
平成28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

乳がん検診及びパン
フレット配布

下田市 賀茂医師会館 2016/3/1 9：00～14：00 静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

乳がん検診受診者に乳
がん自己触診のPR,女性
の健康づくりについてパ
ンフレット配布

静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

2

乳がん検診及びパン
フレット配布

下田市 市民文化会館 2016/3/2 9：00～14：00 静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

乳がん検診受診者に乳
がん自己触診のPR,女性
の健康づくりについてパ
ンフレット配布

静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

3

乳がん検診及びパン
フレット配布

下田市 市民文化会館 2016/3/3 9：00～14：00 静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

乳がん検診受診者に乳
がん自己触診のPR,女性
の健康づくりについてパ
ンフレット配布

静岡県下田市市民保健
課TEL　0558-22-2217

4

リラクゼーションヨガ
教室

南伊豆町健康福祉課 南伊豆町　武道館
１階

2017/3/6 10：00～11：
00

静岡県南伊豆町健康福
祉課

0558-62-6233

町内に住所がある70歳
未満の女性を対象とする
ヨガ教室

静岡県南伊豆町健康福
祉課

0558-62-6233

5

骨折予防教室 熱海市健康づくり課 静岡県　熱海市
「上多賀会館」

3月6日 10:00～12:00 熱海市健康づくり課
℡ 0557-86-6294

対象：65歳以上の市民
内容：女性に多く見られ
る骨粗鬆症を予防するた
め、骨密度測定や食事
指導、運動指導を実施
する

静岡県熱海市健康づくり
課
健康づくり室
Tel 0557-86-6294
kenkozukuri@city.atami.s
hizuoka.jp

6

骨折予防教室 熱海市健康づくり課 静岡県　熱海市
「南熱海支所」

3月6日 13:30～15:30 熱海市健康づくり課
℡ 0557-86-6294

対象：65歳以上の市民
内容：女性に多く見られ
る骨粗鬆症を予防するた
め、骨密度測定や食事
指導、運動指導を実施
する

静岡県熱海市健康づくり
課
健康づくり室
Tel 0557-86-6294
kenkozukuri@city.atami.s
hizuoka.jp

4．日時
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7

きっかけエクササイズ 伊東市 八幡野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 3月5日 10：00～12：
00

