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問合先　保健センター☎271・2745

健診・検診名 実施期間 受診券の送付 その他
①特定健康診査
②後期高齢者の健康診査
③生活保護受給者等健康診査

8月1日(土)〜
　令和3年1月31日(日)

対象の方には、7月下旬に受
診券を送付します

④胃がん検診(胃カメラ)
⑤乳がん検診
⑥子宮頸がん検診
⑦大腸がん検診
⑧肝炎ウイルス検診

申込み済みの方には、7月下
旬から順次受診券を送付しま
す

申込みの受付を再開します
⇒�はがき･電話･ホームページで
お申込みください

健診・検診名（実施予定日） 受診券の送付 その他
⑨肺がん結核検診
⑩胃がん検診(バリウム)
⑪乳がん検診 申込み済みの方には、7月下

旬から個別に通知します

申込みの受付は終了しました

⑫歯周病検診（11月26日（木）・27日（金）、12月2日（水））
⑬骨粗しょう症検診（9月12日（土）、9月18日（金）） 申込みの受付を再開します

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、実施を見合わせていた健診・検
診を開始します。
なお、今後の感染症拡大の状況により、再度の延期・中止をする場合には
広報つるがしま、市ホームページでお知らせします。

延期に伴い、別日の検診車確保が難しいこと、感染症予防対策をして検診を行うことから、当初の計画ど
おりに実施できなくなりました。大幅に定員を減らして実施せざるを得ないため、⑨から⑪は、新規の申
込み受付を終了しました。大変申し訳ありませんが、ご理解くださるようお願いいたします。

医療機関で実施する健診・検診

保健センターで実施する集団検診

蚊が発生する季節を迎えました。ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、様々な感染
症にかかるおそれがあります。蚊が媒介する感染症にかからないためには、一人ひとりが、次のような対策をすることが重
要です。なお、世界保健機構(WHO)では「現時点では、新型コロナウイルスが蚊で伝染することを示す情報や科学的根拠
はありません」としています。
※　対策は蚊の活動が終息する10月下旬頃までを目安に行いましょう

健診・検診の実施開始のお知らせ

感染症を防ぐために蚊に注意しましょう

東武東上線
若葉駅西口徒歩3分

検  索ハートホール若葉

埼玉県鶴ヶ島市上広谷 793-51

社協葬
音楽葬
家族葬

感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう
・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行情報を把握しまし
ょう。もし、蚊を媒介する感染症の流行地域に渡航する場合には、
蚊に刺されないように万全な対策をしましょう
・屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌の露出を
避け、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしましょう

住まいの周囲に蚊を増やさないようにしましょう
・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き
缶に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生す
るので、日頃から住まいの周囲の水たまりを無く
すようにしましょう

申込みはこちら
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フレイル予防特集第2弾　目指せ！健康長寿

フレイル予防でいきいき生活
� 問合先　健康長寿課健康増進担当

チェック！ 市長も登場している「おうちでできる簡単体操」、詳しくはこちら 【次回は「食事でフレイル予防」
を紹介します】

「今月は運動でフレイル予防！」
皆さんは歩く速度が遅くなってきたと感じたり、転びやすくなったと感じた経験はありませんか。このような気づきがある人は
フレイルの可能性があり、フレイル予防には運動も大切です。簡単にできる運動でフレイル予防に取り組みましょう。運動時は、
こまめに水分補給や休憩を心がけ、熱中症にも注意しましょう。

❸筋力トレーニングのススメ
フレイル予防には、衰えやすい足腰の筋肉を強める、
筋力トレーニングも有効です。今回は、転倒予防に着
目し、暑い時期でも自宅で無理せず、スキマ時間に、
すぐにできる体操をご紹介します。

【つま先上げ、かかと上げ】
(すねやふくらはぎの筋力を鍛えることで、つまずきに
くくなります)
①椅子に座って、両足を軽く開きます
②ゆっくり ｢1、2、3、4｣ でつま先を上げ、ゆっくり
｢5、6、7、8｣ で下ろします
③次にゆっくり ｢1、2、3、4｣ でか
かとを上げ、ゆっくり ｢5、6、7、8｣
で下ろします

筋力トレーニングのポイント
●体操中に息を止めないようにゆっくり8秒声に出して
カウントしましょう。
●まずは5回1セット、週に3回以上を目標にしましょう。
回数は体調などにあわせて調整しましょう。

