
平成26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

ホームページによる
広報

富山県健康課 3月1日～3月
8日

http://www.pr
ef.toyama.jp/c
ms_sec/1205/
index.html

富山県厚生部健康課
健康増進係
TEL076-444-3222

対象：一般県民
内容：女性の健康週間
についての普及啓発

富山県厚生部健康課
健康増進係
TEL076-444-3222

2

健康づくり通信 富山県健康課 3月1日～3月
8日

http://www.pr
ef.toyama.jp/c
ms_sec/1205/
kj00014283.ht
ml

富山県厚生部健康課
健康増進係
TEL076-444-3222

対象：一般県民
内容：女性の健康週間
についての普及啓発及
び健康栄養情報の発信

富山県厚生部健康課
健康増進係
TEL076-444-3222

3

庁内における普及啓
発ポスターの掲示

富山県健康課 県庁内 通年 富山県厚生部健康課
がん対策推進班
TEL076-444-3224

対象：一般県民
内容：がん・受動喫煙
等のポスター掲示

富山県厚生部健康課
がん対策推進班
TEL076-444-3224

4

男女で考える不育症・
不妊症キャンペーン

富山県（健康課） 公共施設等 3月1日～3月
31日

富山県厚生部健康課
母子・歯科係
TEL076-444-3226

対象：一般県民
内容：啓発チラシ・
グッズの配布、設置

富山県厚生部健康課
母子・歯科係
TEL076-444-3226

5

思春期テレフォン 富山県新川厚生セン
ター

富山県新川厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

9:00～17:00 富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

対象：思春期の男女
内容：思春期における
心と体に関する電話相
談

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

6

女性の健康相談 富山県新川厚生セン
ター

富山県新川厚生セン
ター

3月2日 13：00～16：
00

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

対象：思春期から更年
期に至る女性
内容：保健師による個
別相談

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

4．日時
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7

不妊症・不育症相談 富山県新川厚生セン
ター

富山県新川厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
ＴＥＬ　0765-52-2647

8

HIV検査 富山県新川厚生セン
ター

富山県新川厚生セン
ター

3月3日 9:00～11:00 富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　感染症疾
病班
ＴＥＬ　0765-52-2647

対象：HIV感染に不安
のある方
内容：相談や検査

富山県新川厚生セン
ター
保健予防課　感染症疾
病班
ＴＥＬ　0765-52-2647

9

HIV検査 富山県新川厚生セン
ター魚津支所

富山県新川厚生セン
ター魚津支所

3月2日 13:00～15:00 富山県新川厚生セン
ター
魚津支所
TEL　0765-24-0359
 

対象：HIV感染に不安
のある方
内容：相談や検査

富山県新川厚生セン
ター
魚津支所
TEL　0765-24-0359
 

10

不妊症・不育症相談 富山県新川厚生セン
ター魚津支所

富山県新川厚生セン
ター魚津支所

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県新川厚生セン
ター
魚津支所
TEL　0765-24-0359

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県新川厚生セン
ター
魚津支所
TEL　0765-24-0359

11

思春期テレフォン 富山県中部厚生セン
ター

富山県中部厚生セン
ター

2015/3/2～
2015/3/6

9:00～17:00 富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

対象：思春期の男女
内容：思春期における
心と体に関する電話相
談

富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

12

不妊症・不育症相談 富山県中部厚生セン
ター

富山県中部厚生セン
ター

2015/3/2～
2015/3/6

8:30～17:00 富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637
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13

HIV検査 富山県中部厚生セン
ター

富山県中部厚生セン
ター

3月2日 13:00～15:00 富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

対象：HIV感染に不安
のある方
内容：相談や検査

富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

14

母の心のケア個別相
談会

富山県中部厚生セン
ター

富山県中部厚生セン
ター

3月11日 9:30～12:00 富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

対象：産婦
内容：認定心理士によ
る個別相談

富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

15

女性の健康相談 富山県中部厚生セン
ター

富山県中部厚生セン
ター

3月20日 13:00～16:00 富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

対象：思春期から更年
期に至る女性
内容：保健師による個
別相談

富山県中部厚生セン
ター
保健予防課　地域保健
班
TEL 076-472-0637

16

思春期テレフォン 富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

9:00～17:00 富山県高岡厚生セン
ター　保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8415

