
平成27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

輝く女性の健康講座
パート１

川口市保健センター 埼玉県
川口市保健センター

2016/3/1
2016/3/8

10:00～12:30 川口市保健センター
℡048-256-2022

川口市民でおおむね30
～50代の更年期を迎え
る女性を対象とし、運動・
栄養・口腔衛生・リラク
ゼーションなど生活習慣
改善を基本とした内容の
2日間の教室

埼玉県
川口市保健センター
℡048-256-2022

2

輝く女性の健康講座
パート２

川口市保健センター 埼玉県
川口市中央ふれあい
館

2016/3/20 9:20～12:00 http://10.1.100.7
/Contents/Conte
nts.asp?CONTEN
TNO=50589

川口市保健センター
℡048-256-2022

川口市民の全年齢の女
性のかたを対象に、生活
習慣改善を目的とした、
運動指導士による運動
実践の講座

埼玉県
川口市保健センター
℡048-256-2022

3

ママ・パパ教室 行田市保健センター 埼玉県
行田市保健センター

3月3日 13:00～16:00 http://www.city.g
yoda.lg.jp/14/09/
11/haha.11html

行田市保健センター
TEL 048-553-0053

対象：妊婦とその家族
（行田市民）　　　　　内
容：歯科講話、沐浴実
習、パパの妊婦体験、フ
リートーク

埼玉県行田市保健セン
ター　℡048－553-0053

4

窓口でのパンフレット
配布

秩父市保健センター 埼玉県　秩父市保健
センター

2016/3/1～
3/8

8:30～17:15 埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

乳がん、子宮がん検診
についてのパンフレット
を配布し、知識の普及啓
発を行う

埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

5

市報ちちぶ3月号掲載
「女性の健康週間」に
ついて

秩父市 市報ちちぶ3月号 埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

「女性の健康週間」につ
いて情報提供および知
識の普及啓発

埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

6

マタニティ教室 秩父市保健センター 埼玉県　秩父市保健
センター

2016/3/1～
3/8

9:30～12:00 埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

妊婦とその家族を対象
に栄養講座、簡単な調
理実習と試食

埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

7

健康相談 秩父市保健センター 埼玉県　秩父市保健
センター

2016/3/1 9:30～10:30 埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

健康相談来所者に対し
て血圧測定、体組成測
定および「女性の健康週
間」について普及啓発

埼玉県秩父市
秩父保健センター
℡　0494-22-0648

4．日時

http://10.1.100.7/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=50589
http://10.1.100.7/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=50589
http://10.1.100.7/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=50589
http://10.1.100.7/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=50589
http://www.city.gyoda.lg.jp/14/09/11/haha.11html
http://www.city.gyoda.lg.jp/14/09/11/haha.11html
http://www.city.gyoda.lg.jp/14/09/11/haha.11html
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8

広報3月号「いきいき
健康づくり～女性の
からだのメカニズムと
健康」

所沢市保健センター
健康づくり支援課

3月1日 所沢市保健センター健
康づくり支援課　０４－２
９９１－１８１３

すべての女性対象。女
性のホルモンバランスと
年齢による変化、更年期
に気をつけたい変化、周
産期の相談先について

所沢市保健センター健
康づくり支援課　０４－２
９９１－１８１３
b9911813@city.tokoroza
wa.lg.jp

9

母親学級 飯能市 埼玉県
飯能市保健センター

①2016/3/4
②2016/3/9
③2016/3/18
（３回で１コー
ス）

①9:00～
12:00
②③9:30～
12:00

http://www.city.h
anno.saitama.jp/0
000006524.html

飯能市保健センター
℡042‐974‐3488

対象：市内在住概ね妊
娠5か月～7か月までの
妊婦
内容：①妊娠中の保健・
歯の保健・母と子の栄養
②お産の経過と補助動
作・呼吸法と妊婦体操・
母乳育児・産後の過ごし
方
③赤ちゃんの育て方・先
輩ママとの交流会・制度
と届出

埼玉県
飯能市保健センター
℡042‐974‐3488

10

運動体験講座 加須市 大利根保健センター ２０１６／３／
１

２０１６／３／
８

13:45～16:00

13:45～16:00

http://www.city.k
azo.lg.jp/cont/s3
53000/d029200/
20151125162058.
html

埼玉県加須市
　健康づくり推進課
　（加須保健センター）

℡　0480-62-1311

中高年の運動習慣のな
い
市民に対して適度な運
動の必要性を実感し、体
験する健康教育。

埼玉県加須市
　健康づくり推進課
　（加須保健センター）

℡　0480-62-1311

11

パパママ学級 加須市 加須保健センター ２０１６／３／
８

9:30～11:30 http://www.city.k
azo.lg.jp/cont/s3
53000/d029200/
20151125162058.
html

