
平成25年度 女性の健康週間における取組の概要

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先

1
兵庫県ホームページ
による「女性の健康週
間」の啓発

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－

2014/3/1～
3/8
※「女性の健
康づくりについ
て」という名称
で通年公開

随時

http://web.pr
ef.hyogo.lg.jp/
hw13/hw13_0
00000065.htm
l

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-342-7711内
3282)

○「女性の健康週間」
とともに、骨粗鬆症や
更年期障害に関する啓
発、妊娠相談を含めた
相談窓口の紹介を実施

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-341-7711内
3282)

2
ラジオ媒体による女
性の健康週間の周知

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ 2014/3/1
18:55～（予
定）

－

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-342-7711内
3282)

○対象：一般県民
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発
○媒体：Kiss-FM

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-341-7711内
3282)

3
庁内放送による女性
の健康週間の周知

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ 2014/3/3 9:00～ －

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-342-7711内
3282)

○対象：来庁者、庁内
職員
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-341-7711内
3282)

4
「女性の健康週間」啓
発用チラシの作成

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－

2014/2/4送
付
※週間啓発
用に活用を
依頼

http://web.pr
ef.hyogo.lg.jp/
hw13/hw13_0
00000065.htm
l

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-342-7711内
3282)

○対象：（データ送
付）市町・健康福祉事
務所、（ＨＰ）一般県
民
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康づくり
推進係
TEL(078-341-7711内
3282)

5
平成２５年度
思春期保健連絡会

兵庫県芦屋健康福祉
事務所

兵庫県芦屋健康福祉
事務所１階衛生教育
室（兵庫県芦屋市公
光町）

2014/3/4 15:00～17:00
兵庫県芦屋健康福祉事
務所地域保健課
℡0797-32-0707

助産師を助言者に招
き、市内高等学校養護
教諭及び管内思春期保
健担当部署とで思春期
保健における課題（心
と体の悩み、望まない
妊娠の予防、性感染症
等）について検討。

兵庫県芦屋健康福祉事
務所（地域保健課）
℡0797-32-0707

6

平成２５年度　自殺予
防研修会　　「女性の
ライフスタイルとメンタ
ルヘルス」

宝塚健康福祉事務所
（宝塚保健所）

宝塚市立男女共同参
画センター・エル　学
習交流室１Ａ・Ｂ

3月10日 14:30～16:30 なし
兵庫県宝塚健康福祉事
務所（地域保健課）
℡0797－72－0054(代)

対象　宝塚市・三田市
管内地域関係者（産
科・婦人科の医療関係
者、行政関係者など）
内容　講演会

兵庫県宝塚健康福祉事
務所（地域保健課）
℡0797－72－0054(代)

4．日時
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7 さんだ愛育班だより さんだ愛育班 三田市全域
2014/3/1
～3/8

兵庫県宝塚健康福祉事
務所（地域保健課）
℡0797－72－0054(代)

さんだ愛育班が配布す
る団体広報紙に女性の
健康に関する情報を掲
載（800部）

兵庫県宝塚健康福祉事
務所（地域保健課）
℡0797－72－0054(代)

8
女性の健康に関する
普及啓発

兵庫県
伊丹健康福祉事務所

川西市新田ふれあい
会館

2013/3/5 AM －
兵庫県伊丹健康福祉事
務所(地域保健課)
TEL:072-785-7462

愛育班員に対して、
リーフレットを配布し
女性の健康について意
識づけ、普及啓発を行
う。

兵庫県伊丹健康福祉事
務所(地域保健課)
TEL:072-785-7462

9
子宮がん・乳がん予
防等の普及啓発

兵庫県
伊丹健康福祉事務所

伊丹健康福祉事務所
掲示スペース等

2013/3/1～
2013/3/8

8:45～17:45 －
兵庫県伊丹健康福祉事
務所(地域保健課)
TEL:072-785-7462

子宮がんや乳がんの予
防・早期発見治療につ
いて庁舎内にポスター
やチラシを掲示。

兵庫県伊丹健康福祉事
務所(地域保健課)
TEL:072-785-7462

10
庁内放送及び庁内に
ポスター掲示

加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎
2014/3/3、
3/5

13:00～
兵庫県加古川健康福祉
事務所（地域保健課）
079-422-0003

庁内放送にて来庁者、
職員に「女性の健康週
間」について周知予定

兵庫県加古川健康福祉
事務所（地域保健課）
079-422-0003

11
神戸大学看護学生実
習

加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎 2014/3/4 13:00～
兵庫県加古川健康福祉
事務所（地域保健課）
079-422-0003

