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備考欄は、①内容、②持ってくる物、③問い合わせ・申込先です。
※駐車場に限りがあるので、できるだけ公共交通機関で来てください

Health and Medical information

■ ハツラツ！はつかいち交流ウオーキング
と　き ところ 備　考

11日㈮
10：00開始 第 2集会所

①�絶景コース（4.5㎞）
②�参加費50円
③�吉和支所緯猿2111

12日㈯
9：00集合

大野 2区
集会所

①�ちゅーぴーパークコース（ 4㎞）
②�参加費50円
③�大野支所緯運3309（申し込み不要）

18日㈮
9：00集合

串戸市民
センター

①�阿品台西小学校前・ナタリーマリ
ンタウン（宮島街道）（約 8㎞）

②�参加費100円
③�16日㈬午前中までに串戸市民セン
ター緯荏2096

20日㈰
9：00集合

四季が丘
市民センター

①�四季が丘公園めぐり（約 5㎞）
　安心安全点検および樹木の観察
②�参加費50円（四季が丘在住の人は
無料）

③�四季が丘市民センター緯映3365

20日㈰
9：00開始

宮園市民
センター

①�見晴らし満天コース（ 6㎞）また
は速谷神社らくらくコース（ 4㎞）

②�参加費50円（宮園在住の人は無料）
③�15日㈫までに宮園市民センター緯
曳1699または保健センター緯欝1610

21日㈪
9：30開始
（ 9：15～
受け付け）

中央市民
センター

①�廿日市地区周辺（約 6㎞）
③�18日㈮までに中央市民センター
　緯欝1266

※飲み物、タオル、帽子なども持参してください
※雨天中止

■ 体若返り教室ハートビクス【宮島地域】
と　き ところ 備　考

17日㈭
14：00～15：30 西連集会所

①�ハートビクス運動
講　師　松本直子さん
②�飲み物、タオル、運動できる靴

■ 介護予防教室【吉和地域】
と　き ところ 備　考

10日㈭
24日㈭
14：00～15：30

吉和福祉
センター

①介護予防体操
②�参加費100円、飲み物、タオル、運
動できる靴

③吉和支所緯猿2111

■ かえる部会【佐伯地域】
　 ～みんなきんさい！笑顔と元気の交流会～

と　き ところ 備　考

19日㈯
10：00～11：30

津田市民
センター

①健康づくりの運動とお話
講　師　松本直子さん
②�参加費100円、飲み物、タオル、運
動できる靴、筆記用具

③佐伯支所緯演1124

■ 健康はつかいち21・体力測定【大野地域】
と　き ところ 備　考

26日㈯
14：00～15：00

大野福祉保
健センター

①�体力測定・骨密度測定・肺活量測
定・運動相談

②�飲み物、タオル、運動できる服装・
外靴

③大野支所緯運3309

■ 5月31日は「世界禁煙デー」
　 5月31日は、WHO（世界保健機関）が定めた世界禁煙デー
です。この日から 1週間（ 5月31日～ 6月 6日）は、厚生労働
省が定めた禁煙週間です。
　タバコの煙は、喫煙者だけでなく、まわりの人の健康にも影
響を及ぼします。この機会にたばこと健康に関して考えてみま
せんか。

■「健康はつかいち21ウオーキングカード」達成者
　屋敷　恒雄（やしき・つねお）さん（大野10区）

■ 山陽女子短期大学公開講座
「基礎から学ぶ健康科学」
　身体、栄養、心、健診結果に関わる基礎知識や健康に関して
解説します。
講座日程（全 4 回）

と　き 内　容 講　師

5 月26日㈯
13：30～15：00

身体を知るための基礎知識
―身体を動かすことからみ
えるもの―

山陽女子短期大学
教授　鈴木理さん

6月 2日㈯
13：30～15：00

栄養を知るための基礎知識
―栄養の赤色、黄色、緑色�
ってなあに？―

山陽女子短期大学
准教授　中東教江さん

6月 9日㈯
13：30～15：00

心を知るための基礎知識
―ストレスとのつき合い方―

山陽女子短期大学
教授　髙田晃治さん

6月16日㈯
13：30～15：00

健診結果を知るための基礎
知識―赤血球からみえてく
るもの―

山陽女子短期大学
教授　谷口薫さん

ところ　山陽女子短期大学
定　員　80人程度（申し込み多数の場合、抽選）
受講料　1,000円（全 4回分）
申込方法　往復はがきに住所、氏名、電話番号を記入し、次へ。
〒738-8501（住所不要）廿日市市役所生涯学習課
※�返信宛名面に受講希望者の住所、氏名（様）を記入してくだ
さい

