル、着替え持参。
●問ルンビニ子育て支援センター「サー
　ラ」　緯20-5100

みんなよっといで～！
虚7月16日証10時30分～12時
　広田児童センター
許7月22日訟10時30分～12時

　相浦文化センター
●内絵本の読み聞かせ、制作、簡単な手
遊び、ふれあい遊びなど
●対0～5歳の未就園児と保護者
●料無料　※水筒、タオル持参。
●問菫ヶ丘幼児園地域子育て支援セン
　ター　緯34-4188

みんなであそぼ！
虚7月16日証許7月30日証距8月6日証
　9時30分～12時　柚木地区公民館
鋸毎週水曜9時30分～12時
　小佐々地区公民館　※祝日除く。
●内保育士と親子で遊ぶ
●対0～5歳の未就園児と保護者、妊婦
●料無料
●問日野子育て支援センター
　緯28-3264

育児講座「子どもは早期が大事」
●時7月26日象10時30分～11時30分
●場北部子育て支援センター（上相浦町）
●内「子育ては胎教から」をテーマとす
　る講話（講師=子育てアドバイザー・
　江藤小夜子さん）
●対未就学児の保護者
●料無料●定20人
※託児あり（要予約、10人）。
●申電話で北部子育て支援センターへ
●問北部子育て支援センター
　緯47-2476

幼児教育センターの講座
虚離乳食講座と実習
●時陰7月23日証隠30日証10～12時
●場中央保健福祉センター（高砂町）
●内陰5～6カ月、7～8カ月児向け
　隠9～11カ月、12～18カ月児向け
●対乳児の保護者と妊婦
●料無料●定各日先着20人
※エプロン、三角巾、筆記用具持参。
※託児あり（要予約、20人程度）。

許調理講習会「親子クッキング」
●時陰7月25日詳隠26日象
　※10～12時。参加はどちらか1回。
●場幼児教育センター（��町）
●内夏野菜を使った簡単な幼児食作り
●対3歳～未就学児と保護者
●料500円●定各日先着10組
※エプロン、三角巾、タオル、筆記用具
　持参。託児あり（要予約）。
距おひさま教室（子育て支援親子遊び）
●時7月31日詔10～12時
●場中央保健福祉センター（高砂町）
●内臨床心理士や保育士に子育ての悩
　みや不安を相談できます
●対1歳6カ月～3歳未満の子どもと保
　護者
●料無料●定先着12組

●申 虚許距ともに7月10日詔から電話で
　 幼児教育センターへ
●問幼児教育センター　緯31-0550

保育士による訪問相談
保育士が家庭を訪問し、子育ての悩み
や不安、遊び方や子育て支援などの相
談に応じます。
●時電話受け付け=月・水・金・土曜8
　時30分～17時15分、火・木曜13時
　～17時15分
　訪問時間=平日9時30分～16時30分
●対0歳～就学前の在宅の親子
●問各子育て支援センター
　東部　緯39-4002
　中部　緯32-1903
　北部　緯47-3329

子育て支援講座「子どもとあそび」
●時7月30日証14時～15時30分
●場子ども発達センター（花園町）
●内乳幼児向けの手遊びやふれあい遊
　び、簡単な制作など
●対民生委員児童委員、主任児童委員、
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介護教室
【認知症についての知識、予防、対処】
●時7月13日賞14～16時
●場サンフラワー（吉井町直谷）
【認知症について】
●時7月14日裳9時30分～11時30分
●場江迎福祉センター（江迎町赤坂）
●問長寿社会課

市立総合病院の健康教室
●時7月17日詔14～15時
●場総合病院2階・講堂
●内生活習慣病の予防と運動について
●料無料　※申し込み不要。
●問総合病院企画情報室　緯24-1515

いきいき元気食事づくり教室
●時8月26日訟、9月2日訟、9日訟
※10時～12時30分。
●場中央保健福祉センター
●内手軽にできる簡単メニューの調理
　実習と口腔ケア、低栄養予防など

●料1回200円●定各日25人
●申7月10日詔から前日までに電話で
健康づくり課へ

※1回だけの参加もできます。
●問健康づくり課

健康川柳を募集します
日ごろの気付きや目標などを川柳に
してみませんか。
●内お題陰身近な運動隠がん検診
　※お題1つにつき2句まで。両方の
　　応募もできます。
●対市民
●申7月1日訟～31日詔に、応募用紙に
　必要事項を記入し健康づくり課へ
※用紙は各支所・地区公民館などに設
　置。市ホームページからもダウンロード
　できます。
※入賞作品は広報などに使用します。
●問健康づくり課

犬のしつけ方教室
ドッグトレーナーによる犬のしつけ
方教室です。

●時7月28日裳13時30分～16時
●場中央保健福祉センター
●対市民で犬を飼っている人など●料無料
●申7月26日象までに電話で生活衛生
　課へ　※犬の同伴はできません。
●問生活衛生課

