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【産婦人科】休日診療時間 午前9時～正午、午後 1時
～5時
※ 当番医は変更になる場合もあります。受診前に必ず電話
でお問い合わせください。受診は急患のみです

6月5日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

6月 1 2日（日） 岩沢レディースクリニック　 445-4103
戸田市本町4 -1 7-28　WINビル301号

6月 1 9日（日） 桜公園クリニック　 446-3950
戸田市新曽南3-1 2 -1 8

6月26日（日） 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

7月3日（日） 白石はなももレディースクリニック　 434 -4809
戸田市新曽2200-2ロイヤルメドゥ北戸田2F

7月 1 0日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

休日・平日夜間の診療機関（急患）
かかりつけ医を持ち、早めの受診を心掛けましょう
※休日・平日夜間の診療機関は、診療時間内に受付を済ませてください

【内科・小児科】 ※詳しくは蕨戸田市医師会ホームページをご覧ください
戸田休日・平日夜間急患診療所
●蕨戸田市医師会館となり　 445-1 130
休日診療日　7/3、10
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　7月（奇数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
蕨休日・平日夜間急患診療所
●蕨市福祉・児童センター内　 431 -261 1
休日診療日　6/5、12、19、26
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　6月（偶数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
【小児科】※平日夜間診療時間のあと
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間　午後 10時30分～翌朝7時
※受診する場合は、必ず事前に各医療機関に電話でお問い合わせください
月・水・木・金曜日　●戸田中央総合病院（戸田市本町 1 -19-3　 442-1 1 1 1）
火曜日　●済生会川口総合病院（川口市西川口5-1 1 -5　 253- 1551）

新型コロナウイルスのPCR検査は行っていません。

医療だより

食中毒を予防！
　梅雨の季節がやってきます。湿度が高くなるこの時
期に多くなる食中毒に注意しましょう。
　食中毒は細菌性、化学性、自然毒性、その他に分けら
れ、その中で細菌性食中毒は次の3種類に分けられます。
1． 感染侵入型…体内に入ってから増えた細菌が腸粘
膜に侵入して発症する。

2． 感染毒素型…体内に入ってから増えた細菌が毒素
をつくり、その毒素により腸粘膜が侵され発症する。

3． 毒素型…食品中で細菌が増えて毒素をつくり、食
品と一緒に毒素を食べて発症する。

★食中毒予防の3つの原則を知っていますか？
①つけない→手や調理器具を清潔にし、菌をつけな
いようにしましょう。
②増やさない→食品は室温に置かず、低温で保存し
ましょう。また、冷蔵庫の詰め込みすぎに注意しま
しょう。
③やっつける→食べ物をよく加熱処理してから食べる
ようにしましょう。
　テイクアウトやデリバリーの利用も多くなってきてい
ます。調理から食事までの時間が長くなる場合は冷蔵
し、再加熱をお勧めします。食材の賞味期限などに注
意し、一人ひとりが食中毒を予防することが大切です。

コラム

県精神科救急情報センター　  048-723-8699（ハローキューキュー）
夜間・休日に、精神疾患を持つ方や、その家族などからの緊急的な精神科
医療相談を、電話で受け付けています（県在住者が対象）。
※非通知設定の電話はつながりません
受付時間　月～金曜日：午後5時～翌朝8時30分、
 土・日曜日、祝日：午前8時30分～翌朝8時30分
問い合わせ　県立精神保健福祉センター　 048-723-3333

診療科目
●  内科、小児科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、整形外科、耳鼻咽喉科
診療科目によっては、診療日が決まっている場合があります

受付時間
● 月曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後2時～5時
● 火～金曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～5時
● 土曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～4時
● 予防接種：月・水・金曜日（要予約）

市民医療センター
戸田市美女木4-20-1

 421-41 14　FAX 421-4218
国際興業バス 西川口ー北戸田線 
●「市民医療センター」下車
tocoバス（美笹循環） 
●「市民医療センター」下車

（コンパル）

救急電話相談
（ダイヤル回線、IP電話、PHS、
都県境の地域でご利用の場合）048-824-4199♯7 1 19

24時間相談対応　年中無休
年齢を問わず、急な病気（発熱、下痢、嘔

おう

吐
と

など）やけがの、家庭での対処
方法や医療機関の受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。
判断に迷ったときは気軽にご連絡ください。
※  AI救急相談も行っています。右のQRコードから、スマートフォ
ンやパソコンでご利用ください。この電話相談およびAI救急相
談は助言を行うもので、診断や治療を行うものではありません

問い合わせ　県医療整備課　 048-830-3559
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市政に関する情報を分かりやすく、
市公式YouTubeで動画配信しています。

市長ニュース
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　夏本番に向けて、少しずつ厳しい暑さが見え隠れするように
なりました。特に、6月以降は梅雨入りによる蒸し暑さも加わ
り、より一層過ごしにくい日々が続いていきます。雨の日は家
で過ごす時間が多くなりがちです。有意義なおうち時間の過ご
し方を模索している皆さん、上記で紹介している、とだPR大
使鳥羽シェフ考案の「焼き鳥缶で親子丼」をつくってみるのはい
かがでしょうか。
　広報 戸田市では、４月から隔月でとだPR大使の鳥羽シェフ
による「おいしい」まちづくり計画の連載をスタートしました。普
段料理をしない方でも簡単においしい料理をつくることができる
レシピの紹介や、料理の際のワンポイントアドバイスなど「食」
に関する情報で、戸田市を元気にしていきたいと思っています。
　家で過ごすことが増えるこの時期、ぜひとも「食」を通じて家
族や友人とコミュニケーションを図ってみてください。きっと
素敵なおうち時間になるはずです。

「食」を通じて
家族や友人と

素敵なおうち時間を
戸田市長

今月は結婚や出産などに関する手話を紹介します。
 問い合わせ　障害福祉課（内線297）

第22回

赤ちゃん3

胸のあたりで両手
のひらを前に向け
て左右に振ります。

結婚1

親指と小指を立
て、 左右から
近づけます。

出産2

手で丸をつくり、
その手を開きな
がら前方斜め下
に指先を前に向
けて出します。

焼き鳥缶   1缶
玉ねぎ   1 /8個
卵   2個
水   大さじ3

めんつゆ   大さじ 1と 1 / 2
砂糖   4つまみ
あたたかいごはん   1人分

材料 （1 人分）

つくってみよう

動画で
つくり方を
チェック！

●玉ねぎは食感を残すために繊維に沿って縦に切る

●半熟卵にするために「フタ付きの小さめの鍋」を使う

●卵は2回に分けて入れる

●出来上がる前にごはんを準備し、余熱で火が通りすぎてしまうのを防ぐ

ワンポイントアドバイス

焼き鳥缶で親子丼

半熟に仕上げる。
7. 4の上に6を盛りつける。
8 . お好みで三つ葉や山椒をのせる。

1 . 玉ねぎは薄切りにする。
2. 卵は軽く溶いておく。 
3. 小さめの鍋に焼き鳥缶、玉ねぎ、水、
めんつゆ、砂糖を入れ、軽く沸騰す
るまで中火にかける。

4 . 具材を煮ている間に丼にごはんを盛
る。

5 . 溶き卵の7割を入れてフタをし、 1分
火にかける。

6 . 残り3割の卵を入れて、火を止めフ
タをして30秒待つ。残り3割の卵は

つくり方 材料
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鳥羽シェフによる、「おいしい」で幸せの分母を増やすまちづくりの取り組みを紹介しています。

とだPR大使 鳥羽シェフによる
「おいしい」まちづくり計画 レシピ編

第

2回
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