思春期における心と体
に関する電話相談
対象：思春期の男女

富山県高岡厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8415

17

女性の健康相談 富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県高岡厚生セン
ター　保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8416

思春期から更年期に至
る女性を対象に女性の
健康相談を実施

富山県高岡厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8416

18

不妊症・不育症相談 富山県高岡厚生セン
ター

富山県高岡厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県高岡厚生セン
ター　保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8416

不妊症・不育症に関す
る電話相談、来所相談
対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方

富山県高岡厚生セン
ター保健予防課地域保
健班
℡：0766-26-8416
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19

不妊症・不育症相談 高岡厚生センター射
水支所

高岡厚生センター射
水支所

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県　高岡厚生セン
ター射水支所　地域健康
課
TEL:0766-56-2666

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県　高岡厚生セン
ター射水支所　地域健康
課
TEL:0766-56-2666

20

ＨＩＶ・クラミジア・肝炎
検査

高岡厚生センター射
水支所

高岡厚生センター射
水支所

3月2日 13:30～15:00 http://www.pref.t
oyama.jp/branch
es/1266/in-
madoguti.htm#HI
V

富山県高岡厚生セン
ター射水支所
地域健康課　衛生予防
課
TEL:0766-56-2666

HIV感染等に不安のあ
る者に対し、相談及び
検査を実施。

富山県高岡厚生セン
ター射水支所
地域健康課　衛生予防
課
TEL:0766-56-2666

21

不妊症・不育症
相談

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県高岡厚生セン
ター氷見支所
地域健康課
℡0766-74-1780

不妊症、不育症に関す
る電話相談、来所相談
対象：不妊症、不育症
に関する悩みをもつ者

富山県高岡厚生セン
ター氷見支所
地域健康課
℡0766-74-1780

22

思春期テレフォン 富山県砺波厚生セン
ター

富山県砺波厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

9:00～17:00 富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

対象：思春期の男女
内容：思春期における
心と体に関する電話相
談

富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

23

女性の健康相談 富山県砺波厚生セン
ター

富山県砺波厚生セン
ター

3月2日、6日 13:30～15:00 富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

対象：思春期から更年
期に至る女性
内容：保健師による個
別相談

富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

24

不妊症・不育症相談 富山県砺波厚生セン
ター

富山県砺波厚生セン
ター

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512
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25

ＨＩＶ検査 富山県砺波厚生セン
ター

富山県砺波厚生セン
ター

3月2日 13:00～15:00 http://www.pr
ef.toyama.jp/b
ranches/1273
/kansen/aids.
html

富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

HIV感染に不安のある
者に対し、エイズ相談
及びHIV検査を実施。

富山県砺波厚生セン
ター保健予防課
ＴＥＬ0763-22-3512

26

不妊症・不育症相談 富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所

富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所

3月2日～3月
6日

8:30～17:00 富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所
TEL0766-67-1070

対象：不妊症・不育症
に関する悩みを持つ方
内容：不妊症・不育症
に関する電話相談、来
所相談

富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所
TEL0766-67-1070

27

ＨＩＶ検査 富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所

富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所

3月3日 9:00～11:00 http://www.pref.t
oyama.jp/branch
es/1274/kansen
/aids.html

富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所
TEL0766-67-1070

HIV感染に不安のある
者に対し、エイズ相談
及びHIV検査を実施。

富山県砺波厚生セン
ター小矢部支所
TEL0766-67-1070

28

パパとママの育児講
座

高岡市 高岡市保健センター 3月1日 9:30～12:00 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