申込締切　 5月15日㈫（必着）
問い合わせ　生涯学習課緯運9203

■ 特定健診、がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮
頸）、人間ドックの申し込み受付中

　健康診断の申し込みは済みましたか。
　国民健康保険に加入している40～74歳の人は、特定健診が無
料です。対象者には、 5月末に ｢特定健診受診券」（ピンク色）
を送付しますので、申し込んでください。
　また、次の人には、乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン
券を 5月末に送付します。

【乳がん】
　昭和52年 4 月 2 日～昭和53年 4 月 1 日生まれの女性

【子宮頸がん】
　平成 9年 4月 2日～平成10年 4 月 1 日生まれの女性
問い合わせ・申込先　健診専用電話緯雲2026

１８広報はつかいち平成３０年５月号

あなたの健康見守り隊
健康や医療などの情報コーナー

診療日時診療科目医療機関名

休
日
・
夜
間
急
患
診
療

月～土曜日　１９：００～２２：００
日・祝・休日　９：００～２２：００

内科
（対象：１５歳以上）廿日市市休日・夜間急患診療所

新宮１－１３－１（あいプラザ併設）
緯２０-１０１１（診療時間内で２１：４５まで） 火～金曜日（祝・休日を除く）　１９：３０～２２：００

※症状を電話で事前に連絡してください外科

毎日２４時間小児科広島市立舟入市民病院
広島市中区舟入幸町１４－１１
緯０８２-２３２-６１９５ 土曜日（祝・休日を除く）　１９：００～２２：３０耳鼻咽喉科

毎日２４時間
※成人（高校生相当年齢以上）を診療

内科など
（歯科・歯科口腔
外科を除く）

広島市立広島市民病院
広島市中区基町７－３３
緯０８２-２２１-２２９１

日・祝・休日　９：００～１５：００歯科
広島口腔保健センター
広島市東区二葉の里３－２－４
緯０８２-２６２-２６７２

日・祝・休日　８：３０～１７：１５小児科
広島西医療センター
大竹市玖波４－１－１
緯０８２７-５７-００７７

　診療時間・科目は必ず事前に問い合わせてください。
　支払う医療費には、時間外加算または休日加算が含まれます。休日・夜間急患診療所は、救急患者のための
診療所です。急患でない場合は、できるだけ通常の診療時間内に、かかりつけ医で受診してください。
　受診の際は、健康保険の被保険者証を持参してください。

電　話住　所診療科目医療機関名と　き

５
月
の
休
日
診
療

５５-００１４大野中央３－２－３１内科永井医院３日㈷
９：００～１８：００ ２０-１２３４平良山手１１－１１小児科たなべ小児科

３６-５０５０阿品４－５１－１内科阿品土谷病院（内科）４日㈷
９：００～１８：００ ３２-７５００天神５－１２眼科井村眼科医院

５０-２３２７福面２－１－１１婦人科・内科青葉レディスクリニック５日㈷
９：００～１８：００ ３０-６０１４串戸４－２－１６心療内科・精神科串戸心療クリニック

５０-１２３１対厳山２－１５－９内科安東内科クリニック６日㈰
９：００～１８：００ ３４-１８００串戸２－１７－４整形外科松田整形外科

５５-３０２１大野中央５－１－４３ ２階小児科大野キッズ・ファミリークリニック
１３日㈰
９：００～１８：００ ３４-３８２８天神１２－７耳鼻咽喉科・

アレルギー科ひらた耳鼻咽喉科・アレルギー科

３８-２１１１宮内４２０９－２内科廿日市野村病院（内科）２０日㈰
９：００～１８：００ ３２-６２２０本町６－２外科・胃腸科とうげ外科胃腸科

３６-５５１２地御前１－４－１７皮膚科石津皮ふ科医院２７日㈰
９：００～１８：００ ３４-１７５０串戸２－２０－１眼科さいとう眼科
　当番医は変更することがあるので、受診の前に必ず問い合わせてください。
　当番医が不在の場合は、廿日市市消防本部（☎３２-８１１１）へ連絡してください。休日に診療している病院の問
い合わせに応じます。

緯３２-８１１１（休日の病院の問い合わせ）
消防本部救

急
案
内

救急ファクシミリ１１９番　姉１１９

緯＃８０００・緯０８２-５０５-１３９９
毎日１９：００～翌朝８：００
※小児科勤務経験がある看護師が相談対応（医師が支援）

小児救急医療相談電話