健康推進課健康増進係 40歳以上の市民（女性）
運動指導

伊東市健康推進課健康
増進係　Tel0557-32-
1630

8

糖尿病予防デー「女
性と糖尿病」

伊東市（伊豆新聞に
掲載依頼）

伊豆新聞 2016/3/10掲
載予定

健康推進課健康増進係 市民への普及啓発（情
報提供）

伊東市健康推進課健康
増進係　Tel0557-32-
1630

9

機関紙寄稿 東部健康福祉セン
ター

3月12日 静岡県東部健康福祉セ
ンター健康増進課
055-920-2112

地元紙伊豆新聞コラム
掲載

静岡県東部健康福祉セ
ンター健康増進課
055-920-2112

10

女性の健康週間普及
啓発

東部健康福祉セン
ター

静岡県東部総合庁舎
ロビー

３月１日～３
月３１日

静岡県東部健康福祉セ
ンター健康増進課
055-920-2112

ポスター掲示、リーフレッ
ト設置にて啓発

静岡県東部健康福祉セ
ンター健康増進課
055-920-2112

11

チラシ配布 沼津市 健康づくり課窓口、各
事業

3月1日～8日 沼津市健康づくり課
055-951-3480

女性市民に対して、女性
特有の健康問題を挙
げ、その対策について周
知

沼津市健康づくり課
055-951-3480

12

市広報紙掲載 沼津市 健康づくり課窓口、各
事業

3月1日号 沼津市健康づくり課
055-951-3480

女性市民に対して、女性
特有の健康問題を挙
げ、その対策について周
知

沼津市健康づくり課
055-951-3480
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13

ラジオでの広報 エフエムぬまづ株式
会社

コーストＦＭ 3月1日 13:25～５分
程度

エフエムぬまづ株式会社
055-952-3515

「沼津市保健センターか
らのお知らせ」のコー
ナーで、女性の健康づく
りに関する講話

沼津市健康づくり課
055-951-3480

14

女性のがん啓発事業 三島市健康づくり課 三島市立保健セン
ター

2017/3/1
2017/3/2
2017/3/7

9:15～12:00
9:00～9:15
12:45～13:50

三島市健康づくり課
055-973-3700

１歳６ヶ月児健康診査及び、後期離乳
食講習会、３ヶ月児健康教室の来所
者に、子宮がん・乳がん検診受診勧
奨パンフレットを配布し、周知する。

15

地域保健委員への周
知とパンフレット配布

健康推進課 静岡県福祉保健会館 3月10（金） 19:00～ http://www.ci
ty.susono.shiz
uoka.jp/

健康推進課
℡　055-992-5711

地域保健委員総会参加
者へ本週間の周知と「女
性のための健康ガイド」
を配布

健康推進課
℡　055-992-5711

16

店頭での啓発活動 健康推進課 市内マックスバリュ３
店舗

3月3日(金) ①15:20～
15:50　　②
16:00～16:30
★★★★

http://www.ci
ty.susono.shiz
uoka.jp/

健康推進課
℡　055-992-5711

女性の健康週間のPRチ
ラシと啓発グッズの配布

健康推進課
℡　055-992-5711

17

成人健康・栄養相談 清水町 清水町保健センター 3月6日 9：30～11：30
13：30～15：
30

清水町保健センター
055-971-5151

女性に対する乳がん健
診の啓発のため、乳が
んモデルを設置する。
また、希望あれば健康相
談有

清水町保健センター
電話　055-971-5151

18

地元新聞社への記事
提供

静岡県御殿場健康福
祉センター

３月上旬 女性の健康週間に合わ
せて、女性の健康に関
する記事を提供する。

０５５９－８２－１２２４
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19

企画展 富士市健康対策課 富士市フィランセ西館
玄関ホール

３月1日をは
さむ2週間

08:30～21:00 静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993

フィランセ西館玄関ホー
ルにて、女性の健康づく
りに関するパネル展示、
リーフレット配布

静岡県　富士市　健康対
策課
℡0545--64-8993

20

広報ふじのみや2月
号

富士宮市　健康増進
課

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

富士宮市の広報誌「広
報ふじのみや」2月号に
「女性の健康週間」につ
いての記事を掲載

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

21

乳がん検診 富士宮市　健康増進
課

富士宮市　保健セン
ター

2017/3/1

2017/03/7

9：00～12：00

9：00～12：00

http://www.city
.fujinomiya.shiz
uoka.jp/sp/citiz
en/llti2b000000
126f.html

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

40歳以上の市民（女性）
に乳がん検診を実施。受
診者に女性の健康週間
についての啓発を行う。

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

22

富士宮市インフォメー
ション

富士宮市　健康増進
課

2/22
2/24
2/27

各日3回放送
7：50
13：30
18：00

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

ラジオF（地方FM局）に
て、女性の健康週間につ
いて放送

静岡県　富士宮市　健康
増進課
Tel 0544-22-2727

23

県民健康の日推進事
業における手作りポ
スターの庁内掲示

静岡県中部健康福祉
センター

静岡県藤枝総合庁舎
（本館1階）健康コー
ナー

平成29年２
月下旬～３
月末

（該当なし） 静岡県中部健康福祉セ
ンター健康増進課
電話番号054-644-9280

女性の健康週間の主旨
や具体的な健康づくり提
案を記載した手作りポス
ターを作成し、庁舎常設
の健康コーナーに掲載

静岡県中部健康福祉セ
ンター健康増進課
電話番号054-644-9280
Ｅメールアドレス
kfchuubu-
kenzou@pref.shizuoka.lg.j
p
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24

研修会参加者（働き
盛り世代の女性）へ
の啓発
（地域保健福祉関係
者研修会）

静岡県中部健康福祉
センター

静岡県藤枝総合庁舎
（別館２階）第１会議
室

2017/3/2 14:00-16:15 （該当なし） 静岡県中部健康福祉セ
ンター健康増進課
電話番号054-644-9280

地域保健福祉活動従事
者を対象に開催する研
修会参加者に対し、手作
り啓発チラシ等を配布
し、働き盛り世代の女性
の健康を支援する。

静岡県中部健康福祉セ
ンター健康増進課
電話番号054-644-9280
Ｅメールアドレス
kfchuubu-
kenzou@pref.shizuoka.lg.j
p

