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全国共通のエコチル調査コールセンターでは、
調査についてのお問い合わせだけでなく、育児
相談も承っています。看護師、保健師、栄養
士など実務経験豊かなスタッフが親身になっ
て対応いたします。お気軽にお電話ください。

　　　　　　「暑いですね…。」と思わず言葉に出てしまうほどの厳しい暑さの今年の夏。そんな中、エリックさんのステージ
は暑さを吹き飛ばすほどのパワーでした。さて、秋が訪れ、だんだん日も短くなってきましたね。秋の夜長、虫の声を聞きながら、
親子で月を眺めたり、いつもより少し長い絵本を読んだり…。また食欲の秋と言われるだけあって、秋刀魚、栗ご飯、月見団
子や梨、柿、葡萄…季節を感じるおいしいものがたくさんあります。しっかり食べて夏の疲れをいやし、お子さんと一緒に体
を動かし、元気にそれぞれの秋を楽しんでくださいね。「かわら版 Vol.12」お届けしました。センター長を中心に、参加者の皆
さまに寄り添って歩む京都ユニットセンターでありたいと思っています。ご感想などお待ちしています。　

6か月～ 2 歳の４つの質問票を全てご提出くださった
方に感謝をこめて「がま口」をプレゼントしてきた

「2 歳質問票返送キャンペーン」。4 歳、6 歳のプレゼ
ントも日頃頑張っていらっしゃるみなさまにお使いい
だけるようなオリジナルグッズを、スタッフが心を
こめて選びました。詳しくは HP をご覧ください。

お引っ越しなどで住所や電話番号などが変更になった場
合、お手持ちの「登録内容変更届」にご記入いただき、
質問票等と一緒にご返送ください。または、京都ユニッ
トセンター（木津川地区の皆さまは同志社大学サブユニッ
トセンター Tel :0774-65-6066 ）までご連絡ください。

■風呂敷を使ってみよう
　（おとな対象）

開催日︓1１月 16 日（木）
時　間︓10︓30 ～
場　所︓左京保健センター

■消しゴムはんこで
お正月グッズをつくろう
開催日︓12 月 7 日（木）
時　間︓10︓00 ～

11︓00 ～

■クリスマス音楽会
開催日︓12 月 2 日（土）
時　間︓10︓00 ～
場　所︓同志社大学
　　　　赤ちゃん学
　　　　研究センター

 フリーダイヤル・年中無休
　9︓00 ～ 22︓00 

こんにちは！中山センター長

各地区のイベントのお知らせ

 毎月 2 回程度、京都ユニットセンター
よりお送りするメルマガ会員になり
ませんか。医師や専門家によるコラム

 京都ユニットセンターに登録されているエコチル調査
参加者の方を対象に、小児科医が個別に無料で面談し
て相談にのります。お子さんの健康や発達に関して心
配なこと、気がかりなことがありましたら、お気軽に
ご相談ください。

メルマガに

登録しませんか？

育児健康相談のお知らせ

質問票返送キャンペーン

エコチル調査コールセンター

変更はありませんか？

要予約

0120－53－5252
全国

詳細はHPをご覧ください

申込について

プチイベント

エコチル☆ファミリア エコチルカフェ

１8

★それぞれの対象地区のイベントチラシを同封しております。詳細は、チラシをご覧ください。

Vol．12
エコチルどすえかわら版  はエコチル調査京都ユニットセンターと京都・長浜・木津川の参加者の皆さまを繋ぐ会報誌です

発行　京都大学大学院医学研究科エコチル調査京都ユニットセンター

ecochil-kyoto
@wadm.jp

「子育て情報」と、エコチルスタッ
フによるコラム「ほっとひと息」を
お届けしています。新規ご登録の方、
アドレス変更のため再登録をご希望
の方は空メールを送信してくださ
い。氏名のご登録は不要です。次回
の配信より皆さまにお届けします。

編集後記

エコチル調査京都ユニットセンター長 / 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 教授
中山 健夫（なかやま　たけお）

　かわら版でエコチルママさんや、
エコチルキッズたちの写真を見て
成長を一緒に感じています。
また、小児科の先生のお話も勉強にな
ります。私自身、エコチル育児健康相
談を利用したのですが、ゆっくり話を
きいていただき、助かりました。