実習生にオリエンテー
ション時にチラシを配
布し、説明予定

兵庫県加古川健康福祉
事務所（地域保健課）
079-422-0003

12
加古川健康福祉事務
所管内栄養士会研修
会

加古川健康福祉事務
所管内栄養士会

かこむ 2014/3/5 13:30～
兵庫県加古川健康福祉
事務所（健康管理課）
079-422-0002

研修会に参加した病
院、福祉関係の栄養士
会員　30名にチラシを
配布し周知予定。また
配布したチラシを職場
で掲示していただき、
普及啓発を図るよう依
頼予定

兵庫県加古川健康福祉
事務所（地域保健課）
079-422-0003
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13
女性の健康週間につ
いて（明石いずみ会
役員会）

明石健康福祉事務所
健康管理課

明石健康福祉事務所
栄養指導室

2014/3/3 13:00～15:00
兵庫県明石健康福祉事
務所（健康管理課）
TEL;078-917-1627

明石いずみ会役員会参
加者を対象に、「女性
の健康週間」を周知
し、中・高年期の女性
の体や、健康づくりに
ついて、保健師が講話
する。

兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

14
女性の健康週間につ
いて（看護学生）

明石健康福祉事務所
地域保健課

明石健康福祉事務所
保健指導室

2014/3/4 未定
兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

当所に実習中の看護学
生を対象に、「女性の
健康週間」を周知し、
青年期の女性の体や妊
娠・出産に向けて禁
煙・受動喫煙防止につ
いての講話を行う。

兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

15

健康相談（２１世紀の
健康づくりシリーズ第
63回大会講演会に併
設）

明石市医師会
明石市立市民会館
大ホール

2014/3/5 12:30～16:30

http://www.a
kashi.hyogo.m
ed.or.jp/21th/
index.html

明石市医師会
TEL;078-920-8739

２１世紀の健康づくり
シリーズ講演会に併設
の保健師による健康相
談コーナーにて、女性
の相談者には、ちらし
を用いて「女性の健康
週間」を周知し、心と
体の個別相談を行う。

兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

16 ポスターの掲示
明石健康福祉事務所
地域保健課 明石健康福祉事務所

2014/3/3～
3/7

終日
兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

庁舎内にポスター（ち
らしをA3に拡大したも
の）を掲示。

兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

17 ちらしの配布
明石健康福祉事務所
地域保健課 明石健康福祉事務所

2014/3/3～
3/7

終日
兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

来所者にちらし配布。
兵庫県明石健康福祉事
務所（地域保健課）
TEL；078-917-1131

18
神崎郡いずみ会役員
会

神崎郡いずみ会
中播磨健康福祉事務
所（福崎保健所）

3月6日 １３：３０～
兵庫県中播磨健康福祉
事務所（福崎保健所）
Tel:0790-22-1234

いずみ会役員（中高年
女性）対象に、生活習
慣病予防、更年期の健
康づくりについて啓
発。（2月7日郡いずみ
会研修会ではチラシ45
枚配布済み）

兵庫県中播磨健康福祉
事務所（福崎保健所）
Tel:0790-22-1234
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19
啓発用リーフレットの
窓口設置および庁内
掲示

赤穂健康福祉事務所 赤穂健康福祉事務所
2014/3/1～
3/8

兵庫県赤穂健康福祉事
務所（地域保健課）
0791-43-2321

リーフレットを窓口設
置および庁内掲示し、
来庁者に対して普及啓
発を行う

兵庫県赤穂健康福祉事
務所（地域保健課）
0791-43-2321

20
関係団体（いずみ会）
への普及啓発

赤穂健康福祉事務所 赤穂健康福祉事務所 2014/3/3 13:30～15:00
兵庫県赤穂健康福祉事
務所（地域保健課）
0791-43-2321

地域団体の集会におい
てリーフレットを配布
し普及啓発を行う

兵庫県赤穂健康福祉事
務所（地域保健課）
0791-43-2321

21
女性の健康に関する
図書展示

明石市男女共同参画
課

あかし男女共同参画
センター（アスピア明
石北館7階）

2014/3/１～
3/31

9:00～22:00

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/community
/danjyo_ka/da
njyo/

