
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 初妊婦教室 稲沢市 保健センター 3月1日
９時３０分か
ら１０時

http://inazawa.ai
chi.jp/

保健センター
0587-21-2300

教室時に妊娠中の喫煙
の害について周知

愛知県稲沢市保健セン
ター
０５８７－２１－２３００

2
検診車による乳がん
検診及び子宮頸がん
検診

春日井市
春日井市保健セン
ター

2015/3/1
2015/3/8

9:00～16:00
愛知県春日井市健康福
祉部健康増進課

今年度の乳がん及び子
宮頸がん検診無料クー
ポン券未利用者を対象
に、検診車による集団検
診を実施。

愛知県春日井市健康福
祉部健康増進課
℡0568-85-6166

3
女性の健康づくり教
室

岩倉市
愛知県　岩倉市保健
センター

2015/3/6
10：00～11：
30

愛知県　岩倉市　市民部
健康課指導グループ
TEL　0587-37-3511

婦人科医師による講演
会「女性の病気・・・ベテ
ラン医師があなたの疑問
に答えます！出血・オッ
パイ・腰の痛みなど」

愛知県　岩倉市　市民部
健康課指導グループ
TEL　0587-37-3511

4
女性がん検診の
パンフレット配布

清須市健康推進課 清洲保健センター 3月5日
13:15～健診
終了まで

http://www.city.k
iyosu.aichi.jp/

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

３歳児健診受診の母親
へ
乳がん・子宮がん検診の
啓発、パンフレットの配
布

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

5 母子手帳の交付 清須市健康推進課

清須市役所清洲庁舎
健康推進課窓口

西枇杷島保健セン
ター

3月2日～
3月6日

3月7日

8:00～17:00

10:30～11:00

http://www.city.k
iyosu.aichi.jp/

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

母子手帳交付時、喫煙
者に禁煙の必要性につ
いて教育とリーフレットの
配布

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

6 広報清須３月号 清須市 市内全戸配布 3月～
http://www.city.k
iyosu.aichi.jp/

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

清須市の健康課題と健
康づくりのポイント、受動
喫煙についての啓発

愛知県　清須市　健康推
進課
Tel　052－400-2911

4．日時
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7
託児付き！いきいき
健康体操教室（第5
回）

知多郡東浦町
健康課

東浦町保健センター 2015/3/3 9：30～11:30
東浦町健康課
（保健センター）
℡０５６２－８３－９６７７

育児中の女性に対する
運動習慣の動機づけとし
て、健康運動指導士によ
る実践指導。

愛知県知多郡東浦町健
康課
（保健センター）
℡：０５６２－８３－９６７７

8
ストレッ千とリズム体
操教室（第5回）

知多郡東浦町
健康課

東浦町　藤江コミュニ
ティセンター

2015/3/4
19：30～
21:00

東浦町健康課
（保健センター）
℡０５６２－８３－９６７８

40歳以上の女性を対象
に、慢性的な運動不足
の解消。生活習慣病予
防として、健康運動指導
士による実践指導。

愛知県知多郡東浦町健
康課
（保健センター）
℡：０５６２－８３－９６７８

9
お母さんのための歯
科健診

愛知県常滑市保健予
防課

愛知県常滑市保健セ
ンター

3月5日 13：30～

http://www.city.t
okoname.aichi.jp/
kbn/20100160/2
0100160.html

愛知県常滑市保健予防
課　℡：0569-34-7000

妊娠中の方と出産後１年
未満の方を対象としたお
口の健康についての話、
歯科健診と相談

愛知県常滑市保健予防
課　℡：0569-34-7000

10
刈谷市ホームページ
に「女性の健康週間」
に関する記事を掲載

刈谷市健康課 ―
2015/3/1～
3/8

http://www.city.k
ariya.lg.jp/

刈谷市健康課
TEL：0566-23-8877

女性の健康週間につい
ての啓発

刈谷市健康課
TEL：0566-23-8877

11
ピッチFMにて「女性の
健康週間」に関する
内容を放送

刈谷市健康課 ―
2015/3月上
旬（未定）

―
刈谷市健康課
TEL：0566-23-8877

女性の健康週間につい
ての啓発

刈谷市健康課
TEL：0566-23-8877

12 女性の健康測定会 安城市
ドラッグスギヤマ安城
店

3月1日 10：00～6：00
愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133

対象：来店する女性とそ
の家族
内容：骨密度測定及び健
康相談・啓発物品配布

愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133
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13
安城密着コミュニティ
サイト「あんみつ」へ
の記事の掲載

