
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 女性の健康週間展 北海道 北海道庁１階道政広
報コーナー

平成30年3月
1日(木)～3
月2日(金)

北海道保健福祉部健康
安全局地域保健課
011-231-4111
（内線25-533）

厚生労働省が定めた
「女性の健康週間」に
併せ、乳がんや子宮が
んなど女性の健康に関
する知識の向上を目指
し普及啓発を行いま
す。

北海道保健福祉部健康
安全局地域保健課
011-231-4111
（内線25-533）

2 女性の健康相談ダイ
ヤル

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

月～金 9:00～17:00 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係
電話0138-47-9548

電話相談 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係
電話0138-47-9548

3 乳幼児健康診査会場
にて、女性の健康手
帳及びがん検診パン
フレットの配布

北斗市 北海道北斗市保健セ
ンター 大ホール「乳
幼児健診会場」

2018/3/6～8 12：30-14：
00

kakizaki_yukiko@c
ity.hokuto.hokkai
do.jp

北斗市役所保健福祉課
℡0138-73-3111

子育て世代の女性に自
分の健康に関心を持っ
てもらい、健康診査や
がん検診の受診勧奨や
健康維持増進を促す。

北海道北斗市民生部保
健福祉課健康推進係
℡：0138-73-3111
mail:kakizaki_yukiko@city.
hokuto.hokkaido.jp

4 女性の健康週間の普
及啓発

北海道檜山振興局保
健環境部保健行政室
（北海道江差保健所）

北海道江差保健所内
/北海道江差保健所
ＨＰ

３月１日～８
日

http://www.hiya
ma.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/hgc/inde
x.htm

北海道檜山振興局保健
環境部保健行政室
（北海道江差保健所）
企画総務課企画係
ＴＥＬ：0139-52-1053

ポスター及びホーム
ページによる女性の健
康週間の普及啓発

北海道檜山振興局保健
環境部保健行政室
（北海道江差保健所）
企画総務課企画係
ＴＥＬ：0139-52-1053

5 乳がん検診PRのポス
ター掲示

上ノ国町 健康づくりセンターロ
ビー

１月実施済 上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

乳がん検診受診勧奨の
ためのポスター掲示

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

6 乳房検診シュミレー
ターの展示

上ノ国町 健康づくりセンターロ
ビー

１月実施済 上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

自己触診でしこりやが
んを発見できる乳房の
モデルを展示する

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

7 女性の健康週間に関
するポスターの掲示

上ノ国町 健康づくりセンターロ
ビー

３月１日～８
日

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

女性の健康習慣の普及
啓発用ポスターの掲示

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

8 広報誌の掲載 上ノ国町 町内へ全戸配布 広報２月号 上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

更年期に関する記事を
広報誌に掲載する

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

9 女性のためのヨガ教
室

長万部町　保健福祉
課

長万部町ふれあい健
康センター
高齢者コミュニティ
ホール

2018/3/8 １８：３０～
２０:００

http://www.town.
oshamambe.lg.jp/
modules/topics/i
ndex.php?page=ar
ticle&storyid=120

長万部町保健福祉課
健康推進係
01377-2-2454

20歳～64歳の女性に対
する継続した運動を
テーマに、フィットネ
スインストラクターが
実践指導を行う。

長万部町保健福祉課
健康推進係
01377-2-2454

4．日時
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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4．日時