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

情報コーナーでの女性
の健康に関する図書の
展示や情報提供

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

22
女性のこころとからだ
の健康づくり講演会

明石市健康推進課
明石市男女共同参画
課

明石市生涯学習セン
ター学習室（アスピア
明石北館7階）

2014/3/11 14:00～15:30

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/kenkou_plan
21/index.html

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/community
/danjyo_ka/da
njyo/

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657
明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

女性のこころとからだ
の健康づくりにつなが
る表情筋トレーニング
と笑顔レッスンの体験
型講演会

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657
明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

23
女性のための健康相
談

明石市男女共同参画
課

あかし男女共同参画
センター（アスピア明
石北館7階）

2014/3/11
13:00～14:00
15:30～16:30

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/community
/danjyo_ka/da
njyo/

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

月経や更年期、がん、
こころの悩み等、女性
看護職等による女性の
健康に関する個別相談

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611
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24
あかし健康プラン２１
ホームページでの啓
発

明石市健康推進課 あかし健康プラン２１
ホームページ

2014/2/28～
3/10

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/kenkou_plan
21/index.html

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

女性の健康管理に関す
るホームページでの啓
発

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

25
AKP（明石市健診受
診率向上プロジェク
ト）

明石市健康推進課

①明石市立保健セン
ター
②花園幼稚園
③地域の希望場所等

①
2014/2/26・
3/5・3/12・
3/19
②2014/2/24
③その他、
希望日

①12:30～
14:00
②13:00～
14:00
③その他、
希望時間

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

健康ソムリエ（市民ボ
ランティア）による、
がん検診の啓発。乳が
ん、子宮がん等の受診
啓発を乳幼児健康診査
や希望のある地域の幼
稚園等にて実施。

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

26 さわやか健康相談 明石市健康推進課
明石市立保健セン
ター

2014/3/3～
3/7

10:00～15:00

http://www2.
city.akashi.lg.j
p/kenkou_plan
21/index.html

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

乳房モデルを使った乳
がんの自己検診方法に
ついてのアドバイス
等、女性の健康に特化
した相談を強化して実
施

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

27 3歳児健康診査 芦屋市 芦屋市保健センター 2014/3/6
13：00～16：
00

芦屋市保健センター
0797-31-1586

3歳児健診対象児の母
親向けに，女性の健康
に関するチラシを配布

芦屋市保健センター
0797-31-1586

28 生活習慣見直し教室 芦屋市 芦屋市保健センター 2014/3/4
13：00～15：
00

芦屋市保健センター
0797-31-1586

健康チェック受診者向
けに，女性の健康に関
するチラシを配布

芦屋市保健センター
0797-31-1586

29
広報伊丹に掲載
「女性の健康習慣
　3月1日～8日」

伊丹市 3/1号
伊丹市健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０

伊丹市民
普及啓発
・乳がん
・子宮頸がん
・生活習慣病
・歯周疾患
・こころの健康

伊丹市健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０
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30
ポスター掲示
「女性の健康習慣」
（兵庫県）

伊丹市
伊丹市役所南館に掲
示

2/10～3/8
伊丹市健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０

伊丹市民
普及啓発
県から頂いたポスター
を掲示

伊丹市健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０

31
元気ではつらつ教室
（通所型介護予防事
業）

加古川市健康課
兵庫県加古川市
「加古川公民館」

2014/3/3 9:30～11:30

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,39528,1
75,1030.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康に
関して、リーフレット
を配布し健康教育等を
行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

32
いずみ会（食生活改
善推進員）研修会

加古川市健康課
兵庫県加古川市
「加古川市立青少年
女性センター」

2014/3/4 9:30～14:00 なし
加古川市健康課
℡：079-427-9215

食生活改善推進員を対
象に、女性の健康づく
り（骨粗しょう症予
防）に関する食事につ
いて調理実習と講義を
行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

33
元気ではつらつ教室
（通所型介護予防事
業）

加古川市健康課
兵庫県加古川市
「加古川西公民館」

2014/3/4 9:30～11:30

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,39528,1
75,1030.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康に
関してリーフレットを
配布し、健康教育等を
行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