25

妊婦健康相談 牧之原市 牧之原市総合健康福
祉センター　健診室

3月6日 9：00～11：00 http://www.city.
makinohara.shizu
oka.jp

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027

母子健康手帳交付に合
わせ、妊婦に対する助産
師・保健師による保健指
導、管理栄養士による栄
養指導

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027
Ｅメールアドレス
sazanka@city.makinohara
.shizuoka.jp

26

牧之原市健康づくり
食生活推進協議会
（榛原支部）地区研修
会

牧之原市健康づくり
食生活推進協議会
牧之原市

牧之原市総合健康福
祉センター栄養指導
実習室

3月2日 9：00～12：00 http://www.city.
makinohara.shizu
oka.jp

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0024

対象：健康づくり食生活
推進協議会会員
内容：活動報告まとめ、
健康レシピ調理実習

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027
Ｅメールアドレス
sazanka@city.makinohara
.shizuoka.jp

27

楽しく学んでおうちで
実践！食育講座

牧之原市 牧之原市総合健康福
祉センター栄養指導
実習室

3月6日 9：30～11：30 http://www.city.
makinohara.shizu
oka.jp

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027

対象者：3歳未満児の母
親
内容：料理への苦手意
識を低減するための講
話、簡単レシピの紹介お
よび料理のデモンスト
レーション簡単レシピの
試食

静岡県牧之原市
健康福祉部健康推進課
℡0548-23-0027
Ｅメールアドレス
sazanka@city.makinohara
.shizuoka.jp
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28

リフレッシュママ産後
クラス

吉田町健康づくり課 吉田町保健センター 2017/3/6 14：00～15：
30

吉田町健康づくり課 対象者：産後2～4ヵ月の
ママ
内容：助産師・理学療法
士・管理栄養士の講話
や、ハンドマッサージ、骨
盤体操などの実技

吉田町健康づくり課
0548-32-7000

Ｅメールアドレス
kenkou@town.yoshida.shi
zuoka.jp

29

女性の健康週間
PRコーナー

掛川市 掛川市役所1階ロビー 3/1～3/8 8:30～17:15 掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

・女性特有の病気と予防
・リーフレット配布
＜窓口に設置＞

掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

30

乳がん自己検診法
PRコーナー

掛川市 徳育保健センター 3/1～3/8 8:30～17:15 掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

・乳がんモデルの展示
・リーフレット配布
＜窓口に設置＞

掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

31

お母さんの歯科健診 掛川市 徳育保健センター 3/7、3/8 受付13:00～
13:30

掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

3歳児健診及び2歳2か
月児健診に来所された
お母さんを対象に歯科健
診を実施（希望者）

掛川市保健予防課
電話 0537-23-8111

32

保健委員研修会 森町 森町保健福祉セン
ター

2017/3/2 13：30～
15:00

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

対象：保健委員
内容：
・運動の必要性、地域に
おけるボランティア活動
について地域包括支援
センター職員による講話
・乳がんについてのパン
フレット配布

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330
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33

広報もりまち 森町 2017/2/15 静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

広報2月号に女性の健康
週間について掲載

静岡県森町　保健福祉
課
0538-85-6330

34

ホームページ記事掲
載
ポスター掲示

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県西部健康福祉
センター　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

２月下旬～３
月末

http://www.pr
ef.shizuoka.jp
/kousei/ko-
770/tayori.ht
ml

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

女性の健康週間の周知
及び、女性の健康に関
する内容を掲載する。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

35

思春期からの生活習
慣病予防研修会

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県中遠総合庁舎 2月22日 13:30～16:00 静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

高等学校養護教諭、市
町保健担当者を対象に、
「みんなで進める健康づ
くり」をテーマに、情報交
換会を開催。女性の健
康週間の周知。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2581

36

生活習慣病予防のた
めの事業所給食研修
会

静岡県
西部健康福祉セン
ター

静岡県中遠総合庁舎 3月3日 14:00～16:30 静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2582

事業所給食関係者、市
町栄養士が集まる研修
会にて、女性の健康週
間の周知。

静岡県　西部健康福祉
センター健康増進課
TEL:0538-37-2582

37

母子健康手帳の交付 袋井市 袋井市総合健康セン
ター（袋井保健セン
ター）
浅羽保健センター

2017/3/1
～
2017/3/8

8:30～17:15 http://www.city.f
ukuroi.shizuoka.jp

静岡県　袋井市　健康づ
くり課母子予防接種係
℡０５３８－４２－７４１０

母子健康手帳交付時
に、妊婦の喫煙状況を確
認し、胎児に対する影響
と禁煙指導を行う。

静岡県　袋井市　健康づ
くり課母子予防接種係
℡０５３８－４２－７４１０
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38

