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＋保健・健康 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期となる場合もあり
ます。最新の情報は市ホームページなどでご確認ください

８月の相談・教室
1健康相談・血圧測定 日時　２・23・30日㈰午前９時～正午（11時30分まで受付）※申込制

2脳！活性化教室
頭の体操や楽しいゲームをしなが
らの認知症予防

対象　要介護認定を受けていないおおむね60歳以上の方
日時　午前10～11時（水曜日コース、若干名空きあり)
申込方法　３日㈪～７日㈮の午前９時15分～11時30分に健康談話室へ電話で
※申し込み後、日程など受講についての詳細を連絡します

健康談話室 健康ガイド 19ページ
健康談話室…☎（２２１）３５６０　 健康政策課…☎（２３７）２５８６問申 問

会 1 保健センター　2 健康談話室（健康支援センター内）

発熱や咳などの症状のある方は教室への参加はご遠慮ください。
参加の際は、マスクを着用してください。

認知症支援ボランティア養成講座

　認知症の方が住みなれた地域で安心して暮らし続
けられるよう、地域の支え合いを最大限に活かし、
支え合う福祉制度について学ぶ講座です。
対象　ボランティア活動に興味のある方、修了後ボ
ランティア活動が可能な方、すべての回に参加可能
な方（市内在住）
日時　３級（初級）９月 24 日㈭午後、９月 30 日㈬午後
　　　２級（中級）10 月 13 日㈫午後、10 月 21 日㈬午後
　　　　　　　　10 月 27 日㈫全日、10 月 30 日㈮午後
会場・定員　本庁舎９階研修室ほか・20 人（先着順）
申込方法　８月３日㈪～ 28 日㈮に電話で
※申込者には詳細な日程をお知らせします

 高齢者福祉課…☎（２３７）５６１３申 問

糖尿病リスクチェック

　指先からの微量の採血で、過去１～２か月間の血
糖の状態がわかります。若いうちからの予防、健康
管理のきっかけとしてご活用ください。また、食品
サンプルを使った食事診断や血管年齢測定などもご
用意しています。
対象　20 歳以上で糖尿病の診断・治療を受けていな
い方（市内在住）
日時　９月 12 日㈯午前９時 30 分～ 11 時 30 分
会場・定員　保健センター・30 人（先着順）　
申込方法　８月５日㈬～ 31 日㈪に電話で
※要予約。定員になり次第締切

 地域保健課…☎（２３７）２５０５申 問

ひきこもりサポーター養成講座

　ひきこもりに関する基本的な知識を修得し、サ
ポーターとして活動するための講座です。
対象　ひきこもり支援に関心のある方（市内在住）
日時　８月 27 日㈭午後１時 30 分～４時 30 分
　　　（１時受付開始）
会場　相生福祉センター２階会議室２
内容　ひきこもりの理解と基礎知識、当事者・家族
とのかかわり方など
定員　20 人（先着順）
申込方法　８月 20 日㈭までに住所、氏名、電話番号
を明記の上、ＦＡＸまたは電話で

 精神保健課…☎（２３７）５７４１
　　　　　　　　　       FAX（２４２）６１７８

申 問

ひきこもり家族のつどい「かたりどころ」

対象　ひきこもり状態にある方の家族（初めて相談さ
れる方は事前にご連絡ください）
日時　８月 28 日㈮午前 10 時～（２時間程度）
会場　健康支援センター（市保健所）２階中会議室
内容　同じ悩みや思いを持つ家族の方が日ごろの思
いを分かち合い、情報の共有

（フリートーク）
申込方法　８月 17 日㈪まで
に電話で

 精神保健課…☎（２４２）８６６７申 問

" 高齢者肺炎球菌 " 定期予防接種の期限を延長します

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の接種時期に定期接種ができなかった方は、
定期予防接種の期限を延長します。

対象　令和元年度に定期予防接種対象の方（対象の方は医務感染症課までご連絡ください）

 医務感染症課…☎（２３７）２５８７問
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１９　　　令和２（２０２０）年／８月号

検診（健診） 対象 日時 会場 持ち物 申込・予約方法

乳がん単独
検診 30 歳以上の女性

８月８日㈯午前 健康管理事業団

受診票、自己負担
金、健康保険証

地域保健課へ電話
または来所で予約

９月３日㈭午後 医師会健診・検査センター
９月７日㈪午後 厚生連健康管理センター
９月 10 日㈭午前 医師会健診・検査センター

骨粗しょう症
検診

20 歳以上の方（妊娠中、そ
の可能性がある方は除く） ９月 10 日㈭午前 医師会健診・検査センター

子宮がん検診 20 歳以上の女性（妊婦も
対象）

令和３年 1 月末
（指定医療機関の    

受診可能日）まで

指定医療機関

受診票、自己負担
金、 健 康 保 険 証、
子宮がん検診管理
カード（お持ちの方）

指定医療機関へ直
接電話で予約

成人歯周疾患
健診

20 ～ 74 歳の方（後期高齢
者医療制度加入者は除く）

令和３年３月末
（指定医療機関の

受診可能日）まで

受 診 券、 健 診 票、
健康保険証

地域保健課へはが
きなどで申込

後期高齢者
歯科口腔健診

75 歳以上の方（一定の障
がいのある 65 歳以上の後
期高齢者医療制度加入者
を含む）

受診券（兼質問票）、
後期高齢者医療被
保険者証

高齢者福祉課へは
がきなどで申込

そのほかの検診（健診）　健康保険証の種類に関係なく受診できます。詳しくは地域保健課へお問い合わせください。
　※治療中の方など、受診をご遠慮いただく場合があります