10 健康相談 美唄市 保健センター 平日 8：45～17：15 美唄市保健センター
0126-62-1173

健康相談 0126-62-1173

11 依存症家族の会 美唄市 保健センター H30.3.13 13：30～15：
30

美唄市保健センター
0126-62-1173

相談・交流 事前にご連絡ください。
0126-62-1173

12 日帰りバス検診 美唄市 札幌がん検診セン
ター（保健センターか
ら無料送迎バスで健
診会場に行きます）

3月14日 7：15～受付 美唄市保健センター
0126-62-1173

胃・肺・大腸・乳・子
宮頚がん検診、特定健
康診査、肝炎ウィルス
検診、エキノコックス
症検診等

事前に保健センターにお
申し込みください。

13 女性の健康週間 北海道滝川保健所 ①北海道滝川市立図
書館
②北海道滝川保健所
ロビー

①2/23～
3/20
②3/1～8

各施設開設
時間

北海道滝川保健所
健康推進課
0125-24-6201

女性の健康づくりとし
て、癌検診や更年期障
害に関する啓発及び思
春期を対象に性教育や
妊娠SOSなどの相談先
リーフレット等配布。

北海道滝川保健所
健康推進課
0125-24-6201

14 広報誌に帯として掲
載予定。

芦別市役所 芦別市役所
０１２４－２２－２１１１

広報あしべつ３月号に
帯として掲載予定。
掲載内容：
平成３０年３月１日
（木）～３月８日
（木）までは「女性の
健康週間」です。

芦別市健康推進課健康
推進係
０１２４－２２－２１１１

15 広報ないえ保健ミニ
コーナー

奈井江町役場・企画
広報係、奈井江町保
健センター

市町村広報誌にて 3月1日 奈井江町役場　まちづく
り課、企画広報係
TEL:0125-65-2112

女性ホルモンの減少に
よる更年期障害に関す
る知識と予防法につい
て普及・啓発

北海道　奈井江町　保健
センター
TEL：0125-65-2131

16 女性の健康サポート
センターにおける「女
性の健康相談」の定
例実施及び電話によ
る随時相談の実施

北海道空知総合振興
局保健環境部深川地
域保健室

同左 2018/3/22
（毎月第三水
曜日開設）

13:00～16:00 http://www.sorac
hi.pref.hokkaido.lg
.jp/hk/fth/

北海道空知総合振興局
保健環境部深川地域保
健室
℡0164－22－1421

来所及び電話による相
談に応じる

問い合わせ先と同様

17 広報もせうし 妹背牛町 町内全域 2018年3月1
日～

http://www.mose
ushi.hokkaido.jp/

妹背牛町健康福祉課健
康グループ
℡0164-32-2411

町内全戸配布の広報も
せうしの「けんこう」
欄に「不妊症を知ろ
う」の記事を掲載

妹背牛町健康福祉課健
康グループ
℡0164-32-2411

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/
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18 女性のサポートセン
ター（定例相談）
女性の健康相談日

北海道江別保健所 北海道江別保健所 2018年
3月13日（火）

13：30～15：
30

http://www.ishik
ari.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/hgc/

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

思春期、妊娠･出産･子
育て、更年期等、女性
の心身の健康に関する
相談(予約制)

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

19 女性の健康相談 千歳保健所 千歳保健所 2018/3/7 10:00～12:00 http://www.ishik
ari.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/cth/jyose
i.htm

千歳市東雲町４丁目２番
地

女性のライフステージ
毎の健康上の相談に応
じる

北海道千歳保健所
健康推進課
TEL 0123-23-3175
（予約制）

20 「女性の健康週間」
パネル展示

千歳市 北海道千歳市総合保
健センター（千歳市総
合福祉センター１階）

2018/2/26～
3/2

8：45～17：15 北海道千歳市健康づくり
課健康企画係
℡0123-24-0768

成人期の女性を対象
に、女性のがんの予防
等に関する普及啓発の
ためのパネル及びパン
フレット設置を行う。

北海道千歳市健康づくり
課健康企画係
℡0123-24-0768

21 「女性の健康週間」
ポスター掲示

千歳市 北海道千歳市総合保
健センター（千歳市総
合福祉センター１階）

2018/2/23 北海道千歳市市民健康
課市民健康係
℡0123-24-0364

女性のみの健診日に合
わせ、女性の健診、が
ん検診に関する普及啓
発の為のポスターを掲
示する。

北海道千歳市市民健康
課市民健康係
℡0123-24-0364

22 女性の健康週間パネ
ル展

恵庭市保健福祉部健
康スポーツ課

恵庭市保健センター ３月１日～３
月８日（３日・
４日は閉館）

8:45～１7：15 恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当
℡0123-36-0033

対象：市民全般
内容：子宮・乳がん検
診など女性のがん予防
に関するポスター展示
やリーフレットの設置

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
℡0123-36-0033
E-mail：
kenkousports@city.eniwa
.hokkaido.jp

23 健診結果説明会 恵庭市保健福祉部健
康スポーツ課

恵庭市保健センター 3月8日 10：00～11：
30

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当
℡0123-36-0033

対象：市民全般
内容：生活習慣病予防
のための健診結果の見
方と食生活について講
話

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
℡0123-36-0033
E-mail：
kenkousports@city.eniwa
.hokkaido.jp

24 妊婦の喫煙と受動喫
煙防止のリーフレット
配付

北広島市 妊娠届出窓口 通年 北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

妊娠届出時に妊婦の喫
煙と受動喫煙防止の
リーフレットを配布す
る。

北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/
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25 1歳6か月児健診での
子宮がん検診受診勧
奨