34 特定保健指導 加古川市健康課
兵庫県加古川市
「野口公民館」

2014/3/5 10:00～12:00

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,15835,1
69,998.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

特定保健指導参加者を
対象に、女性の健康づ
くりに関するリーフ
レット配布や健康相談
を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

35
元気ではつらつ教室
（通所型介護予防事
業）

加古川市健康課
兵庫県加古川市
「野口公民館」

2014/3/5 13:30～15:30

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,39528,1
75,1030.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康に
関してリーフレットを
配布し、健康教育等を
行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215
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36 特定保健指導 加古川市健康課
兵庫県加古川市
「東加古川公民館」

2014/3/6 10:00～12:00

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,15835,1
69,998.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

特定保健指導参加者を
対象に、女性の健康づ
くりに関するリーフ
レット配布や健康相談
を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

37
元気ではつらつ教室
（通所型介護予防事
業）

加古川市健康課
兵庫県加古川市
「加古川総合保健セ
ンター」

2014/3/6 9:30～11:30

http://www.ci
ty.kakogawa.lg
.jp/18,39528,1
75,1030.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康に
関してリーフレットを
配布し、健康教育等を
行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

38
子宮頸がん検診時健
康教育・健康相談

宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ 2014/3/6 9:00～12:00
宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

子宮頸がん検診受診者
を対象にがん予防の啓
発と健康相談

宝塚市健康推進課
℡0797-86-0056

39
乳がん検診時健康教
育・健康相談

宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
2014/3/3
3/5
3/7

13:20～16:00
宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

乳がん検診受診者を対
象にがん予防の啓発と
健康相談

宝塚市健康推進課
℡0797-86-0056

40 骨密度測定 宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ 2014/3/6 9:00～12:00
宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

子宮頸がん検診受診者
を対象とする骨粗鬆症
予防の教室

宝塚市健康推進課
℡0797-86-0056

41
妊産婦乳幼児健康相
談

三木市健康福祉部健
康増進課

三木市総合保健福祉
センター

2014/3/6 10:00～11:30
http://www.ci
ty.miki.lg.jp

三木市健康福祉部健康
増進課

妊産婦・乳幼児が対象
妊産婦及び乳幼児の保
護者に対し、個々に応
じた保健指導や精神的
サポートを行い、母子
保健の増進を図る。

三木市健康増進課
TEL 0794-86-0900
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42
女性セミナー
トランポ・ロビックスに
挑戦しましょう！

三木市自由が丘公民
館

三木市自由が丘公民
館
大会議室

2014/3/7
10：00～11：
30

http://www.ci
ty.miki.lg.jp/よ
り「自由が丘
公民館」を検
索

三木市自由が丘公民館
℡　0794-85-4700

女性セミナー生を対象
とするトランポ・ロ
ビックスの体験講座

三木市自由が丘公民館
℡　0794-85-4700

43 骨粗しょう症検診 健康づくり室 保健センター 2014/3/5 12:45～14:30

http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

対象：40歳以上
費用：1,000円
定員：20名
※事前予約必要
※結果説明とともに、栄
養士による食生活アドバ
イスあり

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

44 子宮頸がん検診 健康づくり室 保健センター 2014/3/5 13:30～14:30

http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

対象：20歳以上
費用：1,000円(70歳以上
等免除）
定員：40名
※事前予約必要

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

45 乳がん検診 健康づくり室 保健センター 2014/3/6 13:00～14:30

http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

対象：40歳以上
費用：1,500円(70歳以上
等免除)
定員：35名
※事前予約必要
※2年に1回の隔年受診

川西市健康福祉部健康
づくり室
072-758-4721

46 献血
小野市市民福祉部健
康課

小野市伝統産業会館 2014/3/5
10：00～15：
30

kenko@city.on
o.hyogo.jp

小野市市民福祉部健康
課
TEL：0794-63-3977

女性の健康づくりに関
するパンフレット設置

小野市市民福祉部健康
課
TEL：0794-63-3977

47
町ぐるみ健診の申込
み書全戸配布

加西市 なし ３月上旬 加西市健康課

町ぐるみ健診、個別健
診の申込み書を全戸配
布。女性には集団、個
別の子宮がん、乳がん
検診の日程等を掲載し
ている。

加西市健康課
ＴＥＬ0790-42-8723
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48 パパママクラブ 加西市健康課 加西市健康福祉会館 2014/3/7
13：30～15：
00