妊娠中・子育て中の女
性に対する生活習慣病
予防などについて、女
性とそのパートナーに
対し集団教育

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

29

母子保健推進員協議
会訪問部会作業、役
員会

高岡市母子保健推進
員協議会

高岡市保健センター 3月3日 9:30～12:00
13:30～15:30

役員にのみ告知 富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1346

母子保健推進員の訪問
時に子育て中の女性に
対して「女性の健康週
間」の主旨について周
知できるよう健康教

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1346

30

赤ちゃんにこにこ教室 高岡市母子保健推進
員協議会

高岡市立下関公民館
高岡市立牧野公民館
高岡市立佐野公民館
高岡市立福田公民館

3月3日
3月3日
3月4日
3月5日

10:00～11:00 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

子育て中の女性に対す
る生活習慣病予防など
について健康教育

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

31

3歳児健診 高岡市 高岡市保健センター 3月4日 13:00～16:00 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

子育て中の女性に対す
る生活習慣病予防など
について個別教育

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

32

健康体操教室 高岡市 高岡市保健センター 3月4日 10:00～11:00 http://www.city.t
akaoka.toyama.jp
/

富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345

中高年女性が適度な運
動習慣を身につけられ
るよう実践指導。骨粗
鬆症予防のための運動
についても指導。

富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345
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33

ヘルスボランティア協
議会役員研修会

高岡市ヘルスボラン
ティア協議会

高岡市保健センター 3月5日 9:30～12:00 役員にのみ告知 富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345

1年間の活動状況など
を協議することで活動
の充実を図る。この機
会に会員に対して「女
性の健康週間」を周知

富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345

34

発達相談 高岡市 高岡市保健センター 3月5日 13:00～15:00 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

子育て中の女性に対す
る生活習慣病予防など
について個別教育

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

35

特定保健指導（運動
＆栄養教室）

高岡市 高岡市保健センター 3月3日 13:30～16:00 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　成人保健担当
　
℡　0766-20-1345

中高年女性が適度な運
動習慣を身につけられ
るよう実践指導。

富山県　高岡市　健康増
進課　成人保健担当
　
℡　0766-20-1345

36

こんにちは赤ちゃん訪
問

高岡市 高岡市保健センター 随時 8:30～17:15 http://www.ci
ty.takaoka.toy
ama.jp/

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

訪問の際に、子育て中
の女性に対する生活習
慣病予防などについて
個別教育

富山県　高岡市　健康増
進課　母子保健・予防接
種担当
　
℡　0766-20-1345

37

横田校下健康教室 横田校下健康づくり
推進懇話会

市立横田公民館 3月8日 9:30～11:30 富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345

中高年女性が適度な運
動習慣を身につけられ
るよう実践指導。骨粗
鬆症予防のための運動
についても指導。

富山県　高岡市　健康増
進課　健康づくり担当
　
℡　0766-20-1345

38

託児付きママ検診
（子宮頸がん検診）

射水市健康推進課 射水市大門保健セン
ター

3月2日 13:30～15:00 射水市健康推進課
0766-82-1954

射水市に住所を有し、
職場等で受診機会のな
い２０歳以上の女性
で、お子さんの３～
４ヶ月児健診を受診さ
れた母親を対象に、託
児付きの子宮頸がん検
診を行い、若い世代の
受診を促しがんの早期
発見・早期治療につな

射水市健康推進課
0766-82-1954

39

助産師相談 魚津市子育て支援セ
ンター　のびのび

魚津市子育て支援セ
ンター　のびのび

3月3日 10:00～11:30 魚津市子育て支援セン
ター　のびのび
℡0765-24-3999

子育て中の妊産婦を対
象とした助産師による
相談会

富山県魚津市子育て支
援センター　のびのび
（魚津市健康センター
内）℡0765-24-0415
E-mail：kenko-
center@city.uozu.lg.jp

http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
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40