北広島市 健診会場 通年 北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

1歳6か月児健診受診児
の母親に対して、リー
フレットを渡し子宮が
ん検診の案内を行う。

北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

26 女性の健康週間パネ
ル展

北海道倶知安保健所 後志総合振興局1Ｆ
道民ホール

H30.3.1～3.8 終日 なし 北海道倶知安保健所
企画総務課企画係
ＴＥＬ：0136-23-1952

対象：女性
内容：パネル展示及び
関連パンフレット配布

６．に同じ

27 母親学級
「妊娠のおはなし」

倶知安町 倶知安町保健福祉会
館

3月7日 13：30～15：
30

http://www.town.
kutchan.hokkaido.
jp/Living_Informat
ion/kosodate-
kyouiku/shussan
-
ikuji/ninshinshitar
a/

北海道　倶知安町
福祉医療課保健医療室
保健指導係
℡0136-23-0500

妊婦を対象に、妊娠中
の体の変化や赤ちゃん
の育ち等について、助
産師による講話を実施

北海道　倶知安町
福祉医療課保健医療室
保健指導係
℡0136-23-0500

28 女性の健康週間周知 住民福祉課健康推進
係

3月町広報誌 ３月１日配布 住民福祉課健康推進係
０１３５－７３－２０１１（内
線１５１・１５２）

女性の健康週間、女性
の健康サポートセン
ター（岩内保健所）の
周知、女性の健康相談
（岩内保健所、健康推
進係）窓口の紹介

住民福祉課健康推進係
０１３５－７３－２０１１（内
線１５１・１５２）

29 保健センターだより
（広報誌折込）

泊村 全戸配布 3月上旬 保健福祉課健康づくり係
℡：０１３５－７５－２１３４

全住民を対象とし、女
性の健康週間について
と、「女性の健康相
談」について周知。

保健福祉課健康づくり係
℡：０１３５－７５－２１３４

30 シルバーふれあい交
流会

神恵内村食生活改善
協議会

神恵内村漁村セン
ター

3月2日 １１：４５～
１３：００

なし 神恵内村役場
住民課　保健師

・高齢者（主に女性）
の低栄養や認知等につ
いて、村保健師より講
話
・推進員が調理した昼
食を試食後、運動指導

０１３５－７６－５０１１

31 地方新聞に「女性の
健康週間」を掲載

胆振総合振興局保健
環境部苫小牧地域保
健室

地方新聞広告欄 企画総務課企画係

電話：0144-34-4168

「女性の健康週間」に
ついて、期間及び趣旨
を掲載し、周知を行っ
ている。

企画総務課企画係

電話：0144-34-4168

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
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32 「女性の健康週間」に
関する広報

苫小牧市健康支援課 http://www.city.t
omakomai.hokkai
do.jp/kenko/iryo
/boshikenko/son
ota/female.html

・苫小牧市で実施して
いる「女性の健康」に
関する事業の紹介

苫小牧市健康こども部
健康支援課総務担当
℡0144-32-6407

33 ポスター掲示 浦河町保健センター 保健センター前掲示
板

2018/3/1～
2018/3/8

8:30～17:15 浦河町保健センター
浦河町築地1丁目3番1
号
tel:0146-26-9004

女性の健康週間啓発の
ポスターを保健セン
ター前掲示板に掲示。

0146-26-9004

34 女性の健康相談 日高振興局保健環境
部静内地域保健室

日高振興局保健環境
部静内地域保健室

2月28日（水） 13：00～16：
00

なし 日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

1.対象
：地域住民、町等の相
談関係機関、
2.内容
：女性の健康に関する
相談対応（妊娠・出
産、子育て、思春期の
性感染症、更年期の健
康上の悩み等

日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

35 町広報誌（３月号） 日高町 日高町役場健康増進課
０１４５６－２－６５７１

女性の健康習慣や女性
の健康サポートセン
ターの周知、女性のこ
ころや身体に関する知
識の普及啓発

日高町役場健康増進課
０１４５６－２－６５７１

36 ふれあいセンター
オールシーズンパー
クにおける女性の健
康におけるパネル展
の開催

平取町保健福祉課保
健推進係

ふれあいセンター１階
オールシーズンパー
ク

2018/5/1～
3/31

8:30～17:15 http://www2.tow
n.biratori.hokkaid
o.jp/biratori/

平取町役場保健福祉課
保健推進係
０１４５７－４－６１１２

乳がん・子宮がん検診
の勧奨ポスター・自己
検診の勧奨ポケット
ティッシュ・女性の健
康に関するパンフレッ
ト、パネルの設置

平取町役場保健福祉課
保健推進係
０１４５７－４－６１１２

37 婦人科検診 平取町保健福祉課保
健推進係

ふれあいセンター１階
多目的ホール

2018/6/26、
2018/12/10

8:30～17:15 http://www2.tow
n.biratori.hokkaid
o.jp/biratori/

平取町役場保健福祉課
保健推進係
０１４５７－４－６１１２

乳がんモデルを展示。
乳がんのパンフレット
の配布
乳がんの自己検診の啓
発（ビデオ）

平取町役場保健福祉課
保健推進係
０１４５７－４－６１１２

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/sonota/female.html
http://www2.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/
http://www2.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/
http://www2.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/
http://www2.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/
http://www2.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/
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８．連絡先4．日時