地域猫活動支援事業

地域猫活動を支援するため、猫の不妊
去勢手術費用の一部を補助していま
す。今年度から申請方法が変わりま
したので、詳しくはお尋ねください。
●申10月31日詳までに生活衛生課へ
●問生活衛生課
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【子どもの発達】
暫療育相談（要予約）　※遊びの広場あり。
●問子ども発達センター　緯23-3945
暫歯科保健相談（要予約）
●問健康づくり課

【障がい福祉】
●問障がい福祉課
虚アルコール依存相談
　障がい福祉課で随時受け付け
許佐世保断酒会　7月23日証13時30分
　中央保健福祉センター
距精神保健相談　7月11日詳、25日詳、
　8月8日詳　中央保健福祉センター

鋸社会復帰訓練保健所デイケア
　毎週金曜10:00　中央保健福祉センター
　※第2金曜は午後から。
　※発達障がいデイケア　第2金曜10:00
漁脊髄小脳変性症の集い（アジサイ会）
　7月19日象13:30　スピカ
禦ひきこもり家族教室（あのねの木）
　7月17日詔10:00　ふれあいセンター
魚精神障がい者の家族の会（ゆみはり会）
　7月20日賞13:00　ふれあいセンター
※許距は要予約、鋸漁禦の新規参加者は事
　前にご連絡ください。

【医療に関する相談】
●問保健福祉政策課
平日8:30～17:15（電話での相談）
医療安全支援センター　緯25-9723

【健康テレホン】　緯23-4300
7月の内容（3分間）
譲間質性肺炎
醸胃ろうの合併症
錠熱中症
嘱夏のダニ・虫刺され
埴摂食障害
飾蒸持続勃起症
●問長崎県保険医協会　緯095-825-3829

相
談
な
ど
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虚がん検診（受診は各種年1回・要予約）

　●場市内の登録医療機関
　※前回の受診日から12カ月以上空けてください（年1回）。
　※本市国保加入者、生活保護受給者、市民税非課税世帯の人
　　は無料（保険証か証明書が必要です）。

許休日健診（受診は各種年1回・要予約）
　特定健診と虚がん検診、鋸歯科健診を日曜に受診できます。
●時8月25日裳8:30～14:00
●場中央保健福祉センター
　●対特定健診=40～74歳の本市国保加入者、歯科健診=20歳以
　　上、がん検診=虚と同じ
　●料特定健診・歯科健診=無料、がん検診=虚と同じ
●定胃がん・乳がん検診=各先着100人

　●申7月10日詔から電話で健康づくり課へ
　※前回の受診日から12カ月以上空けてください。
　※本市国保加入者、生活保護受給者、市民税非課税世帯の人
　　は無料（保険証か証明書が必要です）。

距肺がん検診（胸部レントゲン）
　●時8月5日訟9:00～11:00　●場中里皆瀬地区公民館
　●対40歳以上●料X線=400円、X線+喀痰検査=900円
　※肺がん検診は結核検診も兼ねます。
　※本市国保加入者、生活保護受給者、市民税非課税世帯の人
　　は無料（保険証か証明書が必要です）。

鋸成人歯科健診、歯科相談（要予約・無料）
　●時火曜8:30～10:30（祝日を除く）

●場中央保健福祉センター
　●対20歳以上
　※歯科健診は指定の火曜日だけです。実施日はお尋ねを。
　※市内の登録歯科医療機関でも受診できます。
　　（受診料500円・要予約）

漁肝炎ウイルス検査（無料）
　●時月曜13:00～16:00（祝日を除く）
　●場中央保健福祉センター
　●対感染の不安があり、肝炎ウイルス検査を受けたことがない人
　※20歳以上の検査未受診者は、市内の登録医療機関でも受診
　　できます。

禦エイズ・性感染症相談・検査（匿名・無料）
　まずは電話やメールでご相談ください
●時平日8:30～17:15

　　緯0120-104-783
　　Eメール　shc783@city.sasebo.lg.jp
　暫エイズ通常検査・クラミジア抗原検査
●時月曜9:00～11:30、13:00～16:30（祝日を除く）
●場中央保健福祉センター

　　※検査結果は翌週に渡します。
　暫エイズ即日検査（要予約）
●時火曜13:00～16:00、木曜9:00～11:00（祝日を除く）
●場中央保健福祉センター

　　※検査結果は約40分後に渡します。
　
魚乳幼児健診・相談　
　お子さんの成長と発達に欠かせない大切な健診です。仕事な
　どで忙しいかと思いますが、受診をお願いします。
　4カ月児健診子●対3～4カ月ごろ
　10カ月歯科育児相談会子●対10カ月ごろ
　1歳6カ月児健診子●対1歳6カ月ごろ
　3歳児健診子●対3歳6カ月ごろ
　※約1カ月前に該当者に通知します。

●問健康づくり課（虚～禦）●問子ども保健課（魚）

70歳以上50～69歳40～49歳30～39歳20～29歳区分

無料

1,000円3,000円－胃

X線 400円
X線＋喀痰検査 900円

－－肺

600円－－大腸

頸部（けいぶ） 1,000円子宮

視触診・マン
モグラフィー
1,100円

視触診・マン
モグラフィー
1,500円

視触診・
エコー
1,500円

－乳

400円－－－前立腺