健康相談会 魚津市健康センター 魚津市健康センター 3月5日 13:00～16:00 魚津市健康センター
℡0765-24-3999

生活習慣病の改善を目
的とした個別相談、血
圧測定など

富山県魚津市
魚津市健康センター
℡0765-24-3999
E-mail：kenko-
center@city.uozu.lg.jp

41

加積地区健康講座
「健康運動教室」

加積地区環境保健衛
生協議会

魚津市健康センター

魚津市加積公民館 3月11日 9:30～11:30 魚津市健康センター
℡0765-24-3999

一般女性を対象とした
ウォ－キング指導員に
よる実践指導

富山県魚津市
魚津市健康センター
℡0765-24-3999
E-mail：kenko-
center@city.uozu.lg.jp

42

下中島地区健康講座
「健康運動教室」

下中島地区環境保健
衛生協議会

魚津市健康センター

魚津市下中島公民館 3月11日 19:00～21:00 魚津市健康センター
℡0765-24-3999

一般女性を対象とした
スポーツ指導者による
実践指導

富山県魚津市
魚津市健康センター
℡0765-24-3999
E-mail：kenko-
center@city.uozu.lg.jp

43
広報 氷見市 広報ひみ3月

号
http://www.ci
ty.himi.toyama
.jp

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

市広報で女性の健康週
間のＰＲと女性の健康
についてのＺ記事を掲

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

44

子育てなんでも相談 氷見市 氷見市いきいき元気
館

3月3日 13:30～15:00 富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

子育て中の女性に対し
て女性の健康づくりに
関するリーフレットを
配布し個別指導

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

45

運動実践教室
「産後ママのためのひ
めトレ体験教室」

氷見市 氷見市いきいき元気
館

3月4日 10:00～11:00 富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

子育て中の女性に対し
ての運動実践指導と生
活習慣病予防について
集団指導

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

46

３～４か月児健康診
査

氷見市 氷見市いきいき元気
館

3月6日 13:30～15:00 富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

子育て中の女性に対し
て女性の健康づくりの
リーフレットを配布し
個別指導

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

47

パパママ体験教室 氷見市 氷見市いきいき元気
館

3月14日 13:15～15:30 富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

妊娠中の女性とその
パートナーに対して妊
娠期の健康づくり、喫
煙による害について集

富山県氷見市健康課
TEL0766-74-8062

48
運動実践教室 滑川市 市民健康センター 3月2日 10:00～11:00 滑川市民健康センター

TEL：475-8011
特定健診事後の方を対
象に、自宅でできる運
動実践教室を開催す

滑川市民健康センター
TEL：475-8011

49

還暦からの健康づくり 滑川市 タラソピア 3月6日 10:00～13:00 滑川市民健康センター
TEL：475-8011

年度末で61歳・62歳に
なる方を対象とし、タ
ラソピアでの水中運動
体験や健康相談を実施

滑川市民健康センター
TEL：475-8011

http://www.city.himi.toyama.jp/
http://www.city.himi.toyama.jp/
http://www.city.himi.toyama.jp/
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50

プレママさんのすこや
かセミナー

滑川市 市民健康センター 3月11日 9:30～14:00 滑川市民健康センター
TEL：475-8011

妊娠5ヶ月以降の妊婦
を対象に、マタニティ
ヨガ体験や妊娠期の栄
養についての講義・実
習を実施する。

滑川市民健康センター
TEL：475-8011

51
ママと赤ちゃんのふれ
愛会

滑川市 市民健康センター 3月11日 13:30～16:00 滑川市民健康センター
TEL：475-8011

妊産婦を対象に、母乳
育児に関する講義・相
談を実施する。

滑川市民健康センター
TEL：475-8011

52

虫歯フッ化物塗布 黒部市 黒部市民会館 3月4日 13:00～15:00 黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

対象者の母に女性の健
康週間の案内に追加し
パンフレット（子宮頸
がん・乳がん・女性の
ための健康ガイド等）
を配布する。

黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

53

１歳６か月児健診 黒部市 黒部市民会館 3月6日 13:00～15:00 黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

対象者の母に女性の健
康週間の案内に追加し
パンフレット（子宮頸
がん・乳がん・女性の
ための健康ガイド等）
を配布する。

黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

54

子育て支援センター 黒部市 子育て支援センター 3月2日～6日 黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