38 女性の健康相談日 上川総合振興局保健
環境部保健行政室

上川総合振興局保健
環境部保健行政室

平成30年3月
20日（火）

１０：００
～１２：００

http://www.kami
kawa.pref.hokkaid
o.lg.jp/hk/hgc/zy
oseinokenkou.pdf

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１６６－４６－５９９２

妊娠、出産、子育て、
不妊、思春期、更年期
の心身の健康等、女性
の生涯にわたる健康に
関する相談（予約制）

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１６６－４６－５９９２

39 女性の健康相談 北海道名寄保健所 北海道名寄保健所 ３月２日（金） 9:00～17:00 北海道名寄保健所
健康推進課健康支援係
01654-3-3121

対象：女性の住民
内容：健康に関する相
　　　談全般

北海道名寄保健所
健康推進課健康支援係
01654-3-3121

40 女性の健康サポート
センター

北海道富良野保健所
健康推進課健康支援
係

富良野保健所 3月7日 10：00～16：
00

http://www.kami
kawa.pref.hokkaid
o.lg.jp/hk/fth/ind
ex.htm

北海道富良野保健所健
康推進課健康支援係
℡0167－23－3161

女性の健康相談の日を
設け予約制で相談に対
応

北海道富良野保健所健
康推進課健康支援係
℡0167－23－3161

41 女性の健康について
の普及啓発
①ホームページ掲載
②地方新聞への広告
掲載

留萌振興局保健環境
部保健行政室健康推
進課

留萌振興局管内 ①通年
②３月１日

http://www.rumoi
.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hgc/jyosei.
pdf

留萌振興局保健環境部
保健行政室健康推進課
健康支援係

対象：住民
内容：女性の健康週間
と女性の健康サポート
センターについてHP掲
載及び地方紙への広告
掲載

０１６４－４２－８３２７

42 ピンクリボンキャン
ペーン
①よりみちの駅フェス
タ
②パネル展

留萌振興局保健環境
部保健行政室企画総
務課

留萌振興局 ①９月１０日
②１０月２日
～１０月１３
日

①１０：００～
１４：００
②終日

留萌振興局保健環境部
保健行政室企画総務課
企画係

対象：住民
内容：啓発グッズの配
布

０１６４－４２－８３２６

43 生活習慣病の予防と
対策講話

苫前町食生活改善協
議会

苫前町公民館 2017/3/1 13:00～14:00 苫前町食生活改善協議
会事務局（苫前町保健
福祉課）
電話0164-64-2215

中高年女性に対する生
活習慣病予防について
の健康講話

苫前町保健福祉課けん
こう係
電話0164-64--2215

44 女性の健康サポート
センター周知

宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課

ホームページ上 予約による
来所相談
第2火曜日
13:00～16:00

電話による
随時相談
月～金曜日
9:00～17:00

http://www.souy
a.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/hgc/smado
guti.htm

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：来所及び電話相
談の案内

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/zyoseinokenkou.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/zyoseinokenkou.pdf
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http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fth/index.htm
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf
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45 地元誌への週間周知 宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課

地元誌 3月1日掲載
予定

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：妊娠、出産、子
育て、不妊などライフ
イベント上の相談の
他、思春期や更年期な
どその年代特有の健康
に関すること等、女性
の生涯にわたる健康に
かかる相談場所の周知