女性の健康関連図書
の特別展示

静岡市女性会館 静岡市女性会館図書
コーナー

2017/3/1 9:00～ 静岡市女性会館
℡054-248-7330

図書コーナーにおいて、
女性の健康に関する図
書の特設展示を行う。

静岡市市民局男女参
画・多文化共生課
℡054-221-1349

39

麻機子育てサロン 麻機地区社協（静岡
市東部保健福祉セン
ター）

麻機児童館 2017/3/8 10:00～11:00 静岡市葵区役所健康支
援課東部保健福祉セン
タ
℡054-261-3311

子育て中の女性に対す
る乳がん予防・自己触診
法について

静岡市葵区役所健康支
援課東部保健福祉セン
タ
℡054-261-3311

40

すこやかまつり ①静岡市蒲原保健福
祉センター
②静岡市社会福祉協
議会蒲原支所
③静岡市白銀児童館

静岡市蒲原保健福祉
センター（白銀すこや
かセンター）

2017/3/5 9:30～12:00 静岡市蒲原保健福祉セ
ンター
℡054-385-5670

一般市民を対象として保
健福祉のまちづくりを目
指した地域交流まつり。
保健委員による健康
チェックや乳がん触診モ
デルを使用した自己検
診のPRと検診のすすめ
を行う。女性の健康に関
するリーフレットも配布す
る。

静岡市蒲原保健福祉セ
ンター
℡054-385-5670

41

掲示物展示 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター
浜松市　中区役所健
康づくり課

2017/3/1～
3/8

8:30～17:15 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

来館者に対し、掲示物の
展示による周知やパンフ
レットの配布を行う。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

42

親子すこやか相談 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2017/3/2・
6・7

9:00～11:30 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

相談来所者に対し、掲示
物の展示による周知や
パンフレットの配布、個
別指導により正しい知識
の普及を図る。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577
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43

1歳6か月児健康診査 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　北部協働セ
ンター

2017/3/6 13:00～15:00 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

健診受診者の保護者に
対し、掲示物の展示によ
る周知やパンフレットの
配布を行う。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

44

成人健康相談 浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2017/3/6 13:00～15:00 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

相談来所者に対し、掲示
物の展示による周知や
パンフレットの配布、個
別指導により正しい知識
の普及を図る。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

45

ママのための元気
アップセミナー

浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2017/2/24 13:30～15:30 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

乳児期の子を持つ母を
対象に、保健師、栄養
士、歯科衛生士が母自
身の健康管理に関する
講座を行う。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

46

はじめてのパパママ
レッスン

浜松市中区健康づく
り課

浜松市　中央保健福
祉センター

2017/2/25 9:30～12:00 浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

妊婦と夫を対象に、子育
てに関する実技や講話
を実施。その中で、妊娠
中の喫煙や受動喫煙の
健康被害について講話
や展示物で啓発。

浜松市中区健康づくり課
中央保健福祉センター
℡053-413-5577

47

女性の健康について
展示

浜松市東区健康づく
り課

浜松市 東区役所
１階市民ホール

2017/3/1～
3/8

8:30～17:15 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

ポスターの展示やチラシ
にて周知
（乳がん、子宮がん、受
動喫煙）

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122
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48

女性の健康について
展示

浜松市東区健康づく
り課

浜松市 東部保健福
祉センターロビー

2017/3/1～
3/8

8:30～17:15 浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

ポスターの展示やチラシ
にて周知
（乳がん、子宮がん、受
動喫煙）

浜松市東区健康づくり課
℡053-424-0122

49

女性の健康づくり普
及啓発

浜松市西区健康づく
り課

浜松市 西区役所 2017/3/1～
3/8

8：30～17：15 浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

乳がん・子宮頸がん検診
啓発パンフレット、女性
の健康づくりパンフレット
の配布

浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

50

西区ヘルスボランティ
アセンター会

浜松市西区健康づく
り課

浜松市 西区役所 2017/3/1 9:30～11:30 浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