窓口にパンフレット
（子宮頸がん・乳が
ん・女性のための健康
ガイド）の設置

黒部市健康増進課
健康づくり係
0765-65-0020

55
母子保健推進員定例
会

砺波市健康センター 砺波市健康センター 3月3日 9:00～１２:00 富山県砺波市健康セン
ター　ＴＥＬ０７６３－３２－
７０６２

女性の健康と更年期症
状についてリーフレッ
トを使い保健師が話を

富山県砺波市健康セン
ター電話０７６３－３２－
７０６２

56
ヘルスボランテイア研
修会

砺波市健康センター 砺波市健康センター 3月3日 13:00～15:00 富山県砺波市健康セン
ター　ＴＥＬ０７６３－３２－
７０６２

女性の健康と更年期症
状についてリーフレッ
トを使い保健師が話を

富山県砺波市健康セン
ター電話０７６３－３２－
７０６２

57

育児相談 砺波市健康センター 砺波市健康センター 3月4日 9:00～11:00 富山県砺波市健康セン
ター　ＴＥＬ０７６３－３２－
７０６２

子育て中の女性に対す
る生活習慣病の予防、
がん検診の受診勧奨を
面接時にリーフレット
を使い教育する。

富山県砺波市健康セン
ター電話０７６３－３２－
７０６２

58

ほね元気教室 小矢部市 小矢部市総合保健福
祉センター
スポーツアカデミー小
矢部

2月12日
3月9日～20
日の月・金（4
回）

13:15～16:00
13:15～14:30

－

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

骨粗鬆予防のための健
康教室を開催し、知識
の普及を図る。また、
運動教室を開催し、運
動の体験を通した骨粗
しょう症予防に取り組

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

59

がん検診 小矢部市 小矢部市総合会館 3月6日 9:00～10:00
13:00～14:00

－

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

がん検診受診者に対
し、知識の普及を図
り、がん検診の受診継
続を呼びかける。

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606
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60

こどもの健康相談 小矢部市 小矢部市総合保健福
祉センター

3月3日 9:30～11:00

－

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

こどもの健康相談会に
来所した母を対象に、
パンフレットの配布等
を通し女性の健康づく
りについて知識の普及

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

61

健康相談 小矢部市 小矢部市総合保健福
祉センター

3月3日、6日 9:30～11:00

－

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

健康相談会来所者を対
象に、健康相談や血
圧・体組成測定等を実
施する。パンフレット
の配布を通し女性の健
康づくりに関する知識

小矢部市健康福祉課
℡0766-67-8606

62

広報 南砺市 3月1日～
3月8日

http://www.city.n
anto.toyama.jp/

南砺市健康課保健係
TEL　0763-23-2027

ホームページで女性の
健康週間について普及
啓発し、南砺市の婦人
がん検診等をPRする

南砺市健康課保健係
TEL　0763-23-2027

63
乳幼児発育相談 南砺市 福光保健センター 3月3日 9:00～11:00 http://www.city.n

anto.toyama.jp/
南砺市保健センター
TEL　0763-52-1767

子育て中の女性に対す
る保健指導

南砺市保健センター
TEL　0763-52-1767

64
1歳６か月児健診 南砺市 福光保健センター 3月5日 13:00～16:00 http://www.city.n

anto.toyama.jp/
南砺市保健センター
TEL　0763-52-1767

子育て中の女性に対す
る保健指導

南砺市保健センター
TEL　0763-52-1767

65
広報3月号原稿 舟橋村 3月1日 舟橋村生活環境課

TEL  076-464-1121
「女性の健康週間」の
PRお知らせを掲載

富山県舟橋村
担当課　生活環境課
ＴＥＬ　076－464-1121

66

メタボ快笑！毎日快
腸！教室

舟橋村 舟橋会館 3月6日 9:00～11:00 舟橋村生活環境課
TEL  076-464-1121

中高年女性に対し、メ
タボ予防の運動につい
て、健康運動指導士に
よる実践指導

富山県舟橋村
担当課　生活環境課
ＴＥＬ　076－464-1121

67

健康相談 舟橋村 舟橋会館 3月6日 17:00～19:00 舟橋村生活環境課
TEL  076-464-1121

健康相談に訪れた女性
に「女性の健康手帳」
を配布し、女性ならで
はの健康についての情
報提供を行う。

富山県舟橋村
担当課　生活環境課
ＴＥＬ　076－464-1121

68

とやま健康パーク上
市町の日

公益財団法人富山県
健康づくり財団・上市
町

とやま健康パーク 2月24日～3
月1日

終日 富山県　国際健康プラザ
（とやま健康パーク）
Ｔｅｌ　076-428-0809
上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：町内在住者
内容：期間内施設利用
料半額　2月24日団体
利用の実施・ミニワー
クショップ（冷えとり
セルフマッサージ）の

