
ワクチン予防接種時期

暑さをしのぎ涼むことができ

る場所として、市の公共施設

のほか草加市薬剤師会のご協

力により加盟の薬局を一時休

息所として利用いただけます。

実施施設は

クールオアシスそうか
のポスターが目印です。

草加市新型コロナワクチン
コールセンター

午前８時３０分から午後５時１５分（土日祝含む）

TEL 0570-666-578

新型コロナウイルスワクチン接種に関する詳細は、
広報そうかや市ホームページをご覧ください。

最新情報は市の
ホームページから
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発行：草加市
編集：草加市健康づくり課

（保健センター）
〒340-0016
草加市中央一丁目5番22号
電話 048-922-0200
FAX 048-922-1516

保健センターでは、保健師･管理栄養士･看護師･助産師等が、赤ちゃんから高年者まで市民の皆さん

の健康づくりをお手伝いしています。

新生児訪問、乳幼児相談、乳幼児健診、予防接種、離乳食講習、妊婦健診、マタニティクラス、健康

診査、各種がん検診、健康相談、訪問指導、健康づくり教室など様々な事業を行っています。この保健

センターだよりでは、元気を応援する最新情報をお届けします。ぜひご活用ください。
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ゲートキーパー

（自殺予防）について

食育ホームページできました ヘルスメイトおすすめレシピ

がん検診のお知らせ
日本脳炎ワクチン予防接種の

接種時期について

人がいないところでは適宜、マスクを外して呼吸をしたり、水分補給も忘れずに

●扇風機やエアコンで

温度を調節する

●室温をこまめに確認する

●屋外では日陰を利用し、こまめに休憩をとる

●保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を

冷やす

●通気性のよい衣服を選ぶ

●打ち水を利用する

●暑さの感じ方は人によって異な

ります。子どもは体温の調整能

力がまだ十分に発達していない

ので気を配りましょう

●節電を意識するあまり、

熱中症予防を忘れない

ようご注意ください

暑さを
避ける

注意！

屋内でも屋外でも、

のどの渇きを感じ

なくても、こまめに水分補給をしましょう。

大量に汗をかいた時は、塩分も忘れずに

こまめに
水分を

熱中症予防のために

ワクチン接種後も、基本的な感染予防対策（マスク着用、
密集、密接、密閉の回避、手洗いや咳エチケット等）が
必要です。

自分で守ろう！

むし歯予防の3つの習慣



・蒸し中華麺

・油

・豚もも薄切り

・むきえび

・いか

・小松菜

・にんじん

・長ねぎ

・茹でたけのこ

・干しいたけ

・しょうが

4玉（600ｇ）

小さじ4

120ｇ

80ｇ

80ｇ

200ｇ

40ｇ

1/3本（40ｇ）

80ｇ

２枚

1かけ

➊小松菜を3㎝長さに切り、茎と葉に分ける。にんじんと茹でたけのこは3㎝長さ

の短冊切りにする。長ねぎは斜め薄切りにする。干ししいたけは戻し、薄切り

にする。戻し汁はとっておく。しょうがを千切りにする。

豚肉は一口大に切る。

➋むきえびは冷凍の場合は戻しておき、背わたをとっておく。いかも冷凍の場合

は戻しておき、食べやすい大きさに切る。

➌中華麺はほぐしておく（電子レンジで軽く温めるとほぐしやすい）。

➍フライパンに油（一人小さじ１ずつ）熱し、麺をほぐしながら炒める。

丸く麺をまとめ、フライ返しで押しながら、両面焼く。

➎別の鍋に、油を熱し、しょうがを炒め、香りが出てきたら、豚肉・えび・い

か・にんじん・しいたけ・長ねぎ・たけのこ・小松菜の茎の順に加えて炒める。

➏Aを合わせておき、⑤に加えて混ぜ、野菜が柔らかくなるまで煮る。小松菜の

葉を加え、しんなりしたら、水溶き片栗粉を加えて、とろみをつける。

➐皿に④の麺を盛り、上から⑥のあんをかける。

正式名称を食生活改善推進員協議会といい、食を

とおして地域の皆さんの健康づくりをお手伝いする

ボランティア団体です。

市内に１２支部を組織しており、「私たちの健康は

私たちの手で」を合言葉に日々活動しています。

活動の見学等もできますので興味ある方は保健セ

ンターまでご連絡ください。

A

・油

塩

しょうゆ

砂糖

酒

しいたけの戻し汁+水

・水溶き片栗粉

●作り方

●材料（4人分）

大さじ1と1/3

小さじ1/2

大さじ1と1/2

大さじ1と1/3

大さじ1と1/3

300㏄

大さじ2
（片栗粉大さじ1+水大さじ1）

量は調整してください。

エネルギー451kcal 食塩量2.4ｇ

栄養バランスよく食べるコツや減塩の方法、

ヘルシーレシピなど、お子さんから高年

者の方まで、毎日の食生活に役立つ情報

が満載です。

食育ホームページ

QRコード



歯みがき

定期的に歯科健診を

