
子育て

健康･福祉

子育て支援情報

集団健康診査が始まります

　子ども幸福課　 １階　  （２３）８９３２

支援センター 場　所 電　話 開設日時
すみよし子育て支援センター 子育てプラザ館 （２３）８７２８ 月～金　

９:00～12:00
13:00～16:00
休館日:4/29､5/5､
 　　　 5/6

しんとみ子育て支援センター しんとみ保育園 （２２）５５７７
ゆづかみ子育て支援センター ゆづかみ保育園 （９８）３８８１
くろばね子育て支援センター くろばね保育園 （５９）１０７７

広　場 場　所 開設日時
つどいの広場 さくやま 旧さくやま保育園 月･水･金･4/19…９:00～14:00　休館日:5/5

つどいの広場 トコトコ 子ども未来館３階 月～金…９:00～12:00､12:45～15:00　
休館日:4/29、5/5～7

サロン 場　所 開設日
子育てサロン かねだ 金田北地区公民館　 火曜日　休館日:4/29､5/6
子育てサロン のざき うすばアットホーム 木曜日　
子育てサロン かわにし 川西高齢者ほほえみセンター 水曜日　

子育て支援センター

つどいの広場

子育てサロン

　生後４カ月～就学前までのお子さんと保護者の交流の場です。

　開設時間…９:00～12:00

※開設日時は、４月15日（火）～５月14日（水）の期間のものを掲載しています。

一時保育センター
子ども未来館　     （47）4125
開設日時…９:00～17:00

（休館日を除く）
対象…４カ月～就学前の健
康な乳幼児（市外の方を含む）
料金…１時間300円

（市外の方は500円）
※１回４時間、月５回まで
※事前申し込みが必要。

（一定要件あり）

　ファミリーサポート
センター
子育てプラザ館　 （20）0021
　子育ての手助けをしてほ
しい方、お手伝いをしたい
方が会員となり、地域で子
育てを支え合う会員組織で
す。ぜひご登録ください。

　健康政策課　 １階　  （２３）７６０１

４月の日程 ５月の日程
日にち 場　所 対　象　

　　４月18日（金） 湯津上農村環境
改善センター 湯津上全地区

日にち 場　所 対　象　

★ ５月２日（金）
大田原東地区

公民館

上町･清水町
旭町

★ ５月８日（木） 大久保町･元町

★ ５月９日（金） 荒町･下町
赤瀬北大和久

★ ５月10日（土） 黒羽庁舎 黒羽地区

５月11日（日） 薄葉小学校 薄葉団地
薄葉第三団地

★ ５月15日（木） 大田原東地区
公民館

川下刈切平林･川下
刈切･富士見･若草

５月17日（土） 大田原市
総合文化会館

西原･実取団地
５月18日（日） 栄町･成田町

★ ５月26日（月） 湯津上農村環境
改善センター 湯津上全地区

★ ５月30日（金） 大田原東地区
公民館 寺町･神明町･若葉

５月31日（土） 黒羽庁舎 川西地区

女性のみの日程
場　所 対　象

４月12日（土）

大田原東地区
公民館

39歳以下
★ ４月13日（日）

４月19日（土） 40歳以上
大田原東地区

４月20日（日） 40歳以上
大田原西地区

４月21日（月） 大田原・
湯津上地域４月22日（火）

４月23日（水） 黒羽保健
センター 黒羽地域

★ ４月24日（木）

４月28日（月） 大田原東地区
公民館

大田原・
湯津上地域

●受付時間…午前８時～10時
※予約人数によって受付開始時間が変更になること
があります。

　集団健診の申し込みをされている方には、受診予
定日の一か月前頃までに受診の案内を郵送します。
　医療機関健診を申し込みの方については、がん検
診は６月、特定健康診査は９月に郵送します。

●「特定健康診査」または「後期高齢者健診」を受
診する方は、「保険証」と「特定健康診査受診券」
をご持参ください。
●市の健診は、1年に1回の受診です。市民健康診査
および国民健康保険の人間ドック・脳ドックで受診
した項目は、重複して受診できません。

　これから新たに受診を希望する場合や受診日を変
更する場合は、健康政策課までご連絡ください。

★…申し込みが可能な日

日にち

★
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文大田原市総合文化会館 訓大田原地域職業訓練センター 議議会棟 南南別館 湯湯津上庁舎



お医者さんの適正受診ガイド ※５月以降は、３月に配布した『くらしのガイドブック』P.12 をご参照ください。
休日当番医はカレンダーに記載しています。

【とちぎ子ども救急電話相談】
　急な病気やけがで心配な時に、家庭での対処法を看護士がアドバイスします。
　相談時間　毎日午後６時～11時
　電　　話　局番なしの＃8000　ダイヤル回線の場合は　　028（600）0099
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【とちぎ医療情報ネット】
　病院や診療所を受診するにあたって役立つ情報を提供します。
　さまざまな状況にあわせた検索を行うことができます。
　ホームページ　http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
　モバイル版　　http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/kt/

昼
　
間

夜
　
間

か か り つ け 医

休 日 当 番 医

那須地区夜間急患診療所　　0287（47）5663
●所在地…中田原1081-４（那須赤十字病院１階）
●診療日時…毎日 午後７時～10時
（受付は午後６時30分から）
●診療科目…内科・小児科
※那須赤十字病院と併設ですが、那須赤十字病院とは別
の医療機関になります。

【診療時間】
午前９時～午後５時

平日

休日

平日
休日

※午後10時以降
▶小児:那須赤十字病院（日・火・木）、国際医療福祉
大学病院（月・水・金・土）　▶一般:輪番制

医師の紹介により転送

病　院 住　所 電　話
那須赤十字病院 中田原1081-4 ０２８７（２３）１１２２
那須中央病院 下石上1453 ０２８７（２９）２１２１
国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口537-3 ０２８７（３７）２２２１
菅間記念病院 那須塩原市大黒町2-5 ０２８７（６２）０７３３

《救急当番病院》緊急に入院治療が必要なとき

保健センター教室・相談
※開催日時は、４月15日（火）～５月14日（水）の期間のものを掲載しています。
※もぐもぐごっくん教室､すくすく教室､心の健幸相談室は事前に申し込みが必要です。（心の健幸相談室は各回の５日前ま
でに予約をお願いします。）

教室・相談 日　時 場　所 内　容 持ち物など 問い合わせ

乳幼児健康相談 ５月７日（水）
９:30～11:15 大田原保健センター 計測や

育児相談など

母子手帳 子ども幸福課　 １階
（23）8634

もぐもぐごっくん
教室

５月１日（木）
9:40～11:30 トコトコ大田原

子ども未来館

離乳食の
進め方など

すくすく教室 ４月18日（金）
９:10～11:30 講話・集団指導

おたっしゃクラブ ４月22日（火）
９:30～11:30 大田原保健センター 与一いきいき

体操など
軽い体操が
できる服装

高齢者幸福課　 １階
（23）8917

ためして運動塾

４月16日（水）
９:15～11:30 黒羽保健センター ヨガ ヨガマットまた

はバスタオル 健康政策課　 １階
（23）7601５月８日（木）

９:15～11:30
トコトコ大田原 ３階

中会議室 ウォーキング 専用駐車場を
ご利用ください。

心の健幸相談室
４月25日（金）13:30～16:30 黒羽保健センター

カウンセリング 健康政策課　 １階
（23）8704５月９日（金）13:30～16:30 大田原保健センター
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Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」 東東別館「安心･しあわせ館」
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