埼玉県加須市
　健康づくり推進課
　（加須保健センター）

℡　0480-62-1311

出産予定のあるご夫婦
を対象に沐浴体験や父
親が臨月のお腹の膨ら
みを体験する。また産後
のメンタルヘルスについ
ての知識とストレス緩和
対策等を伝えている。

埼玉県加須市
　健康づくり推進課
　（加須保健センター）

℡　0480-62-1311

12

こころの相談 東松山市健康推進課 東松山市保健セン
ター

3月2日  9:30～12:00 東松山市保健センター
℡：0493-24-3921

精神面に関する悩みをも
つ方を対象に臨床心理
士が相談を受けアドバイ
スを行う（事前申込制）

東松山市保健センター
℡：0493-24-3921

http://www.city.hanno.saitama.jp/0000006524.html
http://www.city.hanno.saitama.jp/0000006524.html
http://www.city.hanno.saitama.jp/0000006524.html
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13

両親学級 東松山市健康推進課 東松山市保健セン
ター

3月3日  9:30～12:00 東松山市保健センター
℡：0493-24-3921

妊娠中の方とパートナー
を対象に、妊娠、分娩、
育児について健康教育
を行う

東松山市保健センター
℡：0493-24-3921

14

女性の健康について
のパンフレット配布

春日部市 埼玉県春日部市集団
乳がん検診各会場

2016/3/1～
3/8

12:00～17:00 春日部市保健センター
℡048-736-6778

市内在住の集団乳がん
検診受診者を対象に、女
性の健康についてのパ
ンフレット等配布、乳が
ん触診モデルの体験
コーナー設置

春日部市保健センター
℡048-736-6778

15

マタニティ教室(クッキ
ングコース）

深谷市 深谷市保健センター 3月4日 9:30～12:30 深谷市保健センター
TEL　048-575-1101

妊娠期の女性(市民）を
対象に妊娠中の栄養に
ついての健康教育

深谷市保健センター
TEL　048-575-1101

16

両親学級1日コース 上尾市健康増進課 上尾市東保健セン
ター

3月5日 9:30～15：15 http://www.city.a
geo.lg.jp/uploade
d/attachment/26
970.pdf

上尾市健康増進課
（東地域保健担当）
TEL:０４８－７７４－１４１
４

対象：平日の妊婦教室に
参加できない妊婦とパー
トナー
内容：妊婦の体の変化
や生活について、出産準
備・赤ちゃんの保育・沐
浴実習

上尾市健康増進課
（東地域保健担当）
０４８－７７４－１４１４

17

「女性の健康週間」に
ついて　広報そうか
2月20号に掲載

草加市 草加市保健センター
048-922-0200

対象：市民
内容：女性の健康週間
及び各種がん検診や健
康相談についての啓蒙
啓発

草加市保健センター
048-922-0200

18

広報あさか３月号
３月１日～８日は「女
性の健康週間」

（※掲載予定）

朝霞市 広報３月号 朝霞市健康づくり課
電話：048-465-8611

「女性の健康週間」につ
いての情報提供及び知
識の普及啓発、乳がん
自己触診方法の掲載

朝霞市健康づくり課
電話：048-465-8611

http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/26970.pdf
http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/26970.pdf
http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/26970.pdf
http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/26970.pdf
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19