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

46 『女性のがん予防』
健康教育

稚内市 稚内市保健福祉セン
ター

3月2・3日 8：30～15：00 稚内市生活福祉部健康
づくり課　0162-23-4000

子宮がん検診時、来所
者に対して実施。がん
予防についての健康教
育とパンフレットによ
る啓蒙

稚内市生活福祉部健康
づくり課　0162-23-4000

47 『女性のがん予防』
健康教育

稚内市 稚内市保健福祉セン
ター

3月4日 8：30～15：00 稚内市生活福祉部健康
づくり課　0162-23-4000

乳がん検診時、来所者
に対して実施。がん予
防についての健康教育
とパンフレットによる
啓蒙

稚内市生活福祉部健康
づくり課　0162-23-4000

48 広報記事
「 女性の健康づくり」

枝幸町 全戸配布 2月27日～ 枝幸町役場保健福祉課
保健予防グループ

広報3月号の記事で、
「女性の健康づくり」
について記載。
女性の健康週間につい
ても記載

枝幸町役場保健福祉課
保健予防グループ
0163-62-4658

49 女性の健康週間の
ポスター掲示

枝幸町 役場
枝幸町保健センター
歌登総合支所

2月19日～3
月8日

枝幸町役場保健福祉課
保健予防グループ

女性の健康週間に対す
る周知

枝幸町役場保健福祉課
保健予防グループ
0163-62-4658

50 「受動喫煙」防止に関
するポスターの掲示

礼文町 役場庁舎内 9月1日 現在も掲示
中

ポスター掲示 礼文町役場　町民課
TEL0163-86-1001

51 女性の健康週間及び
「女性の健康サポート
センター」の周知

幌延町 ３月１日予定 幌延町保健センター　電
話01632-5-1790

町内全世帯に設置して
いる告知端末システム
にて、女性の健康週間
及び稚内保健所「女性
の健康サポートセン
ター」の周知

幌延町保健センター　電
話01632-5-1790
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52 女性の健康サポート
センターの開設

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室　健康推進課健
康支援係

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室

①3月28日
②3月1日
　～3月31日

9:00～17:00
随時

yoshida.yuko@pre
f.hokkaido.lg.jp

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室

①女性の健康相談日
②女性の健康相談ダイ
ヤル
女性の心身の健康、不
妊、更年期、妊娠・出
産及び子育て等に関す
る相談

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
ＴＥＬ:0152-41-0697

53 女性の健康づくりに関
するコーナーの設置

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室企画総務課企画
係
健康推進課健康支援
係

オホーツク総合振興
局庁舎ロビー

3月1日～8日 satou.takako1@pr
ef.hokkaido.lg.jp

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
ＴＥＬ:0152-41-0695

女性の健康づくりに関
するパンフレットの配
置及び媒体の展示

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
ＴＥＬ:0152-41-0695

54 「女性の健康週間」
「女性の健康サポート
センター」の周知

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室ロビー

平成30年3月
1日～3月8日

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108

・女性の健康週間や女
性の健康サポートセン
ターにおける健康相談
の周知（ポケット
ティッシュ、女性の健
康手帳配布）
・ホームページ掲載に
よる普及啓発

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108

55 乳がん啓発事業 紋別市 沼の上生活改善セン
ター

3月1日 10：00 紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

対象：地区住民
内容：健康講座の際、
乳がん検診の情報提
供、検診案内

紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

56 乳がん啓発事業 紋別市 漁業協同組合ホール 3月5日 14：30 紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

対象：特定健診･がん
検診を受けた住民
内容：健康講座の際、
乳がん検診の情報提
供、検診案内

紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

57 乳がん啓発事業 紋別市 保健センター 3月5日 13：30 紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

対象：地域保健推進委
員
内容：健康講座の際、
乳がん検診の情報提
供、検診案内

紋別市保健センター
ＴＥＬ0158-24-3355

58 漁協女性部健康教育 雄武町保健福祉課保
健係

ホテル日の出岬 3月6日 10：00～11：
00

雄武町保健福祉課保健
係
0158-84-2023

ストレッチ等軽運動の
紹介・実践

雄武町保健福祉課保健
係
0158-84-2023

mailto:yoshida.yuko@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:yoshida.yuko@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satou.takako1@pref.hokkaido.lg.jp
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59 定期健康相談 更別村役場
保健福祉課

更別村福祉の里総合
センター

2018/3/7 13:30～16:00 更別村保健福祉課保健
推進係
℡0155-53-3000

健康相談 更別村保健福祉課保健
推進係
℡0155-53-3000

60 広報誌の健康情報
コーナーに記事を掲
載。

音更町保健福祉部保
健センター保健課

音更町 2018/3/1～
2018/3/31

http://www.town.
otofuke.hokkaido.j
p/

北海道音更町保健福祉
部保健センター保健課
℡0155-42-2712

町広報で女性の健康に
係る知識の普及啓発

北海道音更町保健福祉
部保健センター保健課
℡0155-42-2712
E-mail:
hokencenter@town.otofu
ke.hokkaido.jp