●１日３食、規則正しく食べよう

●栄養バランスの良い食事を心がけよう

●よくかんで食べる習慣を身につけよう

●おやつには季節の野菜や果物をとろう

●おやつの時間を決めてダラダラ食べをしない

●飲み物は水やお茶など、糖分を含まないものを与えましょう

赤ちゃんの頃から、歯みがきを親子のふれあいの延長とし

てとらえてみて、子どもをリラックスさせるために、歌を

歌ったり、楽しい雰囲気づくりを心がけましょう

●子どもに自分みがきの習慣を

●仕上げみがきは小学校２年生くらいまでは必要です
●寝る前の仕上げみがきは特に大切です

正しい食生活を

●かかりつけの小児歯科医を決めて、年に２回

程度は歯科健診を受けるようにしましょう

Q
歯みがきを

嫌がらないように

するためには
Ａ

＜参考＞日本脳炎の定期接種可能年齢
日本脳炎ワクチン（ジェービックＶ）について製造上の問題が

発生したことから、ワクチンの供給量が大幅に減少し、出荷量

の調整が行われるためワクチンの供給が不足しています。現在

流通しているワクチンの品質は問題ありません。

・胃内視鏡検診

・口腔がん検診

・肝炎ウイルス検診

・胃がん検診

・大腸がん検診

・乳がん検診

無料で受診できる機会にぜひ受診

しましょう。詳しくは送付した案内

またはホームページをご覧ください。

・肺がん検診

・子宮がん検診

・大腸がん検診 ❶ 保健センターへはがきで申込む

申請はこちらから→

●電話申込はできません。

●集団検診の日程は、市ホームページや

広報等で確認してください。

●大腸がん検診は集団か個別どちらかのみ

です。

はがき記入内容

・氏名・生年月日・年齢

・住所・電話番号・希望の検診名

➋ 電子申請で申込む

申込方法

乳がん 子宮頸がん

対象

期間
 6月～12月の

指定日

場所 保健センター 指定医療機関

S55.4.2～

S56.4.1生まれ

H12.4.2～

H13.4.1生まれ

6月1日(火)～

12月17日(金)まで

●供給が安定するまでは、日本脳炎１期の２回接種（１回目及び

２回目）の対象の方を優先となります。

対象年齢の上限が近づいている場合には、定期接種で受けられ

る年齢を過ぎないように、事前に医療機関へ確認の上、接種を

受けてください。

●供給が再開されましたら

日本脳炎2期の対象者（平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ）

には通知を送付します。またホームページでもお知らせします。

接種回数 対象年齢 対応

 １期１回目及び２回目
通常どおり接種

してください。

 １期追加

 ２期

対象年齢の上限

が近づいている

方は、それまで

に接種してくだ

さい。

特例措置①

平成13年4月2日～

平成19年4月1日までに
生まれた方の不足分

特例措置②

平成20年4月2日～

平成21年10月1日までに
生まれた方の１期不足分

生後6ヶ月～

7歳6ヶ月未満

９歳～

13歳未満

20歳未満

９歳～

13歳未満



埼玉いのちの電話 (24時間)

048-645-4343

こころの健康相談統一ダイヤル

0570-064-556

(おこなおう、まもろうよ、こころ )

厚生労働省支援情報検索サイト

電話で相談しづらい方には

SNSでも相談できます。

＃いのちSOS

0120-061-338
（フリーダイヤル おもい ささえる）

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる肝臓の病気ですが、

感染していても自覚症状がないこともあります。

肝がんの約８割が肝炎ウイルスが原因によるものだと言われています。

感染しているかどうかは血液検査でわかります。

肝炎ウイルス検診を受けたことがない人は、ぜひ検診を受けましょう。

対象者

４０歳以上で市の

肝炎ウイルス検診を

受診したことがない人

申込 ９月１９日（日）までに 郵送 または 電子申請で

●保健センターへはがきで申込む ●電子申請は

ゲートキーパーとは、悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、声

をかけ、話を聞いて必要な支援に気づき、見守る人のことで、「命の門番」

とも言われています。

話をよく聞き、一緒に考えてくれるゲートキーパーがいることは、

悩んでいる人の孤立を防ぎ安心を与えます。ゲートキーパーに特別

な資格は不要です。周囲の人が悩んでいる時、対応方法について詳

しく知りたい時など、厚生労働省のサイトをご活用下さい。

気づき

傾 聴

つなぎ

見守り

家族や仲間の変化に

気づいて、声をかける

早めに専門家に

相談するよう促す

本人の気持ちを

尊重し、耳を傾ける

温かく寄り添いながら、

じっくりと見守る

厚生労働省
ゲートキーパー

住所・氏名・生年月日・電話番号・

「肝炎ウイルス検診希望」と明記のうえ、

保健センターへ

こちらから→