乳がんモデルの展示、
乳がん検診子宮頸がん
検診啓発

浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

51

ママのための元気
アップセミナー（ミニ
版）

浜松市西区健康づく
り課

浜松市 西区役所 2017/3/8 10：00～10：
30

浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

乳がんモデルの展示、
乳がん・子宮頸がん検診
啓発パンフレット配布

浜松市西区健康づくり課
℡053-597-1174

52

市民ホールにて、
女性の健康に関する
パネル展示

浜松市南区健康づく
り課

浜松市 南区役所 2017/3/1～
2017/3/8

浜松市南区健康づくり課
℡053-425-1590

区役所に来所される方
への啓発
・女性特有のがんについ
てのパネル、リーフレット
展示
・生活習慣病予防パネ
ル、リーフレット展示

浜松市南区健康づくり課
℡053-425-1590
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53

健康教育「女性の健
康週間」

浜松市南区健康づく
り課

浜松市 南区役所他 2017/2/10～
2017/2/17

浜松市南区健康づくり課
℡053-425-1590

（対象）浜松市南区民生
児童委員協議会会長
会・地区民児協
（内容）・健康教育、リー
フレット配布（がん検診・
喫煙被害等）

浜松市南区健康づくり課
℡053-425-1590

54

女性の健康週間啓発
掲示

浜松市北区健康づく
り課

浜松市　細江健康セ
ンター
浜松市　引佐健康セ
ンター

2017/3/1 8:30～17:15 浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

乳がん検診受診パネル・
乳がんモデルの展示
リーフレット配架

浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

55

健康教育（民生委員・
児童委員に対する）

浜松市北区健康づく
り課

浜松市北区内の各地
区民児協開催場所

3月中の開催
日

浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

民生委員・児童委員地
区定例会の中で、女性
特有の健康問題につい
て健康教育を実施

浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

56

有線放送利用による
ポピュレーションアプ
ローチ

浜松市北区健康づく
り課

浜松市北区三ヶ日地
域

2017/3/1～
31

日に6回放送 浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

対象：浜松市三ヶ日有線
放送エリア住民
内容：女性の健康週間を
テーマに女性特有の健
康問題などの内容の放
送を実施

浜松市北区健康づくり課
℡053-523-3121

57

ポスター掲示 浜松市浜北区健康づ
くり課

浜松市　浜北保健セ
ンター
浜松市　浜北区役所

2017/3/1～
31

8:30～17:15 浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

市民 浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120



平成28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

58

パンフレット配布 浜松市浜北区健康づ
くり課

浜松市　浜北保健セ
ンター

2017/3/2 １３：３０～
　　　１５：３０

浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

1歳6か月児健診の対象
者の親にがん検診とた
ばこの啓発パンフレット
を配布

浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

59

パンフレット配布 浜松市浜北区健康づ
くり課

浜松市　浜北区役所 2017/3/3 9:30～11:30 浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

親子すこやか相談の来
所者にがん検診とたばこ
の啓発パンフレットを配
布

浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

60

パンフレット配布 浜松市浜北区健康づ
くり課

浜松市　浜北保健セ
ンター

2017/3/2 13:30～15:30 浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

3歳児健診の対象者の
親にがん検診とたばこの
啓発パンフレットを配布

浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

61

健康づくり連絡会 浜松市浜北区健康づ
くり課

浜松市　浜北保健セ
ンター

2017/3/10 10:00～12:00 浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

浜北区内のボランティア
団体５０人に、パンフレッ
トを配布しながら説明。

浜松市浜北区健康づくり
課
℡053-585-1120

62

スッキリ教室 浜松市天竜区健康づ
くり課

浜松市　天竜保健福
祉センター

2017/3/7 13：30～15：
30

浜松市天竜区健康づくり
課
℡053-922-0075

食生活の振り返り
運動指導
乳がん、子宮がん啓発
媒体の掲示

浜松市天竜区健康づくり
課
℡053-922-0075

63

健脚ＯＢ教室 浜松市天竜区健康づ
くり課

浜松市　佐久間保健
センター

2017/3/8 10：00～11：
30

浜松市天竜区健康づくり
課
佐久間保健センター
℡053-966‐0005

運動指導
乳がんモデルの展示及
びがん検診啓発パンフ
レット配布

浜松市天竜区健康づくり
課
佐久間保健センター
℡053-966‐0005