【スクワット】
(おしりと太ももの筋肉をバランス
よく鍛えることで、立ち上がりが
楽になります)
①椅子に浅く腰掛け、両足は肩幅
に開き、足裏をしっかり床につけ
ます
②机などにつかまり、ゆっくり ｢1、
2、3、4｣ で立ち上がり、ゆっくり
｢5、6、7、8｣ で座ります�

❶ウォーキングのススメ
天気が良ければ屋外など開放された場所で身体を動か
しましょう。散歩はおすすめです。人ごみを避けて行
いましょう。市内には ｢元気つるがしま健康ウォーキ
ングマップ｣ に掲載されたウォーキングコースが10コ
ースあります。この機会に歩いてみませんか。詳しくは、

市ホームペー
ジをご確認く
ださい。

❷テレビ・ラジオ体操のススメ
ラジオ体操のような自宅でできる運動も、筋肉の衰え
予防に役立ちます。テレビやラジオの放送時間に合わ
せて体操しましょう。

テレビ体操放送時間
　Eテレ　毎週月〜日曜日� 6時25分〜
　総合　毎週月〜金曜日14時55分〜

ラジオ体操放送時間
　ラジオ第1　毎日　　�　6時30分〜�
　ラジオ第2　日曜日除く12時〜

※　放送は休止になることや時間が
　　変更になることがあります

詳細はこちら

運動のススメ
体を動かさないと筋肉量が落ち、足腰が弱り、いざ外へ出ようとしてもふらついて転倒し、骨折などのけがをしやすくなります。動かない時間を減らし、自宅でもできるちょっとした運動で体を守りましょう。
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　｢フレイル｣ とは、加齢にともな
い心身の機能が低下した状態のこと
で、健康と要介護の中間の状態を指します。フレイル予防
には3つの柱があり、栄養(食と口腔機能)と運動と社会参
加が重要になります。
　今回は栄養の中でも特に筋力アップの食事についてで
す。まずは毎日3食欠かさず規則正しく食べることが大切
です。1回の食事で主食(ごはん、パン、麺など)1皿、主菜
(魚、肉、卵、大豆製品など)1皿、副菜(野菜、海藻、きの
こ、芋類など)2皿のバランスをとりましょう。
　特に主菜になるタンパク源は、筋肉や血液などを作る材
料になります。魚や肉なら手のひらにのる程度、卵なら1
個分、納豆なら1パック、豆腐なら半丁程度を目安に毎食
いずれか1品をできるだけ偏りなく食べたいものです。間
食にはコップ1杯程度の牛乳やヨーグルトなどがおすすめ
です。手軽に摂れるタンパク源としていつも冷蔵庫に入れ
ておきたいものは、納豆や豆腐、厚揚げ、卵、チーズなど。
保存のきくものとしてはツナや鮭、鯖などの缶詰が便利で
す。時間のないときやバランスが悪いとき、和え物や汁物
に混ぜると、主菜と副菜が一緒に摂れてバランスがとりや
すくなります。
　あわせてラジオ体操や散歩をしたり、軽い筋トレをして
日々身体を動かすことが筋力アップの秘訣です。

女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　川
か わ も と

本 尚
な お こ

子

フレイル予防
〜筋力アップの食事〜

埼玉県HP

令和2年4月1日より健康増進法が全面施行されたことにより、
多くの人が利用する飲食店やオフィスなどの全ての施設が ｢原
則屋内禁煙｣ となりました。
ただし、小規模な飲食店(※)については、経過措置として、喫
煙可能室を設置することが可能となっています。
しかし、令和3年4月1日から、埼玉県受動喫煙防止条例が施行
されることにより、小規模な飲食店において、喫煙可能室を設
置する場合には、全ての従業員の承諾が必要になります。
また、条例に違反した場合には、罰則が適用になりますので、
ご注意ください。
※　令和2年4月1日現在で営業しており、資本金または出資金
の総額が5000万円以下で、客席面積が100㎡以下の店舗
問合先　県健康長寿課☎048・830・3582�

