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内容 とき 対象 備考

乳幼児健診

3／ 1 9（木）
3／ 1 0（火）
3／ 5（木）
3／ 1 7（火）
3／ 1 2（木）
3／ 1 8（水）

4か月児 ●R 元 年 1 1月生
1歳児 ●H3 1年 3月生
1歳8か月児 ●H30年 7月生
2歳6か月児歯科 ●H29年 9月生
3歳6か月児 ●H28年 9月生
5歳児発達健診（予約制） 　年中相当児

持 質問用紙、母子健康手帳、（4か月児・1歳児はバスタオル、
1歳児・1歳8か月児・2歳6か月児・3歳6か月児は歯ブラシ）
※対象者には個別に通知します。通知がない場合はお問い合
わせください。4か月児健診にて、離乳食の開始についてご
案内します

離乳食学級
※生後8～9か月児対象

3／24（火） ① 9：45～ 1 1：30　受  9：30～
 ② 1 3：45～ 1 5：30　受 1 3：30～

R元年6月生と
R元年 7月生（第 1子優先）

内 3回食への進め方・取り分けの方法など、乳幼児の生活の
留意点／定 80組　※申込順／持 母子健康手帳、筆記用具／
申 3月2日（月）午前8時30分～電話で 要予約

パパママ教室
※安定期に入り、体調
のよい日に合わせてお
申し込みください

①3／ 14（土）13：15～16：00　受 13：00～
②5／ 16（土）13：15～16：00　受 13：00～

妊婦とそのパートナー
※都合により 1人での参加を希
望する方は、事前にお問い合わ
せください

内 2人で出産・育児の話、妊娠中の栄養の話、育児体験／ 
定 40組／持 母子健康手帳、飲み物、筆記用具 要予約

名称 内容 相談時間等

DV相談 配偶者・パートナーからのDV被害で悩んでいる方の相談に応じます

●電話相談
　月～土曜日、第2・4・5日曜日（祝日を除く）
　9：00～ 12：00、13：00～ 16：00
● 面接相談　※要電話予約
　月～金曜日（祝日を除く）
　9：00～ 12：00、13：00～ 16：00

個別健康・栄養相談 健康上の悩み、健診結果、生活習慣改善、食生活改善、禁煙など個別に対応します 随時　※面接相談は要電話予約

● JR埼京線「戸田駅」から徒歩 10分、
 「戸田ほほえみの郷」となり
● tocoバス西循環「健康福祉の杜」
 下車、徒歩2分

交通機関
● 戸田市社会福祉協議会  442-0309
● 障害者生活支援センターわかば  446-6785
● CAFEこるぽ  287-8633

併設している団体
● 親子保健担当  446-6491
● 成人保健担当  446-6453
● 保健政策担当  446-6479

申込・問い合わせ
対象は
全て市民

問い合わせ　親子保健担当　  446-6491　
成人の方へ
○ 健診・相談・教室など

福祉保健センター
問い合わせ　成人保健担当　  446-6453　※申込順

問い合わせ　親子保健担当　  446-6491

妊娠中や産後の心配事、赤ちゃんから就学前までの健康（発育発達・栄養）、子育ての悩みなどの相談に、母子保健コーディネーター（保健師など）が応じます。
※相談中や訪問で不在のときもありますので、事前にお問い合わせください
福祉保健センターで妊娠届出をした場合、母子保健コーディネーターに赤ちゃんの抱き方や歯周病予防の話などを聞くことができます。
初めての妊婦さんは、ぜひパートナーと一緒に来てください。

問い合わせ　保健政策担当　  446-6479

新型コロナウイルス感染症については、季節性インフルエンザと同様に、手洗いや、咳エチケットを心がけましょう。また、バランスの良い食事、十分な睡眠・休養
などの規則正しい生活をして免疫力を高めましょう。

