
９月の乳幼児相談

８日(金)　 9 : 30～11 : 00　小松保健センター

１日(金)　 9 : 30～11 : 00　小松農村環境改善センター
６日(水)　10 : 30～11 : 30　丹原児童館

11日(月)　 9 : 30～11 : 00　中央保健センター
12日(火)　10 : 30～11 : 30　神戸公民館
13日(水)　10 : 00～11 : 30　東予南地域交流センター
20日(水)　 9 : 30～11 : 00　丹原保健センター
25日(月)　10 : 30～11 : 30　神拝公民館
25日(月)　13 : 30～15 : 00　東予保健センター

※場所　中央：中央保健センター、東予：東予保健センター、小松：小松保健センター
※母子健康手帳・アンケート（育児のしおり内）を持参してください。
※対象地区の場所以外で受診される場合は、あらかじめ中央保健センターへご連絡ください。

９月の乳幼児健康診査
内容 期日 受付時間 場所 対象児 地区

３カ月児
健診 26日(火) 13 : 00～13 : 30 小松 小松

５日(火) 13 : 00～13 : 30 東予 東予平成18年５月１日～
５月31日の出生児

平成18年５月１日～
５月31日の出生児

平成18年４月１日～
５月31日の出生児

28日(木) 13 : 00～14 : 00 中央 西条

１歳６カ
月児健診 21日(木) 13 : 00～14 : 00 中央 西条

平成17年２月１日～
２月28日の出生児

６日(水) 13 : 00～13 : 30 東予 東予・丹原・小松

３歳児
健診

12日(火) 13 : 00～13 : 30 東予 東予・丹原・小松平成15年８月１日～
８月31日の出生児14日(木) 13 : 00～14 : 00 中央 西条

■赤ちゃん健康情報
◆チェリーくらぶ
　子どもが遊んだり保護者の方が気軽にお
しゃべりのできる空間を提供しています。
○日時　毎週月・木曜日（18日を除く）
　　　　９時～16時
○場所・問合せ　小松保健センター

■成人向け健康相談
◆健康相談
９/１(金)　飯岡公民館　　　　10:00～11 :00
９/５(火)　禎瑞クロッケー場　13:30～15 :30
９/８(金)　橘公民館　　　　　13:30～14 :30
９/12(火)　神戸公民館　　　　10:00～11 :30
９/22(金)　神拝公民館　　　　13:30～15 :00
◆健康栄養相談
９/１(金)　小松農村環境改善センター　 9 :30～11 :00
９/４(月)　加茂町集会所　　　 9 :30～11 :00
９/６(水)　中央保健センター　 9 :00～11 :00
９/12(火)　丹原保健センター　 9 :30～11 :00
９/22(金)　東予保健センター　 9 :30～11 :00
９/27(水)　氷見公民館　　　　 9 :30～11 :00

■産業保健健康相談
○日時　９月28日(木)　13時～15時
○場所　西条商工会議所２階小会議室
○対象　働いている方
○申込み　地域産業保健センタ─（℡0897
　－36－1788）・西条市医師会（℡0897－
　56－2211）

■西条保健所情報
◆一般健康診断（有料）
　毎週月曜日（18日は除く） 13 :30～14 :30
◆エイズ相談（匿名・無料）
　毎週月曜日（18日は除く） 10 :00～11 :00
◆こころの相談（要予約）
　９/６(水)　13 :30～15 :30
◆歯の健康相談（要予約）
　９/20(水)　13 :00～14 :30
◆生涯を通じた女性の健康相談（要予約）
◆思春期保健相談（要予約）
　９/12(火)　13 :00～15 :00
◆難病医療相談（要予約）
　９/26(火)　13 :30～15 :30
○問合せ　西条保健所   ℡0897－56－1300

■９月の献血日程
９/29(金)　フジグラン西条　　10:00～11 :30
　　　　　　　　　　　 　     12 : 30～16 :00
○問合せ　西条保健所   ℡0897－56－1300

健康づくり支援計画「元気都市西条2015」
今月は身体活動・運動について紹介します

　健康で幸せな暮らしの実感できるまちづくりをめざして、市民が主体となっ
た健康づくり支援計画「元気都市西条2015」が策定されました。
　７項目に分けた健康に関する問題の中で、今月は『身体活動・運動』につい
てご紹介します。
　運動やスポーツによって身体を動かし他の人と交流することは、生活習慣病
などの予防・改善、ストレスの解消に加えて、精神的な満足感や充実感をもた
らします。高齢期においても、寝たきりやＱＯＬ（生活の質）の低下を予防す
る効果があります。

■問合せ　中央保健センター

○自分に合った運動を見つけ、運動習慣を身につけましょう。
○筋力アップで寝たきりを予防しましょう。

目標

対策

現状と目標値

・自分に合う運動を見つけましょう。（ウォーキング、通勤
　を自転車に、子どもと一緒に歩く　など）
・外出時は努めて歩きましょう。
・定期的に運動をしましょう。
・運動教室に参加しましょう。
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指標（割合） 基準値（現状） 目標値
運動不足を感じている人 20歳以上　67.7％ 60％以下

１日あたりの歩数
20～69歳　男性：7,317歩、女性：6,818歩
70歳以上　男性：3,904歩、女性：2,412歩

＋1,000歩
＋500歩

運動習慣がある人 20歳以上　39.3％ 45％以上

・教室の開催（ウォーキング教室、介護予防・転倒予防教室
　の充実・拡大）
・健康教育
・情報提供（ウォーキング大会の紹介、運動サークルや教室
　の紹介、ウォーキングマップの紹介）

