
平成29年度 女性の健康週間における取組の概要 別紙様式

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 平成29年度「女性の
健康週間」市民公開
講座

（一社）千葉県産科婦
人科医学会

千葉県医師会館
３階会議室

2018/2/24 14:00～16:30 http://www.jsog.or.jp/
public/index.html

（一社）千葉県産科婦人
科医学会
043-239-5473

県民を対象に、「更年
期からのヘルスケア」
をテーマに、２つの講
演（骨粗鬆症、骨盤臓
器脱）を行う。

（一社）千葉県産科婦人
科医学会
043-239-5473

2 普及啓発リーフレット
の配付

千葉県 千葉県医師会館
３階会議室

2018/2/24 14:00～16:30 なし 千葉県健康福祉部健康
づくり支援課
043-223-2633

（一社）千葉県産科婦人
科医学会主催の市民公
開講座の機会に、女性
の健康づくりに関する
リーフレットを配布する。

千葉県健康福祉部健康
づくり支援課
043-223-2633

3 平成２９年度　一人ひ
とりに応じた健康支援
事業

千葉県野田健康福祉
センター（保健所）

千葉県野田健康福祉
センター
2階会議室

2018/1/10 14:00～15:30 なし 千葉県野田健康福祉セ
ンター
地域保健福祉課
04-7124-8155

対象：一般住民
内容：健康教室「更年
期を美しく健康に過ご
すために」
講師ジュノ・ヴェスタ
クリニック八田院長
八田真理子先生（産婦
人科医師）

千葉県野田健康福祉セ
ンター
地域保健福祉課
04-7124-8155

4 がん検診のすすめ 銚子市健康づくり課 広報ちょうし 2018/03/01
発行

なし 銚子市健康づくり課
電話0479-24-8070

・乳房自己チェックの
方法と乳がん検診の啓
発
・がん検診で乳がんが
見つかった方のインタ
ビュー記事の掲載

銚子市健康づくり課
電話0479-24-8070

5 からだ喜ぶ専門家の
話
「乳がんについて～が
ん検診受けてみませ
んか～」

野田市 野田市保健センター 2018/1/18 14：00～
15:30

なし 野田市保健センター
TEL　04-7125-1188

市民対象。乳がんの早
期発見早期治療のため
の健康教育

野田市保健センター
TEL　04-7125-1188

6 女性の健康週間啓発
コーナー

佐倉市 千葉県佐倉市健康管
理センター、西部保健
センター、南部保健セ
ンター

2018/3/1～
3/31

なし 千葉県佐倉市健康増進
課（南部保健センター）
TEL:043-483-2812

女性の健康づくりに関
連するポスター・リー
フレットによる啓発

千葉県佐倉市健康増進
課（南部保健センター）
TEL:043-483-2812

4．日時
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7 女性特有のがん（乳・
子宮）検診の受診啓
発

旭市 飯岡保健センター 2018/3/9
2018/3/14
2018/3/15
2018/3/19
2018/3/23

12:50～16:00 http://www.city.asahi.l
g.jp/benrichou/c005_0
1_002.html

千葉県　旭市　健康管理
課
TEL0479-63-8766

乳幼児健診の保健指導
において、保護者の母
親に対し、次年度のが
ん検診（特に乳・子
宮）の受診勧奨と申込
ちらしを配布する

千葉県　旭市　健康管理
課
TEL0479-63-8766

8 女性の健康週間ポス
ター掲示

流山市健康増進課 流山市保健センター
１階

2017/8/31～ なし 千葉県流山市健康福祉
部健康増進課
Tel.04-7154-0331

女性の健康週間の周知
を図るため、ポスター
を掲示している

千葉県流山市健康福祉
部健康増進課
Tel.04-7154-0331

9 野菜deビューティーラ
イフ講座

八千代市　健康づくり
課

八千代市保健セン
ター

2018/3/6 9:30～11:30 http://www.city.yachiy
o.chiba.jp/63500/page
000023.html

八千代市　健康づくり課
047-483-4646

対象：市民
内容：生活習慣病予防
における食生活のポイ
ント等を伝える。

八千代市　健康づくり課
047-483-4646

10 美姿勢ウォーキング
講座

八千代市　健康づくり
課

八千代市市民体育館
柔道場

2018/3/8 10:00～11:30 http://www.city.yachiy
o.chiba.jp/63500/page
000022.html

八千代市　健康づくり課
047-483-4646

対象：運動に関心のあ
る市民
内容：ウォーキング教
室

八千代市　健康づくり課
047-483-4646

11 保健センターだより 我孫子市 2018/3/1 http://www.city.abiko.
chiba.jp/kenko/kenkou
/hoken_center/kyoshit
su/hokencenterdayori.
html

千葉県我孫子市健康福
祉部健康づくり支援
04-7185-1126

更年期について 千葉県我孫子市健康福
祉部健康づくり支援
04-7185-1126
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12 女性のための元気
アップセミナー～ロコ
モティブシンドローム
について～