◦受診票は、『健康ガイド』から切り取るか、コピーまたは市ホームページからダウンロードしてください
◦乳がん検診・子宮がん検診無料クーポン券の対象となる方には封書で郵送しました

実施期間　令和３年１月末（医療機関受診可能日）まで
対        象   40 歳以上の方

申込方法　指定医療機関に電話で
※詳しくは『健康ガイド』７～８ページをご覧ください

個別医療機関健診 基本的な健診と各種がん検診など

日程 会場 申込締切日 駐車場 託児
９月 25 日㈮ 医師会健診・検査センター ９月４日㈮ ○ ー

９月 26 日㈯ 医師会健診・検査センター ９月７日㈪ ○ ー

10 月２日㈮ 医師会健診・検査センター ９月 11 日㈮ ○ ー

集団健診

◦風しん抗体検査を希望する方は医務感染
症課…☎（２３７）２５８７へお問い合わせく
ださい

◦定員制のため、申込状況により健診日の
ご希望に添えない場合があります

◦荒天時は健診を中止することがありま
す。市ホームページでご確認ください

年齢
など

19 ～ 39 歳 40 ～ 74 歳 75 歳以上

保険証の種類に関係なし 国民健康保険加入者 国民健康保険以外の
加入者

後期高齢者医療制度加入者（一定の
障がいのある65歳以上の方を含む）

受付
時間

午前８時 30 分～ 10 時 30 分の間の指定された時間
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入場券などに記載された時間での来場をお願いします

申込
方法

『健康ガイド』巻末の申込
はがき、またはインター
ネットで

５月上旬発送の受診券と
同時に発送されたはがき
またはインターネットで

４月下旬に発送され
た往復はがきで

『健康ガイド』巻末の申込はがき、
またはインターネットで

問合先 地域保健課 国民健康保険課 地域保健課 高齢者福祉課

　健診日のおおむね 10 日前までに、『入場券』または『受診券（後期高齢者の方）』を郵送します。受診
日当日に必ずお持ちください。

健康診査を受診しよう
地域保健課…☎（２３７）２５０５／国民健康保険課…☎（２３７）５３７３／高齢者福祉課…☎（２３７）５６１７問

健康ガイド 1～17ページ
申

９月以降の集団健診につきましては今後の状況により、中止または延期となる場合もございます。その際は、広
報こうふおよび市ホームページによりお知らせいたします。
　なお、個別医療機関健診は実施しておりますので、お急ぎの方は個別医療機関での受診をご検討ください。

　発熱や風邪症状などがある場合は受診をお断りする場合があります。
感染症対策のため、健診（検診）などを受診される際はマスクを必ず着用してください。

◦ 10 月２日以前で上記の表に記載がない日程は満員となっています
◦総合市民会館、南公民館で実施予定の集団健診は新型コロナウイルス
感染症対策のため医師会健診・検査センターへ会場が変更となりました
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栄養の日・栄養週間 2020
『栄養をたのしむ　— 「栄養のチカラ」で、感染症に負けない！ —』

8 月 4日

「栄養の日」

8月 1～ 7日

「栄養週間」たのしく食べる、カラダよろこぶ

問地域保健課…☎（２４２）８３０１

　感染症に負けないカラダを作るには「栄養」が不可欠です。日ごろより、偏食・欠食せずにバランスの良い
食生活を送ることが、感染症に負けないカラダを作る近道です。

あなたの食事は★いくつ？
３ステップで簡単診断！～あなたの食事をサッと診断～

　管理栄養士からの食事アドバイス！短時間で日ごろの食生活をチェック！

日時　８月 21 日㈮
　　　午前９時 20 分～ 11 時 20 分（所要時間 20 分）
会場　市保健センター　プレイルーム
定員　10 人
申込方法　８月 20 日㈭までに電話で（先着順）

— 簡単★診断方法 —
ステップ１ 食品サンプルから食事を選ぶ

機械にのせる

食事のエネルギーなどを診断

ステップ２

ステップ３

栄養をたのしむ

作る

食事リズム

一緒に食べたい

人がいる

五感を

意識する

知る・学ぶ

選ぶ

五感を使って食事を楽しみましょう！

五感ってなに？

熱中症警戒アラート（試行）はじまる！
問健康政策課…☎（２３７）２５８６

　熱中症警戒アラートは、暑さへの「気づき」を呼びかけて予防行動をとってもらうための情報です。環境省・
気象庁では、７月１日より関東甲信地方で先行的に実施し、来年度全国で本格実施を予定しています。熱中
症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表され、本市では防災行政用無線にて注意喚起を行い
ます。その際は、次のような予防行動を積極的に取りましょう。