【京都・長浜地区】
075-366-7400
９:00 ～ 16:00

【木津川地区】
0774-65-6066
10:00 ～ 16:00

電話番号と
電話受付時間
★平日のみ

※薬や診断書は出ませんので、ご了承ください。
※前日までにお電話にてお申し込みください。
　折り返し、詳細をご案内いたします。
※HP の申込みフォームもご利用ください。

■クリスマスライト
を作ろう（キッズ対象）
開催日︓12 月６日（水）
時　間︓13︓30 ～
場　所︓北保健センター

http://ecochil-kyoto.jp/campaign2017/
■4歳キャンペーン
対象となる質問票：２歳 6ヵ月・3歳・3歳 6ヵ月・4歳
■6歳キャンペーン
対象となる質問票：４歳 6ヵ月・5歳・5歳 6ヵ月・6歳

　　　　　それにしても・・・・京都ユニットセンター
のオフィスはあっちだったから、先生は少し離れたとこ
ろにいらっしゃるんですね。京都大学って、自転車で移
動しなきゃならないくらいほんとうに広いわ。ええっ
と・・・「社会健康医学系専攻 健康情報学」は、ここの
建物の 2 階ね。はじめまして、中山先生。エコチル参
加者のエコです。京都地区で調査に参加しています。今
日は、よろしくお願いいたします。

　　　　こんにちは。4 月から京都ユニットセンター
　　　　を引き継いだ中山健夫です。エコさんはエコ

チル調査に参加してくださっているのですね。
ご協力どうもありがとうございます。エコチル調査は子
どもたちの健やかな成長や、お母さん方の支援に役立つ
科学的知見を明らかにする一大プロジェクトですが、参
加者の方々と研究者の距離の近さが良いですね。こうし
て、直接お目にかかれてとても嬉しく思います。

　　　　簡単に言えば、「公衆」は「みんな」、そし
て「衛生」は「命を守る」ことです。憲法

　　にも「国は公衆衛生の向上に努める」と述
べられています。ですから、少しでも多くの人たちが、
健康でいきいきと生きて、穏やかに一生をまっとうで
きるような社会を目指す医学
が「公衆衛生」と言えます。

Q１社会健康医学って何ですか︖

えこさん

えこさん

　　　　　私もとっても嬉しいです︕先生はこの 4 月か
らエコチル調査京都ユニットセンターのセンター長にな
られたんですよね。初代の小西郁生先生（本学名誉教授）
は「婦人科学産科学の先生」、次の平家敏男先生は「発達
小児科学の先生」でした。中山先生は「社会健康医学系
専攻 健康情報学分野の先生」でいらっしゃるんですね。
・・・あの、先生。私も妊娠と出産を経験したので「産
婦人科の先生」も「小児科の先生」も、何となくですが

えこさん

イメージできるんです。でも「社会健康医学」って
いう言葉は初めて聞きました。うーん、イメージが
わきません。いったいどんなことを研究されている
のですか︖

　　　　　あの・・・先生。
「公衆衛生」とは何でしょうか。
聞きなれない言葉なのですが。

開催日︓1１月 15 日（水）
時　間︓10︓30 ～
場　所︓宮井株式会社　4 階
※お子様のご同伴はご遠慮ください。

※お子様もご同伴いただけます。

※各回約 1時間程度

場　所︓長浜市神照まちづくり
センター

中山先生

A

　　　　健康と医療問題はとても幅広く、複雑に
　　　　　なっています。医療は狭い意味では病院の

中の話ですが、さまざまな問題は病院の中
で起こることもあれば、病院の外、家庭や地域、職場
といった社会の中で起こることも、たくさんあります。
もちろん医療も医者が勝手にやって良いものではあり
ませんから、医療そのものも社会の中で捉えていく必
要があります。より良い医療や社会を目指す医学の専
門領域として 2000 年、京都大学に社会健康医学の大
学院が設置されました。伝統のある欧米の専門大学院
を一つのモデルとして、これまでの公衆衛生の
考えを発展させたものです。