マタニティ教室
（２日コース）

朝霞市 朝霞市保健センター ①3月3日
（１日目）

②3月5日
（２日目）

①13:00～
16:00
②10:00～
16:00

http://www.city.a
saka.lg.jp/soshiki
/24/matanitykyo
situ.html

朝霞市健康づくり課
電話：048-465-8611

①妊娠中の歯っぴい講
座、妊娠中の栄養と調理
実習

②お産の進み方・乳房の
手入れ、パパのための
講座（子供の成長・交流
など）、赤ちゃんの保育と
沐浴、わが子を迎える心
の準備（妊婦体験・DVD
上映）

朝霞市健康づくり課
電話：048-465-8611

20

乳幼児健診時におけ
るシャワーカードの配
布

志木市 埼玉県志木市健康増
進センター

2016/3/1
2016/3/2
2016/3/8
2016/3/9

13:20～15:30 志木市健康増進セン
ター℡048-473-3811

乳幼児健診に来た母親
に、シャワーカードを配
布し、乳がん自己検診の
啓発を行う。

埼玉県　志木市
担当課：健康増進セン
ター
℡:048-473-3811
E-mail:
hoken-s@city.shiki.lg.jp

21

パパママ体験クラス 桶川市 埼玉県
桶川市保健センター

2016/3/5 10:30～12:00 http://www.city.o
kegawa.lg.jp/kodo
mo/27/110/p000
635.html

埼玉県桶川市
健康増進課
℡：048-786-1855

妊婦とその夫（祖父母も
可）を対象とする、赤ちゃ
んのお風呂の入れ方
や、保育についての教室

埼玉県桶川市
健康増進課
℡：048-786-1855

22

めだかサロン 桶川市 埼玉県
桶川市日出谷子育て
支援センター

2016/3/2 10:00～12:00 埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581

低出生体重児、双子など
の親子を対象とする、発
達についての悩みや相
談に保健師が個別に対
応

埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581

23

ぴよぴよサロン（栄養
相談）

桶川市 埼玉県
桶川市日出谷子育て
支援センター

2016/3/4 10:00～12:00 埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581

生後10か月までの親子
を対象とする、子供の栄
養・離乳食についての相
談に栄養士が個別に対
応

埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581

24

ぴよぴよサロン（子育
てミニ講座）

桶川市 埼玉県
桶川市日出谷子育て
支援センター

2016/3/4 14:30～15:00 埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581

生後10か月までの親子
を対象とする、子育ての
ワンポイントを家庭児童
相談員がアドバイスする
講座

埼玉県桶川市
日出谷子育て支援セン
ター℡：048-789-2581
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25

お立ち寄り健康相談 桶川市 埼玉県
桶川市保健センター

2016/3/8 9:30～11:00 http://www.city.o
kegawa.lg.jp/kenk
o/34/130/p0006
52.html

埼玉県桶川市
健康増進課
℡：048-786-1855

20歳以上を対象とする、
血圧測定、生活習慣病
予防・バランスのよい食
事のとり方などの保健
師・栄養士による相談

埼玉県桶川市
健康増進課
℡：048-786-1855

26

パパママ学級 八潮市 八潮市立保健セン
ター

3/6（日）
13時～16時

予約制 広報やしお
ホームページ
健康だより
妊娠届出時、チラ
シの配布

八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

対象：初産の妊婦・夫
内容：
ママ・パパ各々に別れ、
座談会
母子保健制度案内
新生児の保育について
講話
沐浴実習等

八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

27

子育てメンタルサロン 八潮市 八潮市立保健セン
ター

10時～11時
（日付は非公
開だが、女
性の健康週
間内に実施
予定）

事前連絡 ホームページ
健康だより

八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

対象：子育てに対する
　　　不安や困難感を
　　　感じている母親
　　　や妊婦
内容：グループによる
　　　交流、情報交換

八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

28

ホームページでの周
知

八潮市 市ホームページ 2/10～3/8 ホームページ 八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

女性の健康週間の周知 八潮市健康スポーツ部
健康増進課
（八潮市立保健セン
ター）
048-995-3381

29

ママ・パパ教室 久喜市中央保健セン
ター

久喜市中央保健セン
ター

3月5日(土） 9：30～12：00 https://www.city.
kuki.lg.jp/kosodat
e/index.html

久喜市中央保健セン
ター
℡０４８０－２１－５３５４

対象：妊婦とその家族
（久喜市民）内容：赤ちゃ
んの保育について、沐浴
実習、パパの妊婦体験
等。

埼玉県久喜市中央保健
センター
℡０４８０－２１－５３５４

30

両親学級① 三郷市保健センター
（健康推進課）

埼玉県三郷市保健セ
ンター　（健康福祉会
館）

2016/3/5
（土）

12:45～16:30 http://www.city.
misato.lg.jｐ
/2436.htm

三郷市 健康推進課 地
域保健係 048-930-7772

対象：妊婦とその家族
内容：妊娠中の過ごし方
や出産・育児についての
講話、沐浴実習、妊娠シ
ミュレーション

三郷市 健康推進課 地
域保健係 048-930-7772

https://www.city.kuki.lg.jp/kosodate/index.html
https://www.city.kuki.lg.jp/kosodate/index.html
https://www.city.kuki.lg.jp/kosodate/index.html
http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
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31