　今や、健康づくりは国の大きな課題です。健康で活力あるまちづくりのため
に、一人でも多くの市民の皆様の参加をお待ちしています｡
■日時　９月16日(土)　開場：14時　講演：14時30分～16時30分
■会場　総合文化会館　小ホール
■問合せ　西条中央病院　 ℡0897－56－0300内線330

市民の健康づくりをサポートします
西条中央病院市民健康教室「健康を守るために聞いておきたい専門医の話」

■対象　18歳以上の方　　　■申込み　不要
※肺がんＣＴ検診・肺がん検診を受診された方、受診さ
　れる予定の方は必要ありません。
※丹原・小松地区は10月に実施する予定です。

▼西条地区　　　◎問合せ　中央保健センター
実施場所

▼東予地区　　　◎問合せ　東予保健センター
月日 実施場所

月日 実施場所

加茂町　田坂タバコ店前
大南上　高橋畳店横
西の川原集会所
新田集会所
西条魚市場内
朝日町　片上製材所前
沢　藤田節氏宅前
若葉町集会所

西の原　みんなの広場
末長　石岡神社
宮の下　自治会館
新兵衛　千田電気店前
蛭子　丹彦左衛門氏宅前

山口　佐伯燃料店前
下町四辻　竹中常二氏宅前
氷見公民館

戻川集会所
西条東部地域交流センター
山口第一集会所
中野口　一色祐晴氏宅前
池の内　ゴミステーション

亀の甲　高橋清一氏宅前
西原集会所
グリーンハイツ集会所

飯積神社鳥居前
玉津団地集会所
船屋集会所

所藪　森本光雄氏宅前

石田集会所
多賀公民館

明理川集会所
喜多台集会所
壬生川公民館

広江　徳蔵寺
今在家集会所
ＪＡ周桑　吉井支所

三芳公民館

楠　村上安弘氏宅前
楠河公民館
河原津　根岸駐車場
大影集会所

吉田集会所
周布公民館
なかや駐車場

東予総合福祉センター
桑村　寿聖寺
天狗屋本店
国上　お大師さん
国安公民館

吉岡公民館
河之内　十亀商店
庄内公民館

東予総合支所

オレンジハイツ児童公園前
大谷　本田利男氏宅前

月日
９／11(月)
大町

氷見

飯岡

玉津

９／12(火)

９／13(水)

９／15(金)

時間
 9：20～10：00
10：15～10：40
10：50～11：10
11：20～11：35
13：10～13：30
13：40～14：00
14：15～14：30
14：45～15：00

11：10～11：30
13：30～13：50
14：05～14：25
14：40～15：00
15：15～15：30

 9：30～ 9：50
10：00～10：25
10：40～10：55

11：20～11：40
13：30～14：00
14：15～14：35
14：50～15：15
15：30～15：45

 9：30～ 9：50
10：10～10：30
10：45～11：00

13：20～13：40
13：55～14：15
14：30～14：50

 9：40～10：00
10：20～10：40
11：00～11：20

神戸公民館
安知生東組　千代田ハイツ駐車場
伊曽乃神社前
釜の口　三浦商店前
舟形集会所

西之川　堂前商店横
極楽寺
兎之山集会所

下喜多川集会所
西条建設駐車場
新町下コミュニティ駐車場
下町　光明寺前

古川　海苔集荷場
古川住宅　浅木商店跡
喜多川中集会所

大保木

神戸

神拝

西条

加茂
橘

９／20(水)

９／19(火)

９／22(金)

９／25(月)

下津池バス停前
中の池バス停前
野々市クラブ前
旧西田集会所

港新地集会所
百軒巷　老人ホーム

 9：20～ 9：40
 9：50～10：10
10：25～10：50
11：00～11：20
11：30～11：50

 9：40～10：10
10：30～10：50
11：10～11：30

11：15～11：35
13：15～13：40
13：50～14：05
14：15～14：30

 9：30～ 9：50
10：00～10：25
10：40～11：00

 9：40～10：00
10：10～10：30
13：30～13：50
14：10～14：30

13：30～13：50
14：00～14：50
15：00～15：30 西条公民館

９／21(木)

９／26(火)

９／28(木)

９／28(木)

10／３(火)

10／５(木)

時間 月日 実施場所時間

時間

11：40～12：00
13：10～13：50

 9：20～ 9：50
10：10～10：40
11：00～11：50

 9：20～ 9：50
10：10～10：40
11：00～11：20

10：10～10：50

11：10～11：40
13：00～13：30
13：50～14：20
 9：20～ 9：50

13：10～13：50
14：10～14：40

北条新田　漁業組合14：10～14：40

 9：20～ 9：50

14：00～14：40
 9：20～10：00
10：20～10：50
11：10～11：50
13：10～13：50

10：10～10：50
11：10～11：40
13：00～13：30

14：10～14：40

▼ウォーキング完了認定者
　７月に完了認定証を交付した方です。（敬称略）
◆全国一周完了（10,310km）　 白石満正（三津屋南）
◆九州一周コース（1,840km）　眞木洋子（桑村）
　野波一夫（飯岡）
　野波惠子（飯岡）
◆四国一周コース（940km）
　山内昌子（実報寺）
　近藤　修（丹原町池田）
　永井茂子（丹原町池田）
　兵藤千賀子（丹原町臼坂）

　日ごろ運動不足を感じている方、自己流でウォーキングを
している方、ウォーキングに関する知識を講座で学び、屋外
で実際に歩いて、正しいウォーキングを身につけましょう！
■日時　９月26日(火)、10月３日(火)・10日(火)
　　　　９時30分～11時30分
■対象　ウォーキングに関心のある方
■募集人員　30人程度　　　　■締め切り　９月15日(金)
■場所・申込先　中央保健センター
※小松では11月、東予では２月に同教室を予定しています。

ウォーキング教室参加者募集
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