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

69

3歳児健康診査 上市町 上市町保健センター 2月26日 13:00～15:30 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/info/svSecHP.
aspx?seccd=1005
30

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：３歳児健康診査
受診児の母
内容：女性特有の病気
についてのパンフレッ
ト配布

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355
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70

健康教室「ヘルスアッ
プ教室」

上市町 つるぎふれあい館　コ
ミュニティプラザ

2月25日・3月
2日

13:30～15:00 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/guide/svGuide
Dtl.aspx?servno=

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：町内在住の成人
内容：冬場の運動不足とストレスを解消するための運動教室　『いきいきフレッシュ体操』『ナニアロハ』


上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

71

健康増進「ぽかぽか
ふれあい塾」

上市町健康文化振興
財団

つるぎふれあい館　コ
ミュニティプラザ

2月27日・3月
6日

13:30～15:01 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/attach/DL/638
/attach/DL_638_
20141201013322

上市町健康文化振興財
団
Ｔｅｌ　076-473-9333

対象：町内在住の成人
内容：軽い健康体操・
講話（入浴法・健康づ
くり等）・温泉入浴

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9356

72

4か月児健康診査 上市町 上市町保健センター 3月5日 13:00～15:30 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/info/svSecHP.
aspx?seccd=1005
30

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：4か月児健康診
査受診児の母
内容：女性特有の病気
についてのパンフレッ
ト配布

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

73

ママのリフレッシュ教
室

上市町 上市町保健センター 3月6日 10：00～11：
00

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：町内在住の６か
月から１歳６か月児を
持つ母
内容：女性特有の病気
についてのパンフレッ
ト配布

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

74

パパママ教室 上市町 上市町保健センター 3月8日 9：30～12：00 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/info/svSecHP.
aspx?seccd=1005
30

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：妊娠24週～32週
前後の初産の夫婦
内容：妊娠期、産後の
健康づくりについての
保健指導

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

75

１歳６か月児健診 上市町 上市町保健センター 3月11日 13:00～15:30 http://www.town.
kamiichi.toyama.j
p/info/svSecHP.
aspx?seccd=1005
30

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：１歳６か月児健
康診査受診児の母
内容：女性特有の病気
についてのパンフレッ
ト配布

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

76

女性の健康づくり応
援週間

上市町 上市町保健センター 3月1日～3月
8日

終日 上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

対象：町内在住者及び
町職員
内容：女性の健康に関
するポスター、パンフ
レット等の掲示

上市町　福祉課保健班
Ｔｅｌ　076-473-9355

77

広報「たてやま」3月号
に女性の健康週間に
関する記事を掲載

立山町 立山町健康福祉課健康
係

対象：一般住民
内容：女性の健康週間
をPR.する記事を掲載

立山町健康福祉課健康
係
TEL:（076）463-0618
FAX:（076）462-9011
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78

女性の健康づくりに関
するポスター掲示・パ
ンフレット配布

立山町 立山町保健センター 3月1日～8日 立山町健康福祉課健康
係

対象：一般住民
内容：保健センターに
女性の健康づくりに関
するポスターを掲示
し、更年期等女性の健
康づくりに関するパン
フレットを配布する

立山町健康福祉課健康
係
TEL:（076）463-0618
FAX:（076）462-9011
hoken@town.tateyama.lg.
jp

79

パパママ教室 立山町 立山町保健センター 3月7日 9:15～12:00 http://www.town.
tateyama.toyama.
jp/pub/

立山町健康福祉課健康
係

対象：第１子出産予定
の夫婦
内容：教室内で妊娠期
を通した女性の健康に
ついて知識の普及を行

立山町健康福祉課健康
係
TEL:（076）463-0618
FAX:（076）462-9011
hoken@town.tateyama.lg.