両親学級② 三郷市保健センター
（健康推進課）

埼玉県三郷市保健セ
ンター　（健康福祉会
館）

2016/3/3
（木）

13:15～16:00 http://www.city.
misato.lg.jｐ
/2436.htm

三郷市 健康推進課 地
域保健係 048-930-7772

対象：妊婦とその家族
内容：歯科健診と相談、
ママと赤ちゃんの栄養に
ついて、妊娠シミュレー
ション

三郷市 健康推進課 地
域保健係 048-930-7772

32

パンフレット設置 三郷市保健センター
（健康推進課）

埼玉県三郷市保健セ
ンター　（健康福祉会
館）

2016/3/1～
3/8

終日 なし 三郷市 健康推進課 健
診予防係 048-930-7773

女性の健康についての
パンフレットを健康福祉
会館の１階エントランス
に設置する

三郷市 健康推進課 健
診予防係 048-930-7773

33

健康教室
輝け！更年期
～素敵に年齢を重ね
るために知っておきた
いこと～

幸手市　健康増進課 幸手市
ウェルス幸手

3月1日 13：30～
 15：30

https://www.city.
satte.lg.jp/ka/ken
kou-fukusi-
bu/kenkou-
zousin/simin-
benrityou/kyousit
u/kakusyu-
kenkou.htm

幸手市健康増進課
℡0480－42－8421

対象：市民
内容：産婦人科医による
更年期の身体の変化と
対応、過ごし方について
の講話。

幸手市健康増進課
0480－42－8421

34

パンフレット配布 吉川市 埼玉県
吉川市保健センター

2016/3/1～
           3/31

吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

窓口で女性がん（乳が
ん・子宮がん）検診の啓
発パンフレットを配布し、
知識の普及を行う。

吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

35

子育てグループ交流
会

吉川市 埼玉県
吉川市保健センター

2016/3/4 10:00～12:00 吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

１歳未満のお子さんと保
護者を対象に、育児など
の情報交換や交流を行
う。

吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

36

母親（両親）学級 吉川市 埼玉県
吉川市保健センター

2016/2/15
      2/24
      3/9
      3/14

9:30～11:30
9:30～11:30
13:30～15:00
9:30～11:30

http://www.city.y
oshikawa.saitama.
jp/index.cfm/25,4
46,145,782,html

吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

妊娠中の方とパートナー
を対象に、妊娠・出産・
育児等の健康教育を行
う。

吉川市健康増進課（保
健センター）
℡048-982-9804

http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
http://www.city.misato.lg.jp/2436.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
https://www.city.satte.lg.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/simin-benrityou/kyousitu/kakusyu-kenkou.htm
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/25,446,145,782,html
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/25,446,145,782,html
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/25,446,145,782,html
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/25,446,145,782,html
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37

妊婦歯科健診 ふじみ野市 ふじみ野市内の（市
歯科医師会に加入す
る）妊婦歯科健診実
施歯科医療機関

2015/4/1～
2016/3/31

http://www.city.f
ujimino.saitama.jp
/doc/201503180
0138/

ふじみ野市保健センター 妊婦に対する、歯科医療
機関における個別歯科
健診

埼玉県
ふじみ野市保健センター
保健事業係
℡049-264-8292

38

健康・栄養相談 白岡市健康増進課 白岡市保健センター 2015/3/8 受付:
9:30～11:00

http://www.city.s
hiraoka.lg.jp/3692
.htm

白岡市健康増進課（保
健センター）

血圧測定、尿検査、体
重・体脂肪測定、生活習
慣病予防等、健康につ
いての相談

白岡市健康増進課（保
健センター）
電話：0480-92-1201

39

目指せメリハリボ
ディ！健康美人教室

白岡市健康増進課 白岡市保健センター 2015/2/10
2015/2/17
2015/2/25
2015/3/4
2015/3/10

13:30～15:30
2日目
10:00～12:30

広報しらおか
チラシ

白岡市健康増進課（保
健センター）

40歳以上の市民を対象
とした、生活習慣病予防
を目的とした教室。
1日目:講義
2日目:調理実習
3日目:運動実践
4日目:ヨガ
5日目:運動実践

白岡市健康増進課（保
健センター）
電話：0480-92-1202

40

母親学級 白岡市健康増進課 白岡市保健センター 2015/3/7 13:00～16:00 http://www.city.s
hiraoka.lg.jp/3725
.htm

