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【表の説明】
● 月の記載がないものは、11月に行われる行事
　です。
● 丸で囲った字は問い合わせ先。
　保…保健医療課　☎（４０）３２４７
　子…子育て支援センター☎（４２）２８５２

８日㈮ 午後２時～３時 子育て支援センター

育児中のママやパパ大集合！リラックスした雰囲気の中
で、気軽にいろいろな話をしましょう。子育てで困った
ことや悩んでいることはありませんか？話の中に、生活
や子育てのちょっとしたヒントがあるかも。

プレママ&先輩ママ交流広場 子

８日㈮ 午後1時30分～3時 大柿分庁舎4階403号室

心の健康相談※要予約
問県西部保健所呉支所
　☎（２２）５４００㈹

乳児
7日㈭ 江田島保健センター 平成25年5月・

6月・7月生20日㈬ 大柿保健センター

１歳
６カ月児

5日㈫ 江田島保健センター 平成24年2月・
3月・4月生21日㈭ 大柿保健センター

３歳
６カ月児

6日㈬ 江田島保健センター 平成22年2月・
3月・4月生19日㈫ 大柿保健センター

５歳児
8日㈮ 江田島保健センター 平成20年7月・

8月・9月生22日㈮ 大柿保健センター

受付時間　午後１時～２時
※対象児には個別に通知します。１週間前までに通知
　が届かない場合は、ご連絡ください。
※各会場の対象地域は次のとおりです。
　江田島保健センター…江田島町全域、大柿町（飛渡瀬）
　大柿保健センター
　…能美町全域・沖美町全域、大柿町（飛渡瀬以外）

保乳幼児健診・相談

25日㈪ はじめての靴の選び方 大柿保健センター

時　間　午前 10 時～ 11 時 30 分
準備物　母子健康手帳、飲み物（お茶・ミルクなど）
※希望者には身体計測、健康相談を行います。

保すくすくベビーくらぶ

20日㈬
午前10時～12時正午

マックスバリュ大柿店
午後１時15分～４時

保献血

 江田島保育園 
　☎(42)1629

毎週㈭
戸外あそび（雨天の
場合は室内あそび）

 小用保育園
☎(42)1626

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の
場合は中止）

 切串保育園
☎(43)0213

5日㈫ 戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）12日㈫

宮ノ原保育園
☎(42)1625

20日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

 鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場
合は中止）

 中町保育園
☎(45)2220

― ※改修工事のため中止

 高田保育園
☎(45)2221

29日㈮
絵本読み聞かせ　
戸外遊び（雨天の場
合は室内あそび）

 三高保育園
☎(47)0110

7日㈭
戸外あそび（雨天の
場合は室内あそび）

 大古保育園
☎(57)2537

6日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

 柿浦保育園
☎(57)2524

20日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

13日㈬
戸外あそび（雨天の場合
は中止）

子園庭開放 ※時間は原則午前10時～11時
１日㈮ 午後１時～２時 大柿保健センター

15日㈮ 午後１時～２時 三高会館

内　容　 家庭で気軽にできる運動について～筋力アッ
プ、ストレッチングなど実技をふまえながら
紹介～※参加費・参加申し込み不要

講　師　 林田　優子先生（ＰＦＡ認定インストラクター）
準備物　運動できる服装、上履き、タオル、お茶

保元気アップ教室（自宅でできる運動編）

８日㈮ 午後１時30分～２時30分 農村環境改善センター

内　容　 音楽に合わせて楽しみながら運動します。少
し息がはずむくらいの運動です。（参加費・
参加申し込みは不要）

講　師　 林田　優子先生（ＰＦＡ認定インストラクター）
対象者　おおむね 70 歳までの方　　　　　　　
準備物　運動のできる服装、上履き、タオル、お茶

保元気アップ教室（エアロビクス編）

保アルコール健康相談

18日㈪ 午後１時30分～３時 江田島保健センター

本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援する場です。
専門医師がサポートします。

１日㈮
　午前10時30分
　　　～11時30分

子育て支援センター

　どんなに大きくなったかな。計測後、お楽しみ会や
誕生月の子どもさんへプレゼントカードがあります。
準備物　バスタオルもしくはおくるみ・新しいオム　
　　　　ツ・母子健康手帳

