
みんなすこやか 各種健（検）診等の年間日程は「朝霞市保健
センターガイド」に掲載しています。

申・問／健康づくり課
　　　　☎ 465-8611  Ｆ466-7522

内　容 日　時 会　場 対　象 そ　の　他
離乳食ステップ
アップ教室

２月９日㈭
午前10時～11時45分

保健センター

令和４年３～７月生まれの第１子の
保護者

申／１月５日㈭から電話で
　　（先着20組）

マタニティ教室

３月11日㈯
午後１時30分～３時30分
３月26日㈰
午前10時～正午または
午後１時30分～３時30分

令和５年６～８月出産予定の初妊
婦・パパになる方

内容／歯っぴい講座、家族で育む食
生活講座、もく浴・妊婦体験、
　ＤＶＤ上映
申／１月５日㈭から電話で
　　（先着24組）

乳幼児健康診査 ※詳しい日程は、市ホームページまたは保健センターガイドをご確認ください。

乳幼児と保護者の方へ ※費用・無料

「やせ」も「肥満」も要注意！
今年の健康づくりの目標を立てよう！

内　容 日　時 会　場 対　象 そ　の　他

こころの健康相談 １月23日㈪
午後２時～３時

保健センター

精神面の健康に心配のある方や、認
知症や精神障害のある方とその家族 申／相談日の３日前までに電話で

ASAKA健康
ラウンジ

２月16日㈭
午後１時30分～３時

健康あさか普及員と健康づくりに関
心のある市民

内容／「こころのセルフケア術」、
健康づくりに関する意見交換ほか
申／電話で（先着15人）

成人の方へ

ニューイヤーオペラガラコンサート
Vol. Ⅴ
日時／１月29日㈰　午後１時～４時　
会場／ゆめぱれす（市民会館）　費用
／一般3,000円、ペア5,000円、学生
1,000円　申込方法／電話で　その他／
初心者の方も楽しめるよう字幕付きでお
届けします。　主催／ PASSIONE（パッ
シオーネ）事務局
申・問／吉

よし

見
み

　☎0120-921-881
Con te partiro（Time to say Good 
bye）を歌ってみよう
日時／1月18日㈬　午後3時～4時30分　
会場／中央公民館・コミュニティセン
ター　費用／500円　申込方法／電話で　
その他／イタリア語がわからなくても大
丈夫。読み方から練習します。　主催／
イタリア音楽を歌う会　問／市

いち

川
かわ

　☎
090-2306-6919

事案内行

モダンバレエ　コスモス
日時／毎週木曜日　①午後４時40分～（年
少～小学２年生）　②午後５時45分～（小
学３年生以上）　①②とも1時間　会場／
西朝霞公民館　入会金／2,500円　費用／
月4,000円　対象／年少～　その他／優し
い先生と楽しくレッスンしています。　問
／宇

う

佐
さ

美
み

Ｍ a.r.b.s.q.123@gmail.com
デッサン二流会
日時／毎月第１・３土曜日　午後１時～
４時　会場／西朝霞公民館　入会金／
1,000円　費用／月2,000円　その他／
画材・画題は気の向くままに。個性あふ
れるお絵描きサークルです。　問／清

し

水
みず

☎080-3542-3116
オラン・ジュ
（フラワーアレンジメント）
日時／毎月第３水曜日　午前10時～正
午　会場／根岸台市民センター　費用／月
4,000円　その他／季節の花やプリザーブ
ドフラワーなどを使ったアレンジメント教
室です。　問／小

お

澤
ざわ

　☎090-6026-2322
フラ・オハナ・カムケア（フラダンス）
日時／毎週火曜日　午後１時～３時、毎
週金曜日　①午後１時～２時30分　②
午後２時30分～４時　会場／中央公民
館・コミュニティセンター　費用／４回
4,400円　対象／女性　その他／初回体
験無料　問／松

まつ

井
い

　☎090-2314-4450
ベリーベリー（ベリーダンスサークル）
日時／毎週月曜日　午前10時～11時20
分　会場／東朝霞公民館　費用／月5,000
円　対象／成人女性　その他／プロダン
サーから優雅なベリーダンスを習ってみ
ませんか　問／中

なか

村
むら

　☎050-3573-9868

員募集会
男の料理クラブ
日時／毎月第２土曜日　午後１時～４時　
会場／西朝霞公民館　費用／月2,000円　
対象／男性　その他／料理経験のない
方も大歓迎です。　問／佐

さ

藤
とう

　☎070-
5467-4435
コスモス歌謡サークル
日時／毎月第１・３火曜日　午後６時
30分～８時　会場／中央公民館・コ
ミュニティセンター　費用／月3,000円　
その他／カラオケ仲間が欲しい方、元プ
ロ歌手がやさしく指導します。見学・体
験歓迎　問／米

よね

田
だ

　☎080-5178-0680
モダンバレエ　シエル
日時／毎週火曜日　午後５時～７時30
分　会場／南朝霞公民館　入会金／
2,500円　費用／月4,000円　対象／年
少～小学生　その他／無料体験あり。
「アラベスク朝霞」で検索　問／冨

とみ

岡
おか

Ｍ a.r.b.s.q.123@gmail.com
親子サークル木馬クラブ
日時／毎週水曜日　午前10時30分～
11時30分　会場／中央公民館・コ
ミュニティセンター　費用／月2,000
円　対象／令和５年４月１日時点で
２歳の子とその保護者　問／川

か わ ち

内
Ｍmokubaclub.2023@gmail.com
モダンバレエ　ミルキーズ
日時／毎週火曜日　午後５時30分～
７時　会場／東朝霞公民館　費用／月
4,000円　対象／３歳～　その他／無
料体験随時募集中　問／古