問い合わせ　保健政策担当　  446-6479

次の対象者は、公費助成が受けられます。なお、公費助成が受けられる期間は、3月31日（火）までとなりますので、接種が済んでいない方は早めに接種してください。

＜対象者＞今まで一度も高齢者用肺炎球菌予防接種を受けたことがない方で❶❷を満たす方
❶平成31年4月 1日（月）～令和2年3月31日（火）に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方
❷接種日時点で60歳以上65歳未満の方で「心臓、腎臓、呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能」のいずれかの機能障害で、身体障害者手帳
（身体障害者等級表による級別）が 1級の方　※身体障害者手帳を医療機関へ提示してください
＜接種費用＞
自己負担額　3,000円（生涯 1回のみ）　※生活保護受給者・市民税非課税世帯の方は無料
＜接種方法＞
・医療機関に接種の予約をし、1月に郵送された「接種券（はがき）」を持参し、医療機関で接種してください
・生活保護受給者は「接種券」と「受給証」を持って、医療機関で接種してください
・ 市民税非課税世帯の方が無料で接種する場合は、接種前に無料券の申し込みが必要です。市内公共施設に置いてある（市ホームページからもダウンロード可）申込書
に必要事項を記入して63円切手を貼り、郵送または福祉保健センターに提出してください
・「接種券」を紛失した場合、再発行しますのでお問い合わせください

問い合わせ　保健政策担当　  446-6479

予防接種は「感染症から守ること」を目的としています。効果や副反応について理解した上で、戸田市・蕨市内の医療機関に予約をし、接種してください。
対象年齢を過ぎると有料になります。詳しくは福祉保健センター発行の『保健ガイド』または市ホームページをご覧ください。

内容 とき 対象 備考

いきさわやか相談 3／9（月）
時間予約制 満18歳以上の市民 内 口臭測定、息を爽やかに保つ方法

持 使っている歯ブラシ　※相談時間は 1人 1時間 要予約

すっきり
ボディ塾 運動編 3／3（火）

1 3：30～ 1 6：00　受 1 3：1 0～ 30～74歳の市民
内体組成計で体のバランスチェック！2020運動プランを考え
よう（講義80分）、脂肪燃焼！ウォーキング＆ボールエクササ
イズ（実技70分）／定30人
持 タオル、飲み物、運動ができる服装、筆記用具 要予約

注 1）国保加入者で特
定保健指導対象者は、
受講後6カ月間サポー
トあり

注2）年度内において、
カラダ見直し塾および
すっきりボディ塾はど
ちらかの食事編・運動
編各 1回まで参加可

市骨髄移植ドナー助成金のお知らせ 問い合わせ　保健政策担当　  446-6479

公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供した方に助成金を交付します。
＜交付対象者＞骨髄などの提供（移植）を行った方で、ドナー休暇などのほか、ほかの助成金などの交付を受けられない方
＜助　成　額＞1日当たり2万円（上限7日間）。骨髄などの提供が完了した日から90日以内に申請してください

命の門番……「ゲートキーパー」ってなに？
「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、専門家や相談窓口につなぐ人です。

あなたのまわりを見回してみてください。あなたの“気づき”に救われる命があります。

3月は自殺対策強化月間です

家族や仲間の
変化に気づく気づき 相手に

声をかける声かけ 相手の気持ちを尊重し、
耳を傾ける傾 聴

専門家や相談窓口への
相談を勧めたり、
一緒に相談に行く

つなぎ

相談窓口 電話 とき

福祉保健センター　成人保健担当
こころの健康相談 446-6453

● 電話相談　月～土曜日、第2・4・5日曜日
　9：00～ 12：00、13：00～ 16：00
● 面接相談　月～金曜日　※要電話予約

埼玉
いのちの電話

電話相談
048-645-4343 365日、24時間

0120-783-556 毎月10日　8：00～翌日8：00まで

インターネット相談

さいたま
チャイルドライン
※18歳以下

電話相談 0120-99-7777 毎日16：00～21：00

チャット相談

戸田市　こころの体温計

携帯・スマホはこちらから▶
通信料は自己負担

こころの体温計
『こころの体温計』は、スマホやパソコンを使って、
ストレスや落ち込み度のチェックが行えるシステム
です。「本人モード」のほかに、「家族モード」や「赤
ちゃんママモード」「ストレス対処法タイプテスト」
「アルコールチェック」があり、ご家族のチェックな
ども行えます。

埼玉いのちの電話

相談窓口
一人で悩まず、お話しください。話すことで、ひらける道もあります

さいたまチャイルドライン
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