80

得！得！運動教室 立山町 立山町保健センター 3月2日 13:30～15:00 http://www.town.
tateyama.toyama.
jp/pub/

立山町健康福祉課健康
係

対象：町で行う特定保
健指導受講者
内容：運動教室を通
し、女性の健康づくり
について知識の普及を

立山町健康福祉課健康
係
TEL:（076）463-0618
FAX:（076）462-9011
hoken@town.tateyama.lg.

81
出前講座 入善町保健センター 新上野公民館 3月2日 13:30～14:30 http://www.town.

nyuzen.toyama.jp
/index.jsp

富山県入善町保健セン
ターTEL　0765-72-0343

福寿会女性会員に対す
る健康講座と運動指導

富山県入善町保健セン
ター
0765-72-0343

82
出前講座 入善町保健センター 小杉公民館 3月6日 13:30～15:00 http://www.town.

nyuzen.toyama.jp
/index.jsp

富山県入善町保健セン
ターTEL　0765-72-0343

福寿会女性会員に対す
る健康講座と運動指導

富山県入善町保健セン
ター
0765-72-0343

83
健康相談 入善町保健センター 老人福祉センター 3月6日 10:00～11:00 http://www.town.

nyuzen.toyama.jp
/index.jsp

富山県入善町保健セン
ターTEL　0765-72-0343

中高年の女性に対する
健康相談

富山県入善町保健セン
ター
0765-72-0343

84
３歳児健診（10名） 朝日町 保健センター 3月5日 13:00～15:00 富山県朝日町保健セン

ター
TEL：0765-83-3309

対象者の母に、がん予
防のパンフレットを配
布

富山県朝日町保健セン
ター
TEL：0765-83-3309

85 ３歳児健診 富山市

中央保健福祉センター
南保健福祉センター
北保健福祉センター 3月3～6日 13:00～ ―

富山市保健所　健康課
ＴＥＬ　076-428-1153

対象：３歳児とその保育者
内容：子育て中の女性に対
する保健指導

富山市保健所　健康課
ＴＥＬ　076-428-1153

86 乳幼児健康相談 富山市

①八尾保健福祉セン
ター
②南保健福祉センター
大沢野保健福祉セン
ター
西保健福祉センター
ほそいり保育所

①3月2日
②3月3日
③3月6日

9:00～ ―
富山市保健所　健康課
ＴＥＬ　076-428-1153

対象：乳幼児とその保育者
内容：子育て中の女性に対
する保健指導

富山市保健所　健康課
ＴＥＬ　076-428-1153

87
卯花地区健康づくり展
（卯花フェスティバルに

併設）

卯花地区ふるさとづく
り推進協議会

（富山市より委託）
卯花アリーナ 3月1日 10:00～14:00 ―

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

対象：卯花フェスティバ
ルの来所者
内容：健康チェック･健康
相談･パネル展示などを通
して生活習慣病予防の普
及啓発を行う

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474
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88 健康教育事業 あすなろ会 中央保健福祉センター 3月2日 9:30～12:00 ―
富山市