＜開設場所＞
市役所本庁舎、各公民館（窓口センター）、甲府・
峡東クリーンセンター／幼児教育センター／
上下水道局等公共施設および甲府駅ペデスト
リアンデッキ、民間協力施設

①気温・湿度・暑さ指数を確認する

②熱中症リスクの高い高齢者や子ども、障がい

　者の方々に声かけをする

③外での運動、活動は中止や延期を検討する

④暑さを避け、適宜マスクを外し、こまめな水

　分補給といった「熱中症予防行動」を普段以上

　に実践する

クールシェアスポットを開設しています！

▲旗が目印

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
施設ごと利用制限や時間短縮の場合があります

・人との距離を取り、感染症対策を取った上で
長時間の利用を控えるなど注意してください

熱中症警戒アラート時の予防行動

※当日はマスクを着用してください。当日、体調が優れない、または発熱がある場合には地域保健課へご連絡の
上、来場を控えてください

申

※環境省・気象庁通知より



２１　　　令和２（２０２０）年／８月号

問障がい福祉課…☎（２３７）５２４０／ FAX（２３７）５２９９

「ヘルプマーク」を見かけたら、
　　　　　　　　　　思いやりのある行動を！！

電車やバスの中で席をお譲りください。

駅や商業施設などで声をかけるなどの配慮をお願いします。

災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

　義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見から
分からなくても援助や配慮を必要としている方がいます。
　皆さんの手助けが、「安心」につながります。

手助けを必要とする方と手助けでき
る方をつなぐ「ヘルプカード」の配布
も行っています。

「ヘルプマーク」は本庁舎２階障がい福祉課、甲府市障害者センター（東光
寺１－10－25）で配布しています。

≪脳卒中とは？≫
　脳卒中は脳の血管の病気で、血管がつまる「脳梗塞」
と血管が破れる「脳出血」や「くも膜下出血」があります。
脳卒中になると、さまざまな身体機能の障がいが出現
し、長期にわたるリハビリテーションや、介護が必要
になります。脳卒中は寝たきりの原因の第１位です。
≪脳卒中の主な症状≫
〇片方の手足・顔の麻痺、しびれ
〇呂律が回らない、言葉が出ない
〇立てない、歩けない
〇片方の目が見えない、物が２つに見える
〇経験したことのない激しい頭痛
≪脳卒中の予防・危険因子≫
　脳卒中を予防するには、危険因子の確認が大切です。
自己チェックや定期的な健康診断で危険因子を避け、
生活習慣の見直しと適度な運動が重要です。
　脳卒中は危険因子を十分管理することで予防につ
ながります。

脳卒中を予防しよう！

問市立甲府病院…☎（２４４）１１１１

市立甲府病院脳神経外科　齊
さ い と う

藤　龍
りゅう

ドクター

27

危　険　因　子
高血圧、糖尿病、脂質異常症、心臓病、偏った食事、
運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒　など

※脳卒中は生活習慣と深い病気です

・平成 29 年山梨大学医学部卒

・沼津市立病院、山梨大学医学部
附属病院を経て、令和２年４月よ
り当院勤務

・現在当院脳神経外科医師

≪脳卒中予防 10 か条（日本脳卒中協会）≫
　①手始めに　高血圧から　治しましょう

　②糖尿病　放っておいたら　悔い残る

　③不整脈　見つかり次第　すぐ受診

　④予防には　たばこを止める　意志を持て

　⑤アルコール　控えめは薬　過ぎれば毒

　⑥高すぎる　コレステロールも　見逃すな

　⑦お食事の　塩分・脂肪　控えめに

　⑧体力に　合った運動　続けよう

　⑨万病の　引き金になる　太りすぎ

　⑩脳卒中　起きたらすぐに　病院へ

　気温も湿度も高くなる夏は、食中毒が発生しやすくなります。食中毒というと、飲食店などが原因と思
われがちですが、皆さんの家庭でも、正しく食品を扱わないと食中毒が発生します。

問生活衛生薬務課…☎（２３７）２５５０

３原則を徹底しよう！

❶付けない
　調理や食事をする前には、必
ず手を洗いましょう。また、肉
や魚と生野菜は、包丁、まな板
を使い分けましょう。

❷増やさない ❸やっつける
　購入した肉や魚、
お惣菜などは、細菌
が増えないよう、なるべく早く
冷蔵庫に入れましょう。

　食品は中心までよく加熱しま
しょう。また、ふきんや調理器
具は、洗剤でよく洗い、熱湯な
どで消毒しましょう。

食中毒に気をつけましょう！
— ８月は食品衛生月間 —