ふる

林
ばやし

　☎090-
4194-3655

市民伝言板
　市内の公共施設で定期的に活動
している団体の行事案内・会員募
集を掲載しています。掲載を希望
される方は市ホームページをご確
認ください。
問／シティ・プロモーション課
　　☎ 463-3059

記載のないものは、費用／無料　対象／
どなたでも　申込方法／当日直接会場へ
※市外局番のない電話番号等の市外局番は（048）です。

市民伝言板に掲載したお知らせは、新型
コロナウイルスの影響で、中止や延期と
なる場合があります。詳しくは各問い合
わせ先にご確認ください。 み

ん
な
す
こ
や
か

市
民
伝
言
板
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皆さん、こんにちは。医療の現場から新年の挨拶を
申し上げます。
日本に初めて新型コロナ感染患者が確認されてから
丸3年が経過しましたが、本年はどんな年になる事で
しょうか。
新型コロナが社会に落とした影響はさまざまですが、
1つ感じているのは、働きたいのに働くことを強制的
に抑制された方と、元々忙しいのに、さらに休む間を
削って働かざるを得なくなった方とのかい離です。前
者は飲食業、旅行、観光業等が代表ですが、営業継続
困難でやむなく人員整理や廃業を余儀なくされた中小
企業は少なからずあるはずです。エッセンシャルワー
カー等を含む後者には、私たち医療関係者も含まれま
すが、流行拡大時には休日・夜間等時間外労働に応じ
てきました。これまではなかった PCRセンターや集
団予防接種会場への出動、新型コロナ対策関連のWeb
会議等、列挙すればきりがありません。これらは通常
の診療時間を削るか、時間外に仕事をするしかなく、
休日出勤が常態化しています。しかしながら国の進め
る働き方改革は待ったなしで、医療従事者も例外では
なく、今後どこで折り合いをつけるのかが不透明です。
米国疾病予防管理センター（CDC）は昨年8月に、
全米の平均寿命がコロナ禍の過去2年で、2.7年短縮
したと衝撃の発表をしました。平均寿命の低下要因は、
この期間前半の74％、後半の50％がパンデミックの
影響であったと分析されています。厚生労働省の発表
では、令和3年の日本の平均寿命は0.1歳短縮しまし
たが、これは東日本大震災の影響を受けた2011年以
来のことです。震災は人々の健康や寿命にも甚大な影
響を与えましたが、コロナによる影響はこの程度で抑
えられたとみる見方もできると思います。
また、感染による健康被害は、間接的にも影響を与

えているかもしれません。糖尿病・高血圧・慢性腎疾
患等の通院治療の自己中断、特定健診やがん検診の受
診控えにより、さまざまな疾患の早期発見の機会が失
われ、重症化してから医療開始となる事などです。そ
の結果、健康維持や疾病管理不良等の健康被害だけで
なく、さらに医療費を増大させる事が考えられます。
朝霞地区4市では医師会と協力し、毎年国民健康保
険加入者の特定健診受診と医療費との関係を調査して
いますが、健診非受診者の医療費は高い傾向にあり、
健診連続受診者との差が年々拡大している事が確認さ
れています。
コロナ禍を迎え、世界の子どもたちの将来が常に気

になっています。物心が付いてから親以外と触れ合う
機会が減少し、対面しても適度なソーシャルディスタ
ンスが必要、コミュニケーションはオンラインでのや
り取りがほとんどという生活。公共物に触れる前には
必ずアルコール消毒し、人と直接肌が触れる事は良く
ないことだと思う子どもたちが育っていく社会。そこ
に血の通った人間関係のある将来を期待できるので
しょうか？行き過ぎた価値観を子ども心に植え付けて
しまうことにも、コロナ禍の恐ろしさが潜んでいる気
がしてなりません。
さて、国内の感染者数累計は、日本総人口のほぼ5

人に1人に近づきました。旧型コロナウイルスは
SARS、MERS 以外に既知の4種類があり、元々いわ
ゆる風邪症状の3割程度を占めると言われていますが、
これを恐れる者は誰もいないでしょう。新型コロナウ
イルスもそろそろ「5番目の風邪コロナウイルスにな
れ」と切に念じています。ウィズコロナですね。今年
から明るい生活、活気ある社会となる事を願いつつ、
稿を終えます。

日曜・休日に実施している医療機関
月日 場所 施 設 名 科 目 電話（048） 場所 施 設 名 科 目 電話（048）

1

8 新座 志木南口クリニック 内、外、小、消内、
整外、肛、リハ 485-6788 朝霞 大野眼科クリニック 眼 424-3733

9 和光 和光駅前クリニック 外、内、小、整外、
消内、肛、リハ 460-3466 朝霞 北朝霞駅前

クリニック 内 486-6333

15 新座 野火止クリニック 内、小、循内 479-5698 朝霞 栗原整形外科 外、整外、皮、
リウ 463-2325

22 新座 新座内科おなか
クリニック 内、消内 424-5055 志木 眼科龍雲堂医院 眼 471-0200

29 朝霞 ひるま小児科
クリニック 小 466-0320 和光 大森耳鼻咽喉科医院 耳 467-3314

日曜日、祝日に
開局している
薬局
下のコードから
確認できます。

わたくしたちの健康 年頭所感
たきざわ よしかず

朝霞地区医師会 会長 滝澤 義和
�464-4666

午前10時～午後4時

※当番医は変更になる場合があります。確認してからお出かけください。

救急医療のお問い合わせ
●埼玉県南西部消防局 �460-0123
●埼玉県救急電話相談 ♯7119（全国共通ダイヤル）または�824-4199（ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳ）

わ
た
く
し
た
ち
の
健
康
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