
⑭

ウ
日 時　　間 場　　所

23日㈫ 午前９時30分～ 三高支所

　ォーキング教室

　ウオーキングは、気軽に無理なくできる運動です。仲
間といっしょに語らいながら、自然に親しみ、気分転換
を図ることもできます。あなたも参加してみませんか？
（予約は不要）　　　　　　　　　　　　　　　　　
集合場所　三高支所集合（三高ダム方面へ歩きます）
　　　　　※雨天中止
準 備 物　保険料30円・水筒・タオル

問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

心
日 時　　間 場　　所

12日㈮ 午後１時30分～３時 大柿分庁舎※要予約

　の健康相談 問広島県西部保健所呉支所
　　　☎（２２）５４００㈹

園名 日 内容

江田島保育園 ６月はお休み（水道工事のため）

小用保育園 １日㈫～30日㈫ 戸外あそび

切串保育園 ２・９・16・23・30日㈫ 戸外あそび

宮ノ原保育園 17日㈬ 戸外あそび

鹿川保育園 １日㈫～30日㈫ 戸外あそび

中町保育園
10日㈬ 人形劇を観よう

18日㈭ リズムあそび

高田保育園
10日㈬ 室内あそび

26日㈮ 絵本読み聞かせ

三高保育園 ４日㈭・18日㈭ 戸外あそび

大古保育園 10日㈬ リズムであそぼう

柿浦保育園 10日㈬ 戸外あそび・絵本貸し出し

飛渡瀬保育園 17日㈬ 戸外あそび

※時間は午前10時～11時

園　庭開放 問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

⑮

６ 月 の 福 祉 保 健 行 事

乳幼児健診の案内は、対象世帯へ個別に通知していま
す。転入などの場合も随時送りますが、１週間前にな
っても届かない場合は、保健医療課へご連絡ください。

乳
健診名 日 受付時間 場所

１歳６カ月児 6月1日㈪

午後１時15分
　　　　～２時

　大
セ柿
ン保
タ健

９～10カ月児 6月2日㈫

３歳６カ月児 6月3日㈬

４～５カ月児 6月4日㈭

５歳児 6月5日㈮

　幼児健診 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

食
日 時　　間 場　　所

13日㈯ 午前10時～ 大柿町小古江

　育チャレンジ隊

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、健やかに成

長していくには、何より「食」が大切です。「食」につ

いて楽しく学び、子どもたちと一緒に体験しませんか。

内 容　「田植え体験」　　定員　　15組

対 象 者　２歳以上の幼児と保護者

申込期限　６月10日㈬

準 備 物　タオル・帽子・お茶・田植えのできる服装

　　　　　※準備物には、必ず名前を書いてください。

問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

お
日 時　　間 場　　所

11日㈭ 午前10時～11時30分 大柿保健センター

　ひさまくらぶ 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

　専門的知識を持った講師を迎え、リトミックやスキ
ンシップ遊びを通して子育てを応援する教室です。子
どもの成長発達が気になるかたは、おいでください。

す
日 内　　容 場　　所

９日㈫
ふわふわドームで遊ぼう
江田島消防署青空教室 鹿川水源地公園

16日㈫ 子どもの事故防止について 江田島保健センター

23日㈫ スライムを作ろう！ 大柿保健センター

　くすくくらぶ 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

※時間は午前10時～11時30分

す
日 時　　間 場　　所

25日㈭ 午前10時～11時30分 江田島保健センター

　くすくベビーくらぶ 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

内容　歯科衛生士からの話「守ってあげよう！赤ちゃ

　　　んの大切な歯」

に
日 時　　間 場　　所

10日㈬ 午前10時30分
　　　～11時30分

にこ♡にこハウス
24日㈬

　こ♡にこひろば