白岡市健康増進課（保
健センター）

市内初産婦を対象とした
母親学級全５回コースの
５日目                  沐浴
演習等

白岡市健康増進課（保
健センター）
電話：0480-92-1203

41

女性相談 鳩山町 埼玉県
比企郡鳩山町
鳩山町役場3階301会
議室

3月8日 13:00～16:00 ｈ210＠
town.hatoyama.lg.
jp

鳩山町総務課人権政策
担当

対象:町民（男性も相談
可）
相談内容:男女共同参画
に関する各種相談
（ 人間関係、夫婦、家
族、DV、仕事など）

埼玉県　鳩山町
担当課:総務課人権政策
担当
TEL：049－296－1214
E-mail：ｈ210＠
town.hatoyama.lg.jp

42

広報よこぜ３月号
「女性の健康週間」に
ついて

横瀬町 埼玉県
秩父郡横瀬町
広報よこぜ３月号

2015/3/1 横瀬町健康づくり課
℡0494-25-0116

女性の健康週間につい
て、町の健康相談につい
ての啓発、周知

埼玉県横瀬町
担当課：健康づくり課子
育て支援グループ
℡0494-25-0116

43

窓口でのパンフレット
配布

宮代町保健センター 宮代町保健センター 2016．3.1～
2016．3.8

宮代町保健センター
℡0480-32-1122

「女性のための健康ガイ
ド」パンフを配布

宮代町保健センター
℡0480-32-1122

http://www.city.shiraoka.lg.jp/3692.htm
http://www.city.shiraoka.lg.jp/3692.htm
http://www.city.shiraoka.lg.jp/3692.htm
http://www.city.shiraoka.lg.jp/3725.htm
http://www.city.shiraoka.lg.jp/3725.htm
http://www.city.shiraoka.lg.jp/3725.htm
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44

健康相談 松伏町福祉健康課
健康増進担当
(保健センター)

埼玉県
松伏町保健センター

3月2日 受付9:30～
11:00

松伏町保健センター
℡048－992－3170

血圧測定、尿検査、体脂
肪測定、健康相談

埼玉県松伏町
福祉健康課
健康増進担当
（保健センター）
℡048－992－3170

45

母親学級 松伏町福祉健康課
健康増進担当
(保健センター)

埼玉県
松伏町保健センター

3月8日 13：30～16：
00

松伏町保健センター
℡048－992－3170

歯科保健と歯磨き指導、
妊娠中・産後の保健指
導先輩ママ座談会

埼玉県松伏町
福祉健康課
健康増進担当
（保健センター）
℡048－992－3171

46

広報よりい３月号に掲
載

寄居町健康福祉課 広報よりい３月号 H28.3.3発行 寄居町保健福祉総合セ
ンター

女性の健康週間につい
て、子宮頸がん・乳がん
検診について

寄居町健康福祉課
保健指導班
電話　048-581-8500

47

催事情報システムを
活用した情報提供

さいたま市保健福祉
局保健部健康増進課

さいたま市内区役所 2016/3/1～
15

なし さいたま市保健福祉局
保健部健康増進課
℡048-829-1294

骨粗しょう症の症状の
チェック項目に関する情
報提供

埼玉県さいたま市保健
福祉局保健部健康増進
課
℡048-829-1294

48

ポスター展示による
啓発

さいたま市西区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市西区役所
市民ホール

全日 なし さいたま市西区役所健
康福祉部保健センター
℡048-620-2700

子宮頚がん・乳がんの予
防や早期発見に関する
パンフレットの配布

埼玉県さいたま市西区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-620-2700

49

さいたま市報（北区
版）
3月号への記事掲載

さいたま市北区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市北区 2016/3/1～ なし さいたま市北区役所健
康福祉部保健センター
℡048-669-6100