中山先生

A

中山先生

A

いつも調査に楽しく参加し
ています。メルマガを毎回
読み、幸せな気持ちにさせ
ていただいてます。これか
　らもがんばってください。
　　　応援しています！

【京都地区・ドクター
ばんばんさんより】

【京都地区・投稿者さんより】

みなさん、こんにちは！
ようやく秋になって体力回復のエコです。

　　ゆうも４歳になりましたよ。エコチルキッズの
みんなもお元気ですか？
今日はエコチル調査京都ユニットセンターのセンター長、
中山健夫先生とお会いするんです。「センター長」に
直接インタビューなんて、はじめてなのです！！
少し緊張します～！でも、今回はゆうが幼稚園に
　行っている間にお会いできるので、いつもより
　　　落ち着いてお話を聞くことができるかな

と思っています。

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 分子生物実験研究棟129号室





質問票返送ありがとう！
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昨年も参加させていただき、親子共々
とっても楽しませていただきました♡
今年も是非とも参加して 1年成長した
我が子の反応と共に楽しみたいです♪

京都地区

長浜地区

木津川地区

浅井文化ホールは、最寄り駅のＪＲ北陸本線虎姫駅から約5キロ、車
で北陸自動車道の高架を超えて10分ほどのところにあります。広い
駐車場がありますので、ほとんどの方は車で来られます。長浜市と
の共催ということもあり、午後のフェスタには今年も長浜市長さん
がご挨拶に来てくださいました。長浜のスタッフは手先の器用な人
が多く、仕事の合間を見つけて作りためてきた手作りのおみやげを
ご来場の子どもたちにプレゼントしました。みんな喜んで持って帰
ってくれました。

アスピアやましろは、ＪＲ奈良線棚倉駅から徒歩5分のところにあり
ます。まずは木津川市のマスコットキャラクターいづみ姫が、ロビ
ーで皆さんをお出迎え。大人気でした。エリックさんのコンサート
を楽しむ子どもたちの歌声、笑顔、エリックさんのお話を真剣に聞
く様子など全てが愛おしくて、今年もエコチルアルバムに素敵な思
い出の1ページが増えました。

三地区それぞれの会場で、午前、午後の2公演、
笑顔いっぱいのエコチルファミリーにお会いできました。
参加してくださった皆さま、ありがとうございました。
また、フェスタへの申込みハガキには、今年もたくさんのイラストやメッセージ
をお寄せいただき、ありがとうございました。
ホームページでもご紹介していますが、こちらでも少しだけご紹介いたします。
来られなかった方々にも、当日の様子がお届けできますように︕

質問票のご返送に感謝をこめて開催して
います夏休みの恒例行事、京都ユニット
センターのエコチルフェスタ。今年で4
回目となりました。
昨年に引き続き、今回もエコチルサポータ
ー代表でもあります、テレビでおなじみの
エリックさんのコンサートを開催しました。

同志社大学寒梅館は、地下鉄今出川駅のそば、烏丸通りに面したと
ても便利なところにあります。今年も暑い日となりましたが、たく
さんのご家族がご来場くださいました。1年ぶりにエリックさんに
会うキッズも、初めてエリックさんに会うキッズも、ノリノリのス
テージに引き込まれ、楽しいひとときとなりました。エコチル調査
の報告などは、会場のホワイエに並べたパネル展示としましたので
会場の出入りの際に見てくださいました。

同志社大学寒梅館ハーディーホール

月 日（土）

浅井文化ホール

月 日（日）

木津川市山城総合文化センターアスピアやましろ

共催︓長浜市

後援︓京都市

共催︓木津川市

月 日（土）

【京都地区・ゆうかさんより】
昨年もエコチルフェスタでエリックさんの
コンサートに参加しました。息子は当時2歳3か月でした
が今年のチラシを見ると「これ、前に行ったね。また行
きたい！」と言いました。大人になれば忘れてしまう記
憶だとしても、たくさんの思い出作りをしたいと思う母
の気持ちに応えてくれているようで嬉しくなりました。

【木津川地区・スヌーピー大好きさんより】
昨年も行きました。娘二人が大喜びで、テレビで見て
いたエリックさんが目の前にいて、主人も私もみんな
ですごく楽しい１日を過ごすことができました。
エコチルのイベント、いつも楽しみにしています。

【長浜地区・投稿者さんより】

長浜地区
ユウママン

さん

木津川
地区

みづは
さん

京都地区
なおんみ

さん

木津川
地区

しょう
ゆちゃん

楽しかったねありがとう

京都地区
はるなさん
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開催日︓12 月６日（水）
時　間︓13︓30 ～
場　所︓北保健センター

http://ecochil-kyoto.jp/campaign2017/
■4歳キャンペーン
対象となる質問票：２歳 6ヵ月・3歳・3歳 6ヵ月・4歳
■6歳キャンペーン
対象となる質問票：４歳 6ヵ月・5歳・5歳 6ヵ月・6歳