61 はじめてのズンバ＆
背骨コンディショニン
グ講座

幕別町保健福祉課 北海道　幕別町
忠類ふれあいセン
ター福寿

2018/3/17 13:00～15:00  北海道　幕別町　忠類総
合支所　保健福祉課
℡01558-8-2910

20～65歳の女性を対象
に、運動習慣づくりを
目的とし、体組成計に
よる筋肉量等のチェッ
クやフィットネスイン
ストラクターによる実
践指導

北海道　幕別町
担当課：忠類総合支所
保健福祉課
℡01558-8-2910

62 大津健康講座 豊頃町福祉課健康係 大津コミュニティセン
ター

2018/3/6 10:00～12：
00

豊頃町保健センター
℡015-574-3141

対象：漁業協同組合女
性部
内容：保健師による健
康相談、生活習慣病予
防のための軽スポーツ

豊頃町保健センター
℡015-574-3141

63 旅来健康講座 豊頃町福祉課健康係 旅来酪農センター 2018/3/8 13：00～15：
00

豊頃町保健センター
℡015-574-3141

対象：旅来及びその周
辺の地区に住む農協女
性部
内容：保健師による健
康相談、脳トレ・お口
の体操

豊頃町保健センター
℡015-574-3141

64 女性の健康サポート
センター「女性の健康
相談」

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

平成30年3月
8日【予約制】

13:00～16:00 釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１５４－６５－５８２５

女性のこころや身体の
健康にかかわる相談に
ついて保健師等が対応
します。管内市町村に
お住まいの方であれば
どなたでも相談できま
す。無料。予約制。

釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１５４－６５－５８２５

65 ポスター掲示 釧路市 釧路市健康推進課
ホール

通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

乳がん検診PRポスター
を掲示。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/
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66 女性特有がんについ
てのリーフレット配布

釧路市 釧路市健康推進課
ホール

通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

乳幼児健診を受診した
児の母親に対して、
乳・子宮頸がん検診PR
リーフレットを配布。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

67 女性特有がんについ
てのリーフレット配布

釧路市 釧路市健康推進課
ホール

通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

若者健診を受診した女
性に対して、子宮頸が
ん検診PRリーフレット
を配布。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4524

68 ポスター掲示 釧路市 釧路市健康推進課 通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

受動喫煙についてのポ
スターを掲示。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

69 健康相談 釧路市 釧路市健康推進課 通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

来所及び電話による相
談に応じる。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

70 出前講座 釧路市 通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

女性のがん検診や生活
習慣病予防についての
出前講座を実施。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

71 マタニティ講座 釧路市 釧路市健康推進課 通年 釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

妊娠34週までの妊婦と
その家族に対して周産
期の健康管理を指導。

釧路市こども保健部健
康推進課健康づくり担当
0154-31-4525

72 普及啓発 釧路町 釧路町保健福祉セン
ターあいぱーる

2017/3/1～
2017/3/8
（土日休み）

8：45～21：00 北海道釧路町健康福祉
部こども健康課健康推
進係
0154-40-5213

来所者を対象に女性の
健康に関するパンフ
レット等を設置した普
及啓発コーナーを設置

北海道釧路町健康福祉
部こども健康課健康推
進係
0154-40-5213

73 町広報誌にて、女性
の健康に関する知識
の普及

浜中町 浜中町役場福祉保健課
健康推進係
TEL0153-62-2307

広報誌に女性の健康に
関する記事を掲載。
テーマ「生涯を通じて
健康で明るく～3月は
女性の健康週間です」

浜中町役場福祉保健課
健康推進係
TEL0153-62-2307

74 ホームページによる
「女性の健康週間」普
及啓発

鶴居村 鶴居村ホームページ 2018年3月上
旬

鶴居村役場保健福祉課
℡0154-64-2116

ホームページに「女性
の健康週間」に関する
記事を掲載。

鶴居村役場保健福祉課
℡0154-64-2116

75 ホームページにおけ
る女性の健康サポー
トセンターの周知

白糠町介護健康課健
康相談係

通年 http://www.town.
shiranuka.lg.jp

白糠町介護健康課健康
相談係
℡01547-2-2171

ホームページにて釧路
保健所で実施している
女性の健康サポートセ
ンターにおける健康相
談ダイヤルと健康相談
日を周知

白糠町介護健康課健康
相談係
℡01547-2-2171
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76 広報ねむろにおける
女性の健康に係る知
識の普及啓発。「女性
の健康週間」の周知。