中央保健福祉センター
℡076－422-1172

対象：糖尿病教室のOB会
（あすなろ会）
内容：会員同士の交流や
健康チェックなどを実施

富山市
中央保健福祉センター
℡076－422-1172

89 介護予防普及啓発事業 富山市 藤ノ木地区センター 3月2日 13:00～14:30 ―
富山市

南保健福祉センター
℡076-428-1156

対象；高齢女性（はつら
つヘルシー藤参加者）
内容：運動指導員による
運動指導

富山市
南保健福祉センター
℡076-428-1156

90 地域総合相談会 富山市 市立上条公民館 3月4日 19:00～19:45 ―
富山市

北保健福祉センター
℡076-427-0050

対象：地区住民対象
内容：血管の病気の普及
啓発、予防に関する医師
講話

富山市
北保健福祉センター
℡076-426-0050

91 健康教育事業 富山市民国際交流協会 中央保健福祉センター 3月4日 10:00～13:00 ―
富山市

中央保健福祉センター
℡076－422-1172

対象：国際料理交流会参
加者
内容：外国籍の方と協会
員の異文化交流と調理実
習

富山市
中央保健福祉センター
℡076－422-1172

92 心の健康づくり講座
富山市

（富山市地域精神保
健福祉推進協議会）

西保健福祉センター 3月4日 １４：００～１５：００ ―
富山市

西保健福祉センター
℡076-469-0770

対象：一般市民
内容：精神科医の講演

富山市
西保健福祉センター
℡076-469-0770

93 赤ちゃん教室 富山市 大沢野保健福祉センター 3月4日 9：00～12：00 ―
富山市

大沢野保健福祉センター

℡076-467-5812

対象：7～12か月の乳児と
その保育者
内容：子育て中の女性に
対する保健指導

富山市
大沢野保健福祉センター

℡076-467-5812

94 健康教育事業
経堂町内会女性部

新庄校下食生活改善推
進員

経堂公民館 3月4日 11:00～13:00 ―
富山市

中央保健福祉センター
℡076－422-1172

対象：女性（花みずきの
会）
内容：食生活や健康管理
についての講義と調理実
習を実施

富山市
中央保健福祉センター
℡076－422-1172

95 地域総合相談会 富山市 船峅公民館 3月5日 9：00～12：00 ―
富山市

大沢野保健福祉センター

℡076-467-5812

<健康づくり講演会>
対象：地区住民
内容：健康相談・医師講
義（脳卒中について）

富山市
大沢野保健福祉セン

ター
℡076-467-5812

96 地域総合相談会 富山市 杉原公民館 3月5日 9:30～13:00 ―
富山市

八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

対象：地区住民
内容：健康チェック、健
康相談、健康に関するミ
ニ講話を行う

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

97 健康教育事業 富山市 黒瀬谷公民館 3月5日 18:30～20:00 ―
富山市

八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

対象：地区住民
内容：働きざかりの女性
に対して、がん予防の普
及啓発

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

98 健康教育事業 富山市 市立八人町公民館 3月5日 10:00～11:30 ―
富山市

中央保健福祉センター
℡076－422-1172

<子育て相談会>
対象：子育て中の母親
内容：子供の食事と家族
の食事についての栄養士
の講演会

富山市
中央保健福祉センター
℡076－422-1172
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99 健康教育事業 富山市 新庄地区センター 3月6日 10:00～11:30 ―
富山市

中央保健福祉センター
℡076－422-1172

<母と子の健康教室>
対象：乳幼児とその母親
内容：育児相談や親子遊
びの紹介、事故防止の講
演等を行う教室

富山市
中央保健福祉センター
℡076－422-1172

100 地域総合相談会 富山市 市立水橋東部公民館 3月7日 10:00～11:30 ―
富山市

北保健福祉センター
℡076-427-0050

対象：地区住民
内容：脳卒中の症状、減
塩について、保健師、栄
養士による講話及び食生
活改善推進員による減塩
食試食

富山市
北保健福祉センター
℡076-427-0050

101 地域総合相談会 富山市 富山市立速星公民館 3月6日 10:00～11:30 ―
富山市

西保健福祉センター
℡076-469-0770

対象：地区住民
内容：栄養士による講話
保健師による健康相談・
健康チェック

富山市
西保健福祉センター
℡076-469-0770

102
八尾地域

心の健康づくり講演会
八尾地域心の健康づくり

推進実行委員会
八尾健康福祉総合センター 3月7日 9:30～11:30 ―

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

対象：地区住民
内容：心の健康に関する
特別講演「脳と心の若返
り健康術～脳トレで前向
き思考に～」とアロマテ
ラピー体験を実施する

富山市
八尾保健福祉センター
℡076-455-2474

103 地域総合相談会 富山市 市立水橋東部公民館 3月7日 10:00～11:30 ―
富山市

北保健福祉センター
℡076-427-0050

対象：地区住民
内容：脳卒中の症状、減
塩について、保健師、栄
養士による講話及び食生
活改善推進員による減塩
食試食

富山市
北保健福祉センター
℡076-427-0050