〈対象〉
さいたま市北区民
〈内容〉
さいたま市報（北区版）
3月号に「女性の健康週
間」の周知及び、女性の
健康についての記事を
掲載

埼玉県さいたま市北区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-669-6100



平成27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4．日時

50

庁舎内に普及啓発
コーナーの作成

さいたま市北区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市北区役所3
階
エレベーターホール

2016/3/1～ なし さいたま市北区役所健
康福祉部保健センター
℡048-669-6100

〈対象〉
さいたま市北区民
〈内容〉
「女性の健康週間」の周
知、女性の健康に関する
普及啓発掲示の実施、
チラシやリーフレットの設
置

埼玉県さいたま市北区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-669-6100

51

赤ちゃんdeKITA①
（母親学級）

さいたま市北区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市北区役所3
階
指導講座室

2016/3/2 13:15～16:00 なし さいたま市北区役所健
康福祉部保健センター
℡048-669-6100

〈対象〉
母親学級に参加した妊
婦
〈内容〉
リーフレット「女性のため
の健康ガイド」を配布。

埼玉県さいたま市北区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-669-6100

52

親子教室 さいたま市北区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市北区役所3
階
運動指導室

2016/3/3 9:00～11:20 なし さいたま市北区役所健
康福祉部保健センター
℡048-669-6100

〈対象〉
親子教室に参加した母
親
〈内容〉
「女性の健康週間」の周
知、リーフレット「女性の
ための健康ガイド」を配
布し、女性の健康に関す
る普及啓発を行う。

埼玉県さいたま市北区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-669-6100

53

「女性の健康週間」広
報

さいたま市大宮区役
所健康福祉部保健セ
ンター

さいたま市大宮区役
所保健センター(大宮
区役所2階）

2016/3/1～
2016/3/18

8:30～17:15 市報3月号(大宮
区版)にて告知予
定

さいたま市大宮区役所
健康福祉部保健セン
ター
℡048-646-3100

女性の健康に関する知
識の普及・啓発（ポス
ターの掲示、パンフレット
の配布等）

埼玉県さいたま市大宮
区役所健康福祉部保健
センター
℡048-646-3100

54

保健センター啓発
コーナーにおけるパン
フレット設置、ポス
ター掲示

さいたま市見沼区役
所健康福祉部保健セ
ンター

さいたま市見沼区役
所保健センター啓発
コーナー

2016/3/1～8 なし さいたま市見沼区役所
健康福祉部保健セン
ター
℡048-681-6100

子宮がんや乳がん等女
性特有のがんや更年
期、女性の身体に関する
パンフレット等の設置、
ポスター掲示

埼玉県さいたま市見沼
区役所健康福祉部保健
センター
℡048-681-6100

55

公用車へのポスター
貼付

さいたま市見沼区役
所健康福祉部保健セ
ンター

さいたま市見沼区役
所保健センター管内

2016/3/1～8 なし さいたま市見沼区役所
健康福祉部保健セン
ター
℡048-681-6100

保健センター所有の公
用車2台に女性特有のが
んの受診勧奨ポスターを
貼付

埼玉県さいたま市見沼
区役所健康福祉部保健
センター
℡048-681-6100
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56

女性の健康週間 さいたま市中央区役
所健康福祉部保健セ
ンター

・さいたま市中央区役
所保健センター
・さいたま市中央区役
所

2016/3/1～8 8:30～17:15 なし さいたま市中央区役所
健康福祉部保健セン
ター
℡048-853-5251

（対象）
・保健センター来所者
・区役所来所者
（内容）
・乳がんモデル展示
・乳がん検診パンフレット
配布

埼玉県さいたま市中央
区役所健康福祉部保健
センター
℡048-853-5251

57

育児相談 さいたま市中央区役
所健康福祉部保健セ
ンター

さいたま市中央区役
所保健センター

①2016/3/2
②2016/3/3

①9:30～
15:00
②9:30～
12:00

なし さいたま市中央区役所
健康福祉部保健セン
ター
℡048-853-5251

（対象）
・育児相談利用者
（内容）
・乳がんモデル展示
・乳がん検診パンフレット
配布

埼玉県さいたま市中央
区役所健康福祉部保健
センター
℡048-853-5251

58

女性の健康づくりシ
リーズパンフレット設
置

さいたま市南区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市南区役所
保健センター前健康
応援ブース

2016/3/1～
31

なし さいたま市南区役所健
康福祉部保健センター
℡048-844-7200

南区民女性、パンフレッ
ト配布

埼玉県さいたま市南区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-844-7200

59

市報さいたま南区版3
月号
「南区保健センターか
らのお知らせ」におい
ての掲載

さいたま市南区役所
健康福祉部保健セン
ター

さいたま市南区 2016/3/1～ なし さいたま市南区役所健
康福祉部保健センター
℡048-844-7201

南区民、女性の健康週
間の啓発

埼玉県さいたま市南区
役所健康福祉部保健セ
ンター
℡048-844-7201

60 普及啓発用ポケット
ティッシュ配布

川越市
健康づくり支援課

川越市
各公民館
各図書館

2016/3/1～ 埼玉県川越市
健康づくり支援課
℡049-229-4125

普及啓発用ポケット
ティッシュ配布

埼玉県川越市
健康づくり支援課
℡049-229-4125


