
⑱

※時間は午前10時～11時

園名 日 内容

江田島保育園
☎(42)1629 29日㈭ 戸外あそび

小用保育園
☎(42)1626

１日㈭
～31日㈯

戸外あそび

切串保育園
☎(43)0213

13・20・27日
㈫

戸外あそび（雨天の場
合は室内遊び）

宮ノ原保育園
☎(42)1625

21日㈬ 戸外あそび

鹿川保育園
☎(45)2219

１日㈭
～31日㈯

戸外あそび

中町保育園
☎(45)2220

８日㈭ お祭りごっこをしよう！

高田保育園
☎(45)2221

14日㈬ 戸外あそび

30日㈮ 絵本読み聞かせ

三高保育園
☎(47)0110

１日㈭
15日㈭

戸外あそび

大古保育園
☎(57)2537

13日㈫ うんどう遊び

柿浦保育園
☎(57)2524

７日㈬
戸外遊び（雨天の場合
は室内遊び）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

21日㈬
戸外遊び（雨天の場合
は室内遊び）

園　庭開放

に　こ♡にこ身体計測
日 時　　間 場　　所

15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

　現在、新型インフルエンザは日本を始め世界各国

で大きな恐怖となっています。大切なことは、新型

インフルエンザウイルスに対する免疫力をあらかじ

め高めておくこと。免疫力には日内リズムがあり、

午前０時にピークとなりますから、早く寝ることが

最善の予防対策です。

　また、うがいやマスクも大切な予防法ですが、１

日３食の食生活で新型インフルエンザに対する免疫

力を高め、自己防衛に備えるべきです。

免疫力を高める食品

○肉、魚、卵…良質なタンパク質を欠かさず食べる

食生活による新型インフルエンザ対策

食は健康の
礎なり

コラム
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です。

心
日 時　　間 場　　所

９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㈹

⑲

10 月 の 福 祉 保 健 行 事

食
日 時　　間 場　　所

10日㈯ 午前10時～正午 水田（大柿町小古江）

　育チャレンジ隊

内容　稲刈り体験　対象者　２歳以上の幼児と保護者
定員　15組　申し込み期限　10月８日（木）
準備物　タオル・お茶・稲刈りのできる服装
※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

８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

す
日 時　　間 場　　所

29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　手遊び歌、手形を残そう！

県立広島大学

人間文化学部健康科学科

加藤　秀夫　教授

※時間は午前10時30分～11時30分

に　こ♡にこひろば
日 内　　容 場　　所

７日㈬ サーキットで遊ぼう
にこ♡にこハウス

21日㈬ いもほり体験

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

　と栄養のバランスが良くなり、免疫力も高まりま

　す（タンパク質の摂取量が少なく、質的にもよく

　ない国ほど B型肝炎ウィルスに感染しやすいと

　報告されています）。

○緑黄色野菜…抗酸化性ビタミンを多く含むものが

　多く、免疫力を弱める活性酸素を分解します。

○淡色野菜…タマネギや白ネギ・ラッキョウ・ニン

　ニクなどネギ類の野菜にはアリシンが、キャベツ

　や大根・からし菜・ブロッコリーなどアブラナ科

　の野菜にはイソチオシアネートが含まれており、

　これらには免疫を活性化する働きがあります。

○ショウガ…温めて摂取すると、身体を温めてウィ

　ルス増殖を抑える効果があると言われています。

○サンマ…免疫グロブリンの生成に関与するビタミ

　ンＢ６が多く含まれます。焼きサンマに大根おろ

　しも、免疫力向上には理にかなっています。

　これら栄養素の連合軍によって免疫力を強化すれ

ば、新型インフルエンザ予防に大きく貢献できます。

その意味では、これまでの学校や地域活動での食育

の充実度で、新型インフルエンザの感染が広まるか

どうかが決まると言えるかもしれません。

ウ
日 時　　間 場　　所

27日㈫ 午前９時30分～
SELP江能横駐車場
（能美町鹿川）

　オーキング教室
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

※鹿川小学校方面へ歩きます。保険料30円が必要です。

　子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談

を行います。妊娠・出産・育児のために仕事を辞

めたけど、これから仕事をしたい！と、就職を希

望している人は、お気軽にご相談ください。

日時　10月28日㈬午前10時～正午

相談内容　求人情報の提供・働くことに必要な情

　報の提供・早期就職に向けた計画的なサポート

相談員　ハローワークくれ（公共職業安定所）職員

大
柿
保
健

　
　

セ
ン
タ
ー

乳
健診名 日 受付時間 場所

４～５カ月児 １日㈭

午後１時15分

～２時

５歳児 ２日㈮

１歳６カ月児 ５日㈪

９～10カ月児 ６日㈫

３歳６カ月児 ７日㈬

　幼児健診 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

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。

の
日 時　　間 場　　所

23日㈮ 午前10時～午後４時 大柿保健センター

　びのび発達相談
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

離
日 時　　間 場　　所

20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

ポ
日 受付時間 場　　所

14日㈬

午後１時30分
　　　　～２時

沖美ふれあいセンター

15日㈭ 能美保健センター

19日㈪ 鷲部公民館

21日㈬ 大柿保健センター

22日㈭ 江田島保健センター

　リオ予防接種 問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

対象　本市に住む生後3カ月から90カ月未満で、２回
　　　の接種がまだの乳幼児
　　　※生後６カ月未満の乳児は，結核（ＢＣＧ）予
　　　　防接種を先に済ませてください。
準備物　母子健康手帳、予診票（予診票は会場にもあ
　　　　ります）

す
日 時　　間 場　　所

27日㈫ 午前10時～11時30分 能美保健センター

　くすくくらぶ 問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

内容　ハローウィン！

健

日 内　　容 場　　所

26日㈪ 講義～メタボリック
シンドロームとは～

大柿公民館

30日㈮ 能美保健センター

　やか人生！えたじまん講座
問保健医療課健康推進係　☎（４０）３２４７

　「えたじまん講座」は、メタボ予防のための生活改

善講座です。運動実践や調理実習などの講座を、定期

的に行っていきます。申し込みが必要ですので、参加

したい場合は、保健医療課へご連絡ください。

定員　20人

※要予約

献
日 時　　間 場　所

15日㈭
午前10時～11時30分
午後０時30分～３時30分

中町公民館

11月２日㈪ 鷲部公民館

　血 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

４００ｍｌ献血にご協力ください
　人間一人一人の血液は、血液型が同じでも微妙に違っ
ています。輸血による副作用のリスクを減らすため、４
００ｍｌ献血にご協力ください。

ママの再就職相談を開催
問にこ♡にこハウス　☎（４２）２８５２

　専門的知識を持った講師を迎え、脳の働きと脳の
栄養となるべき感覚を促す遊びを行います。子どもの
成長発達が気になるかたは、おいでください。