安城市
安城密着コミュニティ
サイト「あんみつ」

３月１日～３
月８日

http://an-
mitsu.jp

愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133

対象：あんみつＨＰ利用
者
内容：女性と健康（詳細
未定）

愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133

14
安城商工会議所メル
マガへの記事掲載

安城市
安城商工会議所メル
マガ（３月１日配信分）

3月1日
愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133

対象：安城商工会議所メ
ルマガ利用者および企
業
内容：女性と健康（詳細
未定）

愛知県安城市保健セン
ター
℡0566-76-1133

15 母子健康手帳交付 額田郡幸田町 幸田町保健センター 3月2日 10:00～12:00

http://www.town.
kota.lg.jp/index.cf
m/23,23089,217,
251,html

幸田町健康課
0564-62-8158

妊婦に対して妊娠中に
気をつけたいことなどを
説明。全員に個別面接を
実施。喫煙については禁
煙指導等実施。

幸田町健康課
0564-62-8158

16 健康体操 北設楽郡東栄町
老人憩いの家　本郷
荘

3月4日
１０：００～１
１：３０

なし

愛知県北設楽郡　東栄
町
福祉課　保健衛生係
℡０５３６－７６－１８１５

健康運動指導士をお招
きし、体操教室を実施。
対象は全住民としている
が、女性の参加が圧倒
的な状況。

愛知県北設楽郡　東栄
町
福祉課　保健衛生係
℡０５３６－７６－１８１５

17

母子骨粗しょう症（ロ
コモティブシンドロー
ム）予防教室

名古屋市中村保健所 名古屋市中村保健所 3月2日 なし 名古屋市中村保健所
052-481-2295

（対象者）
おおむね、生後6～12
か月のお子さんを持つ
お母さん
（内容）
骨や筋肉を丈夫にする
運動

名古屋市中村保健所
052-481-2295

18

乳がん検診（予約制） 名古屋市中村保健所 名古屋市中村保健所 3月5日 http://www.ci
ty.nagoya.jp/n
akamura/page
/0000061583.
html

名古屋市中村保健所
052-481-2295

（対象者）
40歳以上の女性市民
（今年度中に40歳にな
る方も含む）
※受診は２年度に１回
のため、前年度検診を
受けた方を除く（但

名古屋市中村保健所
052-481-2295

http://an-mitsu.jp/
http://an-mitsu.jp/
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19

乳がん予防教室
（予約制）

名古屋市中保健所 名古屋市中保健所
（名古屋市中区役所3
階健診フロア）

3月2日 午後1時15分
から午後3時
30分

http://www.ci
ty.nagoya.jp/n
aka/page/000
0046021.html

名古屋足中保健所保健
予防課健康づくり担当
電話０５２（２６５）２２６２

（対象者）
20歳以上の女性市民
定員４０名（先着順）
（内容等）
１．医師・管理栄養
士・歯科衛生士・保健
師による女性の健康お

名古屋足中保健所保健
予防課健康づくり担当
電話０５２（２６５）２２６２

20

乳がん検診（予約制） 名古屋市中保健所 名古屋青少年文化セ
ンター（ナディアパー
ク内）

3月8日 午前 http://www.ci
ty.nagoya.jp/n
aka/page/000
0046021.html

名古屋足中保健所保健
予防課健康づくり担当
電話０５２（２６５）２２６２

（対象者）
40歳以上の女性市民
（今年度中に40歳にな
る方も含む）
※受診は２年度に１回
のため、前年度検診を
受けた方を除く（但

名古屋足中保健所保健
予防課健康づくり担当
電話０５２（２６５）２２６２

21

サロンドサプリ 名古屋市南保健所 宝南コミセン 3月6日 なし 名古屋市南保健所
052－654-2811

母親と子供のリトミッ
ク体操

名古屋市南保健所
052－654-2811

22

乳がん検診（予約制） 名古屋市守山保健所 名古屋市守山保健所 3月1日 午前 なし 名古屋市守山保健所
052-796-4623

（対象者）
40歳以上の女性市民
（今年度中に40歳にな
る方も含む）
※受診は２年度に１回
のため、前年度検診を
受けた方を除く（但

名古屋市守山保健所
052-796-4623

23

マタニティーセミナー 名古屋市名東保健所 名古屋市名東保健所 3月4日 13：15～15：
30

なし 名古屋市名東保健所保
健予防課
052ー778-3112

（対象者）
妊婦とそのパートナー
（内容）
・マタニティーライフ
について
・赤ちゃんの保育・衣
類・沐浴

名古屋市名東保健所保
健予防課
052ー778-3112

24

乳がん検診（予約制） 名古屋市天白保健所 名古屋市天白保健所 ３月６日 午前 なし 名古屋市天白保健所保
健予防課
807-3912

（対象者）
40歳以上の女性市民
（今年度中に40歳にな
る方も含む）
※受診は２年度に１回
のため、前年度検診を
受けた方を除く（但

名古屋市天白保健所保
健予防課
807-3912
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25

乳がん自己触診法
教室

名古屋市天白保健所 名古屋市天白保健所 ３月６日 午前 なし 名古屋市天白保健所保
健予防課
807-3912

（対象者）
3月6日の乳がん検診の
受診者
（内容）
乳がん自己触診法の指
導

名古屋市天白保健所保
健予防課
807-3912

26

啓発パンフレット配布
「女性特有の病気の
基礎知識」

岡崎市 岡崎げんき館 3月1日～3月
8日

岡崎市保健部健康増進
課
0564-23-6639

1歳6か月・３歳児健康
診査時にパンフレット
配布

愛知県岡崎市健康増進
課
0564-23-6639