根室市保健課 3月 北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

女性の健康づくりにつ
いての記事を広報に掲
載

北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

77 市ホームページにお
ける女性の健康に係
る知識の普及啓発。
「女性の健康週間」の
周知。

根室市保健課 3月 北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

女性の健康づくりにつ
いての記事をホーム
ページに掲載

北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

78 市役所ロビー「ヘルス
サポートコーナー」に
ポスター掲示

根室市保健課 市役所ロビー 3月 北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

女性の健康づくり啓発
ポスターを市役所ロ
ビー「ヘルスサポート
コーナー」に掲示

北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111

79 女性の健康週間にお
ける啓発活動

根室振興局保健環境
部保健行政室

根室振興局保健環境
部保健行政室
玄関ロビー

平成30年3月
1日（木）～8
日（木）

8:45～17:30 根室振興局保健環境部
保健行政室 健康推進課
電話0153-23-5161

保健所玄関ロビーに
て、女性の健康に関す
るパンフレット等の展
示および相談窓口の掲
示予定。

根室振興局保健環境部
保健行政室 健康推進課
電話0153-23-5161

80 女性の健康相談ダイ
ヤル

北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 月～金曜日 9:00～17:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

電話による相談 北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

81 女性の健康相談 北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 毎月第２水
曜日（祝・祭
日は翌日）

13:00～16:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

来所による相談（予約
制）

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

82 ピンクリボン運動 札幌市
北区健康を
まもるつどい

札幌市
男女共同
参画センター

平成30年
3月1日

12：00
～
13：00

札幌市北区
健康をまもるつどい
会長　齊藤　芳子

011-763-7216

乳がん検診
啓発のため

ポケットティッシュ
配布

公益財団法人
北海道結核予防会

83 地方新聞紙面利用広
報

胆振総合振興局 室蘭民報社　新聞紙
面利用

平成30年3月
1日（木）

胆振総合振興局保健環
境部保健行政室
企画総務課企画係

女性の健康週間（3/1
～3/8）の周知

TEL　0143-24-9844

84 パネル展 胆振総合振興局 室蘭広域センタービ
ル玄関ホール

平成30年2月
26日（月）～3
月2日（金）

胆振総合振興局保健環
境部保健行政室
企画総務課企画係

女性の健康週間に関す
るパネル展示、関連パ
ンフレット配布

TEL　0143-24-9844
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85 「女性の健康週間」ポ
スター掲示

室蘭市 室蘭市保健センター 平成30年3月
1日～3月8日

室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

女性の健康週間に関す
るポスターを館内に掲
示

室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

86 女性のための健康相
談

室蘭市 室蘭市保健センター 3月9日 室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

更年期や婦人科疾患な
ど女性特有の健康に関
する相談

室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

87 妊産婦の喫煙、受動
喫煙に関するパネル
掲示

室蘭市 室蘭市保健センター 平成30年3月
1日～通年

室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

来所者に対し、喫煙・
受動喫煙に関連する健
康被害についてパネル
の掲示による普及啓発

室蘭市健康推進課
電話　0143-45-6610

88 地区栄養教室 伊達市 黄金はまなす館 2018/3/3 10:00～13:00 チラシ及び保健
事業を通じた周
知

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

対象：自治会女性部
内容：女性の健康を
　　テーマとした講話
　　および骨粗鬆症予
　　防の調理実習

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

89 結果説明会 伊達市 保健センター 2018/3/2・
5・6

10:00～17:00 対象者へのチラ
シ送付・電話案内

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

対象:特定健診におい
　　て特定保健指導の
　　基準に該当する者
内容：健診結果の説明
　　　体組成測定
　　　保健指導

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

90 1歳6カ月児健康診査 伊達市 保健センター 2018/3/7 12:30～16:00 http://www.city.d
ate.hokkaido.jp/h
otnews/detail/00
000610.html#a2_2

健康推進課母子保健係
0142-23-3331

対象:1歳6ヶ月以上2歳
未満の児
内容:問診、計測
診察、栄養相談、育児
相談、予防接種相談、
歯科検診、フッ素塗布

健康推進課母子保健係
0142-23-3331

91 からだすっきり！
1DAY講座

伊達市 保健センター 2018/3/8 10:00～14:00 対象者へのチラ
シ送付・電話案内

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

対象：特定保健指導対
　　象者及び特定健診
　　結果において血糖
　　値が高かった者
内容：栄養講座（講話
　　・調理実習）及び
　　運動講座（実技）

健康推進課健康増進係
0142-23-3331

92 女性の健康に関する
リーフレットの配布

豊浦町 10月22日 豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
TEL：0142-83-2408

乳がん・子宮がん検診
受診者へ、女性の健康
に関するリーフレット
を配布

豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
TEL：0142-83-2408
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93 女性のための健康講
座