加西市健康課

妊娠中とパパママを対
象に沐浴とパパの妊婦
体験。妊娠中からのパ
パのサポートの大切さ
などを伝えている。

加西市健康課
ＴＥＬ0790-42-8723

49 ２歳児育児教室 加東市 加東市保健センター 2014/3/6 9:00～11:00
加東市健康課
（保健センター）

２歳児を持つ保護者へ
パンフレットを配布
し、集団指導時に、女
性の健康、女性がん検
診の大切さについて講
話する。

加東市健康課
（保健センター）
0795-43-0435

50 乳幼児健診・相談 たつの市

たつの市はつらつｾﾝﾀｰ
　　新宮保健センター
　　揖保川保健センター
　　御津保健センター

2014/3/5
3/6
3/7
3/4

13:00 ～
15:00

http://www.ci
ty.tatsuno.lg.jp
/

たつの市健康課

乳幼児健診・相談に参
加のお母さん達に、婦
人がん検診受診啓発及
び乳がん自己触診法の
普及

たつの市健康課
0791－63－2112

51 健康相談 たつの市 各自治会館
2014/3/6
3/7

10:00～12:00 たつの市健康課

高齢者の女性をを対象
に骨粗しょう症予防等
のパンフレット配布及
び健康相談の実施

たつの市健康課
0791－63－2113

52
保育所給食担当者健
康講座

たつの市
たつの市はつらつｾﾝ
ﾀｰ 2014/3/4 10:00～12:00 たつの市健康課

給食担当の女性職員を
対象に健診受診勧奨及
び自分自身の健康づく
りについて指導

たつの市健康課
0791－63－2114

53
こころの健康づくり講
演会

朝来市 生野マインホール 2014/3/8 １３：３０～

朝来市
地域医療・健康課
電話　０７９－６７２－５２
６９

対象者：限定なし
・健康劇
・講演会
「気づいてください、
こころのサインに」

朝来市
地域医療・健康課
電話　079-672-5269
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54 子宮がん検診 朝来市 公立神崎総合病院 ９月～３月

朝来市
地域医療・健康課
電話　０７９－６７２－５２
６９

対象者：事前申し込み
者
内容：子宮がん検診

朝来市
地域医療・健康課
電話　079-672-5269

55 女性の悩み相談 朝来市 本庁舎
2014/3/12
(毎月第２水
曜日)

１２：３０～
     １５：３０

朝来市
人権推進課
０７９－６７２－６１２２

事前の予約が必要
朝来市
人権推進課
電話　079-672-6122

56
津名健康づくり推進
委員会研修会

淡路市 おだまき館 2014/3/3 18：30～

http://www.ci
ty.awaji.hyogo.
jp/

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

健康づくり推進委員に
健康な生活習慣のあり
かたやメタボリックシ
ンドロームについての
理解や自分の体につい
て考えてもらう

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

57
岩屋健康づくり推進
委員会研修会

淡路市 岩屋福祉センター 2014/3/4 13：30～

http://www.ci
ty.awaji.hyogo.
jp/

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

健康づくり推進委員に
健康な生活習慣のあり
かたやメタボリックシ
ンドロームについての
理解や自分の体につい
て考えてもらう

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

58 産後うつの研修会 淡路市 健康増進課 2014/3/5 14：00～

http://www.ci
ty.awaji.hyogo.
jp/

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

母子保健関係者（保健
師・保育士等）に、出
産・育児を通じて産後
うつの予防や支援の在
り方を精神科医より学
ぶ

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

59
北淡健康づくり推進
委員会研修会

淡路市 北淡センター 2014/3/6 13：30～

http://www.ci
ty.awaji.hyogo.
jp/

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541

健康づくり推進委員に
健康な生活習慣のあり
かたやメタボリックシ
ンドロームについての
理解や自分の体につい
て考えてもらう

淡路市健康増進課
℡0799－64－2541
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60 南あわじ市広報3月号 南あわじ市
3月号
（3/1発行）