浦安市 浦安市健康センター
リハビリルーム

2018/2/17 ① 9:00～
12:00
②13:00～
16:00
同日2回開催
（①②ともに
内容は同じも
の）

なし 千葉県浦安市
健康増進課
TEL047-381-9059

【対象】
骨密度測定より、骨量
減少傾向（Ｔスコア80
～89％）にある20代～
50代女性
【内容】
大学教員（理学療法学
科）の協力を得て、骨
粗鬆症と絡めたロコモ
ティブシンドロームに
ついての講義、測定、
ロコトレのレクチャー

千葉県浦安市
健康増進課
TEL047-381-9059

13 更年期からのヘルス
ケア～快適な日常生
活をおくるために～

八街市立図書館 八街市立図書館 2018/3/1～
2018.3.31

9:00～17:00 なし 八街市立図書館
TEL043-444-4946

女性の健康に関する本
の展示・及び貸し出し

八街市立図書館
TEL043-444-4946

14 定例健康相談 白井市 冨士センター 2018/3/1 11:00～12:30 なし 千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494

市民を対象とした健康
相談。女性からの相談
があれば、女性特有の
疾患や骨粗しょう症等
に関する相談に対応し
ている。

千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494

15 健康情報広場でのポ
スター掲示

白井市 保健福祉センター 3月1日～3月
8日

8:30～21:00 なし 千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494

健康情報広場に県等か
ら送付されたポスター
を掲示している。

千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494

16 4か月育児相談会場
でのポスター掲示

白井市 保健福祉センター 2018/3/9 9:30～12:00 なし 千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494

妊婦の喫煙防止に関す
るポスターを掲示して
いる。

千葉県白井市健康課
TEL　047-497-3494
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17 特定保健指導６か月
後評価

匝瑳市健康管理課 保健センター 2018/3/1 9:00～15:00 なし 匝瑳市健康管理課
℡0479-73-1200

特定健診で、メタボ
リックシンドロームの
リスクが高いと診断さ
れた女性を対象に、管
理栄養士、保健師が個
別相談を実施する。

匝瑳市健康管理課
℡0479-73-1200

18 産後のセルフケア 山武市 成東保健福祉セン
ター

2018/3/1 10：00～
12:00

http://www.city.samm
u.lg.jp/

千葉県山武市健康支援
課母子保健係
☎　0475（80）1172

産後の女性の心身の健
康づくり、バランス
ボールを利用した運動
教室

千葉県山武市健康支援
課母子保健係
☎　0475（80）1172

19 保健推進員視察研修 山武市保健推進員協
議会

東京都内 2018/3/1 9：00～17：00 http://www.city.samm
u.lg.jp/

千葉県山武市健康支援
課母子保健係
☎　0475（80）1172

保健推進員（女性の団
体）の健康づくりに関
する視察研修

千葉県山武市健康支援
課母子保健係
☎　0475（80）1172

20 健康相談 横芝光町
健康こども課

横芝光町健康づくりセ
ンター「プラム」

2018/3/5 9:00～11：30 なし 横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400

地域住民を対象とした
健康相談、血圧測定、
体脂肪測定等の実施。
乳がん・子宮がん等の
知識の啓発と検診のす
すめについてのリーフ
レットを配布

横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400

21 よい歯ぴかぴかキッ
ズ
(1歳2か月児相談)

横芝光町
健康こども課

横芝光町健康づくりセ
ンター「プラム」

2018/3/5 13:30～15:00 なし 横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400

1歳2か月児相談時の育
児相談で保護者に乳が
ん・子宮がん等の知識
の啓発と検診のすすめ
についてのリーフレッ
トを配布

横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400

22 3歳児健康診査 横芝光町
健康こども課

横芝光町健康づくりセ
ンター「プラム」

2018/3/7 13:00～16:30 なし 横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400

幼児健康診査時の育児
相談で保護者に乳が
ん・子宮がん等の知識
の啓発と検診のすすめ
についてのリーフレッ
トを配布

横芝光町健康こども課
℡ 0479-82-3400
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23 女性のための健康相
談（保健師による電話
相談）

千葉市 千葉市保健福祉局健
康部健康支援課

3月1日～8日
（土日を除く）

9:00～12:00
13:00～16:00

https://www.city.chiba
.jp/hokenfukushi/kenk
ou/shien/jyosei.html

千葉市保健福祉局健康
部健康支援課
℡：043‐238‐9926

女性ホルモン等の関係
でこころとからだの不
調・不安で悩んでいる
方の相談。
保健師による電話相
談。

千葉市保健福祉局健康
部健康支援課
℡：043‐238‐1220

24 女性のための健康相
談（女性医師による面
接相談）

千葉市 千葉市保健所 3月7日（水）

※「8．連絡
先」にて要予
約

13：15～15：
20

https://www.city.chiba
.jp/hokenfukushi/kenk
ou/shien/jyosei.html

千葉市保健福祉局健康
部健康支援課
℡：043‐238‐9926

女性ホルモン等の関係
でこころとからだの不
調・不安で悩んでいる
方の相談。
女性医師による面接相
談。

千葉市保健福祉局健康
部健康支援課
℡：043‐238‐1220
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