　10日はサツマイモ植えを、24日は七夕かざりをしま

す。

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

に　こ♡にこ身体計測
日 時　　間 場　　所

18日㈭
午後10時30分
　　　～11時30分

にこ�にこハウス

　乳幼児の身体計測と発達・育児相談を行います。母子

健康手帳を持ってきてください。

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

ー

献
日 時　　間 場　　所

3日㈬
午前10時～11時30分
午後０時30分～３時30分

中町公民館

16日㈫
午前10時～正午
午後１時15分～４時

ゆめタウン
江田島

　血 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

献血で糖尿病のチェックができます

　国民における生活習慣病などの疾病構造の変化に伴い、

検査項目を見直し、これまでのＡＳＴ・ＧＯＴ検査（肝

臓の異常や心筋梗塞を診断する検査）に代わって糖尿病

関連の検査（グリコアルブミン検査）が行われます。

　生活習慣や社会環境の変化によって急速に増えている

糖尿病は、初期段階で自覚症状がない場合が多いため、

気付かずに放置されていることが少なくありません。献

血の際にグリコアルブミン検査で糖尿病をチェックし、

健康管理に役立ててください。

離
日 時　　間 場　　所

17日㈬ 午前10時～11時30分 にこ♡にこハウス

　乳食教室

　離乳の進め方についてのお話や、試食などを行います
（予約は不要）。

問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

消

日 時　　間 場　　所

２日㈫ 午前10時30分～正午 にこ�にこハウス

　火・避難訓練と救急指導

内容　消火訓練，避難訓練、救急指導（誤飲・転倒・転
　　　落・水の事故などの応急手当）、防火指導
講師　江田島消防署職員

問にこ♡にこハウス　☎（４２）２８５２
ご利用ください
子育て支援センター（にこ♡にこハウス）

　アルコールは適量なら「百薬の長」で、スト

レス解消や、血管壁に付着したコレステロール

を処理するHDL（いわゆる善玉コレステロー

ル）の増加により動脈硬化症の予防に効果があ

ります。しかし、過剰摂取は「百害の王」で生

活習慣病の一因にもなります。

　お酒を飲むときは、必ずビタミンやミネラル

などが豊富な食材と一緒にとるのがよいでしょ

う。ニンニクやタマネギ、ニラはお酒のほろ酔

いを促しますが、塩辛いおかずは飲みすぎの原

因になるので、薄味のものを食べながら飲むの

が健康的と言えます。

　アルコールから生成されるアセトアルデヒド

は毒性が強く、二日酔いを起こす犯人です。す

きっ腹で飲むお酒は、アルコールの吸収を早く

し、少量でも酔いやすくなります。空腹時には

血中遊離脂肪酸が高いので、アルコールと脂肪

酸によって有害なエチルエステルという物質が

心臓や膵
すい

臓にたまり、心臓病や膵
すい

炎の原因にな

ります。脂っこいおつまみを食べても、血中遊

離脂肪酸が上昇するので同じことが起こりま

す。また、アルコールと高脂肪食の組み合わせ

は、体脂肪が蓄積しやすい状態となり、脂肪肝

や肥満の原因になります。

　アルコールには眠気を催す効果があり、飲む

と寝つきがよくなりますが、寝酒が習慣化する

と飲む量が増え、依存症になります。また、睡

眠中にアルコールがなくなると眠りが浅くな

り、睡眠の質が悪くなりますから、眠るために

飲む習慣は考えものです。

酔いも覚めるアルコールの話～ Part １～

県立広島大学

人間文化学部健康科学科

加藤　秀夫　教授

　にこ♡にこハウス（江田島町江南・☎（４２）

２８５２）は、月曜日～金曜日（年末年始と祝日を除く）

の午前 10 時～午後４時で開放しています。室内でも

屋外でも遊べますので、ぜひ親子でお越しください。

食は健康の
礎なり

新連載コラム
今月から、本市のプロジェクト「えたじま健康・長寿のまちづくり」に参加し
ていただく県立広島大学の加藤教授による健康コラムを掲載します。