なくそう！望まない受動喫煙
令和3年 4月1日より、小規模な飲食店が

喫煙可能室を設置する場合の条件が厳しくなります

予防接種を差し控えないで！

新型コロナウイルス感染症の感染をおそれ、小児
の予防接種を控える動きが広がっています。現
在、ワクチンが開発されている感染症は感染した
場合、重篤な合併症を起こしたり、死亡すること
もある恐ろしい病気です。特効薬がなく対処療法
となるため、ワクチンを接種し感染を予防するこ
とがいちばん有効な手段となっています。
予防接種は、接種する時期(年齢)、回数などが定
められており、それにしたがい予防接種を受ける
ことが最も病気を予防するのに効果的と言われて
います。
予防接種は不要不急の外出にあたりません。決め
られた時期に必ず受けましょう。
問合先　保健センター☎271・2745

小児慢性特定疾病受給者証の
有効期間が延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和
2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効
期間が満了する方について、現在お持ちの受給者
証の有効期間が自動で1年間延長されます。詳細
については、県からのお知らせやホームページな
どをご確認ください。
問合先　県疾病対策課☎048･830･3562

9月号の原稿締切は､7月22日(水)です。※「仲間になりませんか」のコーナーは､同一サークルなどは年1回の掲載です。
それ以外の原稿は､ 同一サークル年3回までで、同一号には1件までの掲載に限らせていただきます。27� Tsurugashima　2020.7

〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数(6月1日現在)
人　口　6万9962人�(前月比-4)
世帯数　3万1661世帯(13)
　男　　3万4662人　(-16)
　女　　3万5300人　(12)

7月の相談

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月〜金曜日9時〜16時30分
☎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.
� tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎　0120•0•78310

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289・1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日〜1月3日)／9時〜12
時、14時〜17時、18時〜21時
※受付は診療時間の30分前で終了
※重症な方は救急指定病院へ

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治療
を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院（全日24時間対応）

◆女性のための法律相談(要予約)　
8日(水)10時〜13時　※8月の受
付は9日から／電話相談▷女性セ
ンター☎287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
月・水・金曜日10時〜16時▷直
通ダイヤル☎298・7716
◆教育相談
月〜金曜日9時〜16時30分（電話
相談可）▷教育センター☎286・
8993
◆消費生活相談
月〜金曜日9時30分〜12時・13
時〜15時、土曜日9時30分〜12
時(電話相談のみ)▷市役所2階消
費生活センター
◆消費生活弁護士相談(要予約)
31日(金)13時〜17時(6日から受
付)▷市役所2階消費生活センター�
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク)
月〜金曜日10時〜17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎272・4001
◆内職相談
火・木曜日10時〜12時、13時〜
16時▷市役所2階内職相談室
◆こころの健康相談(要予約)
21日(火)9時30分〜／市役所1階
▷障害者福祉課

休日急患診療（内科・小児科）

いずみ眼科
坂戸市泉町2-11-8-1F
☎282・5315
診療日時　7月12日(日)9時〜17時
※休憩時間は要確認

7月の眼科在宅当番医 大人・小児の救急電話相談

埼玉県AI 救急相談

◆弁護士による法律相談(要予約)
　（金銭・離婚・家族）
7日(火)(受付中・電話相談)、17
日(金)(3日から受付)、8月4日
(火)(21日から受付)13時〜16時
／市役所5階▷地域活動推進課
◆司法書士による法律相談(要予約)
　（相続、贈与など）
9日(木)(受付中・電話相談)、8月
13日(木)(30日から受付)9時〜12
時／市役所3階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談（予約優先）
　（相続、贈与など）
9日(木)・30日(木)（16日から受付）
13時〜16時／市役所3階▷地域活
動推進課
◆行政相談
17日(金)13時〜16時／市役所5階▷
地域活動推進課
◆人権相談
17日(金)13時〜16時／市役所3階
▷総務人権推進課
◆不動産相談(予約優先)
7月は中止、8月4日(火)(21日から
受付)13時〜16時／市役所5階▷
地域活動推進課
◆税務相談(要予約)
14日(火)(受付中）、8月4日(火)(21
日から受付)13時〜16時／電話相
談▷税務課

スマートフォンやパソコンから利用者が相談した内容をもとに、
可能性のある症状を案内し、緊急度の判定を行います。

埼玉県HP

慣れない新班長さんに、登校を始
めたばかりの一年生…学校再開後
の少しそわそわした子どもたち
に、交通指導員のあたたかい眼差
しが注がれていました。マスクを
着用して感染症予防を徹底しなが
ら、元気に声をかけます。「行っ
てらっしゃい、気を付けてね！」

今月の表紙