南あわじ市健康課
0799-44-3004

市民
子宮頸がん検診につい
ての記事を掲載

南あわじ市健康課
0799-44-3004

61 営農教室 ＪＡあわじ島
徳原公会堂
大久保公会堂

2014/3/6
3/17

13:30～15:00
13:30～15:00

ＪＡあわじ島
0799-42-5200

女性農業者
子宮頸がん検診・乳が
ん検診についての啓蒙

南あわじ市健康課
0799-44-3004

62 木曜運動塾 多可町
アスパル（健康福祉セ
ンター）

2014/3/6、
3/13、3/20、
3/27

13：00～21：
00

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：全住民
内容：運動を習慣化す
るための、健康運動指
導士による運動指導

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

63 こころの相談 多可町 八千代プラザ 2014/3/19 完全予約制
多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

更年期や人間関係等に
より起こった、こころ
の問題にカウンセラー
が個別相談

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

64 ヘルシークッキング 多可町
アスパル（健康福祉セ
ンター）

2014/3/19
10：00～13：
30

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

「我が家の食生活総
チェック」講話と調理
実習

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

65 新生活応援料理教室 福崎町
保健センター　調理実
習室

2014/3/6
10：00～13：
00

http://www.to
wn.fukusaki.hy
ogo.jp/

福崎町健康福祉課(保健
センター）
☎　0790-22-0560

４月より新しい生活を
始める方を対象に、栄
養講座を実施
※参加者に女性が多
く、子宮頸がん関連
リーフレット等配布予
定

福崎町健康福祉課(保健
センター）
☎　0790-22-0560
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66 広報誌への掲載 福崎町 - 3月号 -
福崎町健康福祉課(保健
センター）
☎　0790-22-0560

女性の健康週間の啓発
と合わせ、骨粗鬆症対
策について掲載予定

福崎町健康福祉課(保健
センター）
☎　0790-22-0560

67 町広報紙掲載 神河町 町広報紙 3月号
神河町健康福祉課
0790-32-2421

女性特有の疾患につい
て知識の普及

神河町健康福祉課
0790-32-2421

68 すくすく相談 神河町 神河町　神崎支庁舎 2012/3/7 13:30～15:30 町広報
神河町健康福祉課
0790-32-2421

子育て中の母親への健
康相談

神河町健康福祉課
0790-32-2421

69

女性の健康づくり
元気にイキイキ輝い
て
～美しく年を重ねて生
きる～

佐用町
さよう子育て支援セン
ター

2014/3/1 9:45～11:15

佐用町健康福祉課
健康増進室
（上月保健福祉ｾﾝﾀｰ）
TEL:0780-87-8020
FAX:0790-87-0200

【対象】～69歳女性
【内容】
更年期の不定愁訴を中
心に女性のこころとか
らだの理解、更年期の
過ごし方などについて
女性クリニックの医師
を講師に講演会

佐用町健康福祉課
健康増進室
（上月保健福祉ｾﾝﾀｰ）
TEL:0780-87-8020
FAX:0790-87-0200

70 生活習慣病予防教室 香美町 香美町小原公民館 2014/3/1 10:00～12:00

kenkou@town.
mikata-
kami.lg.jp

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

地域の女性を対象に、
高血圧予防のための食
事指導と生活習慣病予
防のための運動の実践
教室。

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

71 生活習慣病予防教室 香美町 香美町平野公民館 2014/3/4 10:00～12:00

kenkou@town.
mikata-
kami.lg.jp

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

地域の女性を対象に、
高血圧予防のための食
事指導と介護予防を中
心とした運動の実践教
室。

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）
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72 女性の相談 香美町 香美町役場 2014/3/6 10:00～12:00

kenkou@town.
mikata-
kami.lg.jp

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

こころや身体、子育
て、介護など女性が抱
える様々な悩みや問題
などに個別に相談に応
じる。

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

73 ママぴあサロン 香美町
香美町小代子育て子
育ち支援センター

2014/3/7 13:30～15:00

kenkou@town.
mikata-
kami.lg.jp

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）

妊娠中から子育て期の
母親が交流し、ぴあを
体験して、自分なりの
出産や子育てのヒント
をみつけるための教
室。

美方郡香美町健康課
0796-36-1114（直通）