子にこにこ身体計測

６日㈬ 午前10時30分～11時20分 子育て支援センター

子育てでなんとなく疲れても「大丈夫」とがんばり過
ぎていませんか？「癒し」をテーマに家庭でもできる
マッサージを習得しましょう。
講師　松本　雅子先生
　　（癒泉 / ＲＴＡ　ロイヤルセラピスト認定講師）

子にこにこリフレッシュ教室

保食育チャレンジ隊

12月10日㈫ 午前10時～正午 能美保健センター

内　容　体にやさしいおやつ作り！！（参加無料）
対象者　２歳以上の幼児と保護者　
申込締切　12月３日㈫ 
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

26日㈫ 午前9時30分集合 澤医院隣の空き地(雨天中止）

内　容　 まだまだ知らないところがたくさん！！今
回は、大柿町小古江を歩きます ( 健康ミニ
講座つき）。どなたでもお気軽にご参加く
ださい。

準備物　 帽子・タオル・水分補給のお茶・保険代
30 円

保ウオーキング教室
28日㈭ 午前９時～午後４時 大柿分庁舎１階相談室

予約が必要です。本人、家族、関係者の相談に保健師・
栄養士が応じます。
骨密度検査が一人 10 分程度でできます。20 歳以上の方
なら、どなたでも利用できます。

保健康相談室※要予約

保すくすくクラブ

13日㈬ 歯みがき教室 沖美ふれあいセンター

時　間　午前 10 時～ 11 時 30 分
準備物　 母子健康手帳、飲み物（お茶・ミルクなど）、

歯ブラシ、タオル、手鏡
歯科衛生士さんからのお話と、歯みがき指導がありま
す。きれいにみがけているかな？不思議！歯を染めて
チェックしてみよう！（参加無料）
※希望者には身体計測、健康相談を行います。

14日㈭

午前10時30分～11時30分
サツマイモのおやつと栄養について…すくすく
農園で収穫したサツマイモを使って、栄養士さ
んと一緒に料理＆試食をします。

20日㈬
午後２時～３時
木の実で遊ぼう！…秋の自然物に触れてみ
ましょう。どんなものができるかな？

26日㈫

午前10時30分～11時30分
落ち葉で遊ぼう！…秋の葉っぱでいろんな
色や形を楽しみながら変身させましょう。
素敵なファッションショーができるかも。

子にこにこひろば

場　所　子育て支援センター

　11月１日から、小児用肺炎球菌ワク
チンが７価（７種類の肺炎球菌の成分が
含まれているもの）から13価（同13種
類）へ切り替わります。これにより、こ
れまでよりも多くの種類の肺炎球菌に対
して予防効果が期待できると考えられて
います。すでに７価のワクチンで接種を
初めている人も、残りの予防接種は13
価ワクチンになります。
　小児の肺炎球菌は、乳幼児期に重症化
することが多く、生後２月を過ぎたら早
めに接種を開始してください。不明な点
は、保健医療課へご相談ください。

小児用肺炎球菌ワクチンが
11月から変わります

問 保健医療課 ☎（４０）３２４７

　市では、食育を推進するため「食の座談
会」を開催します。食育の問題点や解決方
法などを話し合うほか、地域の食材を使っ
たおやつの試食もあります。食育に興味や
関心のある人は、お気軽にご参加ください。
開催日程（参加無料）
　①11月29日㈮午後2時～4時
　　江田島保健センター
　②12月1日㈰午前10時～正午
　　能美保健センター
　※どちらかの会場へご参加ください。
申込方法　11月15日㈮までに、保健医療

課へ希望する日程をご連絡ください。

問 保健医療課 ☎（４０）３２４７

食の座談会に参加しませんか
江田島の食を　考えよう！話そう！味わおう！

９月23日㈷、江南ふれあいセンターでファミリーコンサー
トを開催。約200人が来場し、楽しい時間を過ごしました。


