
38 広報あんじょう　2022.12

妊婦や乳幼児を対象とした
各種教室・相談

■場所の記載がないものはすべて保健センター（☎〈76〉１１３３）で行います
■母子健康手帳交付と妊婦指導、各種相談は㈷、１2月29日㈭～1月3日㈫は休み
ます
■４か月児・1歳６か月児・3歳児健診及び予防接種は個人通知します。通知書
を紛失した人や健診を受けていない人は、連絡してください

◆妊産婦・乳幼児相談
（電話・面談／面談の場合は要予約）
時㈪～㈮午前８時３０分～午後５時　
場保健センター（☎〈76〉１１３３）
対妊産婦、乳幼児をもつ保護者・
家族等

◆あんぱ～く利用者支援窓口
（電話・面談／随時受付）
時㈫～㈮午前９時～午後５時
場あんぱ～く（☎〈72〉2３１7）　
対１８歳未満の子をもつ保護者・家族等

◆乳幼児の子育て相談
（電話・面談／随時受付）
時①㈪～㈯午前９時～午後４時　
②㈪～㈮午前９時～午後４時
(いずれも正午～午後1時を除く)
場①あんぱ～く（☎〈72〉2３１7）　②各
子育て支援センター[二本木（☎〈77〉
277４）・あけぼの（☎〈97〉2276）・さく
ら（☎〈99〉2１００）・和泉（☎〈92〉８１００）]
対概ね3歳未満の子をもつ保護者
家族等

妊娠・出産、子育ての
悩みを抱え込まないで

省略記号 時期間・日時　場場所　対対象　定定員　持持ち物　他その他　申申込方法等

■申込みについて
各種教室・講座、スクスク子育て
相談室の申込みは、母子手帳アプ
リ「母子モ」（QRコードからダウン
ロード可）で申し込んでください。
申込開始日は各教室に
より異なります。各記
事で確認してください。

◆母子健康手帳交付と妊婦指導
時㈪～㈮午前８時３０分～正午
対市内に住民登録のある妊婦
持妊娠届出書（医療機関等で交付
されたもの）、マイナンバー確認書
類（妊娠届出書裏面を参照）　
他上記時間に来所できない場合は
問い合わせてください

◆母
おっぱい

乳準備のぷち講座
産後に向け助産師が指導。
時1月１８日㈬午前１０時～１１時
対市内に住民登録のある妊婦
定１４人（先着）　
申申込開始日➡1月４日㈬

◆きっかけ教室～子育てママ編～
産後のママに向けたリフレッシュ
できる運動。
時①1月１１日㈬　②1月25日㈬い
ずれも午前１０時～１１時　
場①➡保健センター　②➡アンフ
ォーレ本館
対3～６カ月未満児の親子（ママ
のみの参加も可）
定各１5人（先着）　
持飲料、赤ちゃん用の敷き物（バ
スタオル等）
申申込開始日➡１2月1日㈭

◆ゴックン教室（前期離乳食）
離乳食の開始から２回食までの進
め方の講習。
時1月１０日㈫・2４日㈫午後1時１5
分～２時１5分、午後２時４5分～3
時４5分
対４～６カ月児の保護者・家族等
定各１０組（先着）
申申込開始日➡１2月1日㈭

◆カミカミ教室（後期離乳食と歯
の手入れ）
3回食から離乳完了までの流れの
講習と歯の手入れについての講義。
時1月１7日㈫・３１日㈫午後1時１０
分～２時2０分、午後２時４０分～3
時5０分
対7～１１カ月児の保護者・家族等　
定各１０組（先着）
申申込開始日➡１2月1日㈭
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（井杭山町）

利用パパママの声

◆パパママ教室えいよう編
妊娠中の食生活について講義と調
理の見学・試食で学ぶ。
時1月１４日㈯午後1時３０分～3時
３０分
対来年3月～7月出産予定の市内
に住民登録のある妊婦とその家族
等
定2０人（先着）
申申込開始日➡１2月１2日㈪

◆スクスク子育て相談室
育児・離乳食や栄養・歯等の相談。
時1月１2日㈭・26日㈭午前９時～
１１時
対４歳までの子と家族等
持赤ちゃん用の敷き物（バスタオ
ル等）
申申込開始日➡１2月1日㈭（身長・
体重計測のみの場合は予約不要）

◆パパママ教室べんきょう編
出産前後のこころの変化・歯の健
康管理、新生児のお世話体験。
時1月2８日㈯午前９時１０分～１０時
４０分、午前１０時55分～午後0時25分
対市内に住民登録のある妊婦とそ
の家族等
定各１０組程度（先着）
申申込開始日➡１2月１2日㈪

「きっかけ教室～子育てママ編～」は
子どもと一緒に参加しやすく、久し
ぶりに運動ができて、体も心もリフ
レッシュできました。
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急病のときは
■1まずは、かかりつけ医へ
■2休日夜間急病診療所（保健センター併
設／☎︎〈７６〉２０２２）へ
科目 診察日 受付時間