札幌市南区保健福祉
部健康・子ども課、札
幌市医師会南区支部

札幌市南保健セン
ター

3月8日 10:00～12:00 http://www.city.s
apporo.jp/minami
/kenkou/zyoseik
ouza.html

札幌市南区保健福祉部
健康・子ども課
011-581-5211

女性を対象とした乳が
んに関する専門医の講
演と助産師によるロコ
モティブシンドローム
予防のための体操実技

札幌市南区
担当課：保健福祉部健
康・子ども課
TEL：011-581-5211

94 リーフレット配付 函館市健康増進課 函館市総合保健セン
ター

4月14日
6月16日
8月18日
10月13日
12月8日
2月9日
その他乳幼
児健康診査
会場

13:00～14:30
（通年）

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

離乳食教室に参加した
保護者（主に母親）に
「ママのための健康づ
くり」をテーマにがん
検診やスマートライフ
の内容をコンパクトに
したリーフレットを作
成し配付。その他，週
3回実施している乳幼
児健康診査会場に据え
置き

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

95 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市花園子育てサ
ロン

5月15日 10:30～12:00 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

96 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　石川子育
てサロン

5月26日 10:30～11:30 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

http://www.city.sapporo.jp/minami/kenkou/zyoseikouza.html
http://www.city.sapporo.jp/minami/kenkou/zyoseikouza.html
http://www.city.sapporo.jp/minami/kenkou/zyoseikouza.html
http://www.city.sapporo.jp/minami/kenkou/zyoseikouza.html
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97 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　美原子育
てサロン

5月31日 10:30～12:00 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

98 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市大森浜子育て
サロン

7月21日 11:00～11:50 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

99 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 認定こども園　高丘幼
稚園

9月14日 10:30～11:30 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216



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4．日時

100 健康づくりフェスタin函
館蔦谷書店～見て，
知って，体験しよう～

函館市健康増進課 函館蔦谷書店 9月30日～10
月１日

10:00～16:00 http://www.city.h
akodate.hokkaido.
jp/docs/2017072
500039/

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-1515

対象:函館蔦谷書店の
利用者の市民（市外の
方も対象）
内容:ギネス認定巨大
肺模型の展示，生活習
慣病予防に関するパネ
ル展や測定体験，健康
クイズラリー，乳がん
モデルを使用した自己
触診の体験，各種がん
検診の案内と受診勧
奨，一酸化炭素濃度測
定や禁煙相談の案内や
市内禁煙治療医療機関
の紹介，パンフレット
の配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-1515

101 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 南かやべ認定こども
園子育てサロン

10月31日 10:00～11:00 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

102 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市亀田港子育て
サロン

11月7日 10:00～11:00 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017072500039/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017072500039/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017072500039/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017072500039/


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4．日時

103 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 函館市中央認定こど
も園子育てサロン

11月16日 10:15～11:15 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

104 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 カトリック湯の川幼稚
園

11月20日 11:00～11:45 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

105 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 赤川認定こども園子
育てサロン

12月5日 10:30～11:30 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:ミニ講話，血管
年齢測定，乳がんモデ
ルを使用した自己触診
の体験，一酸化炭素濃
度測定や禁煙相談の案
内や市内禁煙治療医療
機関の紹介，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

106 出前講座「女性のた
めの健康づくり事業」
（テーマはママの健康
チェックやママのため
の健康講座など申込
者と調整）

函館市健康増進課 認定こども園つつじ子
育てサロン

1月17日 10:20～11:10 函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

対象:子育てサロンを
利用している母親
内容:パワーポイント
を用いた更年期障害や
乳がん子宮がんなどの
女性の健康づくりにつ
いての講話，パンフ
レットの配布など

函館市五稜郭町２３番１
号　健康増進課
0138-32-2216

107 健康教育 さくら保育園 さくら保育園 2/2(金） 18：10～ 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

当講話の参加者へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110



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4．日時

108 健康教育 若竹保育園 若竹保育園 2/6(火） 18：10～ 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

当講話の参加者へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

109 ヘルスメイト
生涯学習講座

小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/2(金） 10：00～ 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

当講座の参加者へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

110 離乳食講習会 小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/22(木） 10：30～ 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

４～６か月児の保護者
を対象とした、当講習
会の参加者へ、女性の
がん検診啓発チラシを
配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

111 プロから学ぶ食育講
座

小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/27（火） 10：30～ 小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

市内在住の小学生と保
護者を対象とした、当
講座の参加保護者へ、
女性のがん検診啓発チ
ラシを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

112 1歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

小樽市保健所 小樽市保健所 3/12・26（月）

3/9・23（金）

午後

午後

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

来所保護者の方へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110