　　　　　それにしても・・・・京都ユニットセンター
のオフィスはあっちだったから、先生は少し離れたとこ
ろにいらっしゃるんですね。京都大学って、自転車で移
動しなきゃならないくらいほんとうに広いわ。ええっ
と・・・「社会健康医学系専攻 健康情報学」は、ここの
建物の 2 階ね。はじめまして、中山先生。エコチル参
加者のエコです。京都地区で調査に参加しています。今
日は、よろしくお願いいたします。

　　　　こんにちは。4 月から京都ユニットセンター
　　　　を引き継いだ中山健夫です。エコさんはエコ

チル調査に参加してくださっているのですね。
ご協力どうもありがとうございます。エコチル調査は子
どもたちの健やかな成長や、お母さん方の支援に役立つ
科学的知見を明らかにする一大プロジェクトですが、参
加者の方々と研究者の距離の近さが良いですね。こうし
て、直接お目にかかれてとても嬉しく思います。

　　　　簡単に言えば、「公衆」は「みんな」、そし
て「衛生」は「命を守る」ことです。憲法

　　にも「国は公衆衛生の向上に努める」と述
べられています。ですから、少しでも多くの人たちが、
健康でいきいきと生きて、穏やかに一生をまっとうで
きるような社会を目指す医学
が「公衆衛生」と言えます。

Q１社会健康医学って何ですか︖

えこさん

えこさん

　　　　　私もとっても嬉しいです︕先生はこの 4 月か
らエコチル調査京都ユニットセンターのセンター長にな
られたんですよね。初代の小西郁生先生（本学名誉教授）
は「婦人科学産科学の先生」、次の平家敏男先生は「発達
小児科学の先生」でした。中山先生は「社会健康医学系
専攻 健康情報学分野の先生」でいらっしゃるんですね。
・・・あの、先生。私も妊娠と出産を経験したので「産
婦人科の先生」も「小児科の先生」も、何となくですが

えこさん

イメージできるんです。でも「社会健康医学」って
いう言葉は初めて聞きました。うーん、イメージが
わきません。いったいどんなことを研究されている
のですか︖

　　　　　あの・・・先生。
「公衆衛生」とは何でしょうか。
聞きなれない言葉なのですが。

開催日︓1１月 15 日（水）
時　間︓10︓30 ～
場　所︓宮井株式会社　4 階
※お子様のご同伴はご遠慮ください。

※お子様もご同伴いただけます。

※各回約 1時間程度

場　所︓長浜市神照まちづくり
センター

中山先生

A

　　　　健康と医療問題はとても幅広く、複雑に
　　　　　なっています。医療は狭い意味では病院の

中の話ですが、さまざまな問題は病院の中
で起こることもあれば、病院の外、家庭や地域、職場
といった社会の中で起こることも、たくさんあります。
もちろん医療も医者が勝手にやって良いものではあり
ませんから、医療そのものも社会の中で捉えていく必
要があります。より良い医療や社会を目指す医学の専
門領域として 2000 年、京都大学に社会健康医学の大
学院が設置されました。伝統のある欧米の専門大学院
を一つのモデルとして、これまでの公衆衛生の
考えを発展させたものです。

中山先生

A

中山先生

A

いつも調査に楽しく参加し
ています。メルマガを毎回
読み、幸せな気持ちにさせ
ていただいてます。これか
　らもがんばってください。
　　　応援しています！

【京都地区・ドクター
ばんばんさんより】

【京都地区・投稿者さんより】

みなさん、こんにちは！
ようやく秋になって体力回復のエコです。

　　ゆうも４歳になりましたよ。エコチルキッズの
みんなもお元気ですか？
今日はエコチル調査京都ユニットセンターのセンター長、
中山健夫先生とお会いするんです。「センター長」に
直接インタビューなんて、はじめてなのです！！
少し緊張します～！でも、今回はゆうが幼稚園に
　行っている間にお会いできるので、いつもより
　　　落ち着いてお話を聞くことができるかな

と思っています。

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 分子生物実験研究棟129号室