内科
・
小児科

㈪〜㈮ 午後８時〜1０時
㈯ 午後５時〜９時

㈰・㈷・
年末年始
（1２月3０
日〜1月
３日）

午前８時3０分〜11時3０
分、午後1時〜４時3０
分、午後５時3０分〜９
時（午後５時3０分〜９時
は内科 · 小児科のみ）

歯科

■3救急医療情報センター(☎︎〈3６〉1133／
毎日２４時間受付）
■4子ども医療電話相談　受付日時➡毎日
午後７時〜翌日午前８時　電話番号➡
短縮番号♯８０００又は(☎︎０５２〈９６２〉９９００)
■5八千代病院(☎︎〈９７〉８111)､安城更生病
院(☎︎〈７５〉２111)

わたくしたちは、

＊たがいに助け合い、住みよ
いまちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を
育てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水と
みどりのまちをつくりま
しょう。

＊教養を高め、若い力を育て
ましょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭
をつくりましょう。

安城市民憲章

第3
3回

ふわとろ卵あんの中の
シャキシャキのキャベツが
アクセント！

●日時　12月23日㈮午前11時～午後１時30分
●スペシャルメニュー
ふんわり卵のキャベツ＆カニカマあんかけ炒
飯（唐揚げのっけサラダ付き）
680円（60食限定）
当日食堂でスペシャルメニューを注文した人
に「うどん(１袋)」をプレゼント！(先着３0人)

当日は、JAあいち中央が食堂内にて
「キャベツ」を販売します。（数量限定）

各種SNSの
リンク、イ
ベント情報

旬の野菜
を使った
レシピ

■問▶農務課
（☎〈７１〉２２33）

各種SNSで「おいしいあんじょう」について発信中！

〈地産地消への取り組み〉 このコーナーで紹介する農畜産物は、市内産直施設や小売店で購入できます。

SDGs（地産地消）市役所食堂イベント企画

刑法犯	 95件	（	856件	／＋119）
人身交通事故	57件	（	499件	／	 	＋99）
　負傷者	 72人	（	592人	／＋153）
　死者	 0人	（	 4人	／	 	 ＋1）

（年間累計／前年比）
１0月の犯罪・事故

火災	 5件	（うち建物	 3件）
救急	 708件	（うち急病	 492件）

１0月の火災・救急

総人口	 188,810人	（	−189）
男性	 96,736人	（	−140）
女性	 92,074人	（	 −49）
世帯数	 77,880世帯	（	−134）

人口・世帯
（令和４年11月1日現在）

（　）内は前月比

ふんわり卵のキャベツ＆
カニカマあんかけ炒飯

キャベツのはなし
キャベツは、ビタミンCを中心に、ビタミン、ミネラル類が豊富
で栄養価の高い野菜です。また、「キャベジン」と呼ばれるビタミ
ンUが含まれており、胃腸障害の予防・改善効果があります。
一年中食べられるほど品種が豊富で、冬キャベツは11月から３月
に旬を迎えます。葉が肉厚でしっかり巻いている特徴があり、加
熱すると甘みが増すので、煮込み料理に最適です。

①長ねぎをみじん切りにする。キャベツとかいわれ大根は食べや
すい大きさに切っておく。
②中火で熱したフライパンにサラダ油をひき、長ねぎを炒める。
③長ねぎがしんなりしたら、豚ひき肉を加えて火が通るまで炒める。
④③にごはんを加え全体に馴染むように炒め、塩・こしょうで味
を調えて、お皿に盛りつける。
⑤鍋にⒶを入れて沸騰させ、水溶き片栗粉を加えとろみをつける。
⑥⑤に溶き卵を流し入れる。卵がふわっとしたら火を止め、キャ
ベツとほぐしたカニカマを混ぜ合わせ、ごま油を加える。
⑦⑥を④にかける。かいわれ大根を添えて完成。	
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温かいご飯……………… 2杯分
豚ひき肉………………… 1２０g
長ねぎ……………………1/4本
塩・こしょう………………少々
サラダ油……………… 大さじ1
【あんかけ材料】
キャベツ………………… ２００g
カニカマ…………………… 3本
水溶き片栗粉………………適量
卵…………………………… 2個
ごま油………………………少々

（合わせ調味料)
おろしにんにく	…小さじ1/2
おろし生姜	 ……小さじ1/2
料理酒	…………… 大さじ1

Ⓐ しょうゆ	………大さじ1/2鶏がらスープの素	…小さじ1/2
オイスターソース	… 大さじ1
塩・こしょう	…………少々
水	…………………… ２００cc

かいわれ大根……………… ２０g

お い し い
あんじょう

今月は
「キャベツ」


