
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 ポスターによる啓発 愛知県健康福祉部保
健医療局健康対策課

愛知県女性総合セン
ター（ウィルあいち）

平成30年2月
13日～3月8
日まで

- - 愛知県健康福祉部保健
医療局健康対策課
（052-954-6269）

厚生労働省作成「女性
の健康週間」のポス
ター掲示

愛知県健康福祉部保健
医療局健康対策課
（052-954-6269）

2 ポスターによる啓発 愛知県健康福祉部保
健医療局健康対策課

本庁舎地下連絡通路 平成30年3月
1日～3月8日
まで

- - 愛知県健康福祉部保健
医療局健康対策課
（052-954-6269）

厚生労働省作成「女性
の健康週間」のポス
ター掲示

愛知県健康福祉部保健
医療局健康対策課
（052-954-6269）

3 パンフレットの設置 愛知県瀬戸保健所総
務企画課

瀬戸保健所及び豊明
保健分室ロビー

平成30年3月
1日～8日ま
で

8：48～17：30 なし 愛知県瀬戸保健所総務
企画課（0561-82-2196）

対象：保健所来所者
内容：受動喫煙防止や
乳がんに関するパンフ
レットの設置

愛知県瀬戸保健所総務
企画課（0561-82-2196）

4 ポスターによる啓発
活動

愛知県衣浦東部保健
所

保健所ロビー 2018/3/1～
3/8

- - 愛知県衣浦東部保健所
総務企画課

女性の健康情報サイト
「女性の健康推進室ヘ
ルスケアラボ」リーフ
レットをＡ３に拡大貼
付

愛知県衣浦東部保健所
総務企画課
℡：0566-21-4778
Ｅ-ｍａｉｌ：kinuura-
hc@pref.aichi.lg.jp

5 ミニママ教室 瀬戸市 やすらぎ会館（瀬戸市
福祉保健センター）

3月2日 10：00
～10：45

http://www.city.s
eto.aichi.jp/

愛知県瀬戸市
電話　0561-85-5511

妊婦とその夫を対象に
喫煙、受動喫煙による
胎児、乳幼児への害の
知識を普及啓発してい
る。

愛知県瀬戸市
電話　0561-85-5511

4．日時
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6 筋力アップ教室 瀬戸市 やすらぎ会館（瀬戸市
福祉保健センター）

3月6日 14：00
～16：00

http://www.city.s
eto.aichi.jp/

愛知県瀬戸市
電話　0561-85-5511

４０歳以上の市民を対
象に筋力を鍛えること
で、生涯を通じて健康
で充実した生活を送れ
るよう運動実技を実施
している。

愛知県瀬戸市
電話　0561-85-5511

7 まち歩きイベント
「春の息吹を感じよう
健康ウォーク」

半田市保健センター 集合場所:アイプラザ
半田
駐車場

コース:東雲の道～半
田運河周辺コース

2018/3/3
(雨天決行)

9:30～10:30
(受付時間)

http://www.city.h
anda.lg.jp/hoken-
c/kenko/kenko/
machiaruki/h28c
ourse_contest.ht
ml

半田市保健センター ・対象:半田市民
・内容:健康チェック
を行い、自身の体力の
現状を知る。その後コ
ンテストで選ばれた
ウォーキングコースを
回る。

半田市保健センター
TEL:0569-84-0646
FAX:0569-24-3308

8 乳幼児健診における
女性特有のがんの啓
発

豊川市 豊川市保健センター 3月7日 13：30～
　　15：00

－ 豊川市保健センター
0533-95-4802

1歳6か月児健診来所の
母親を対象に乳・子宮
がん検診啓発チラシ配
布

豊川市
担当課：保健センター
0533-95-4802
E-mail：
hokens@city.toyokawa.lg.
jp

9 ３歳児健康診査での
保護者への資料配布

碧南市健康課 碧南市保健センター 3月2日 午後 － 碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１

３歳児健康診査受診児
の保護者に対して、
「女性のための健康ガ
イド」の冊子配布

碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１

10 生活習慣病予防健診
レディースデイ（予約
制）

碧南市健康課 碧南市保健センター 3月7日 午前 － 碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１

対象者：成人女性
内容：生活習慣病予防
健診、乳がん検診、子
宮がん検診　及び受診
者に「女性のための健
康ガイド」の冊子配
布、乳がんの自己検診
法の話

碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１
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11 ポスター掲示 碧南市健康課 碧南市保健センター ３月１日～８
日

－ － 碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１

乳がん検診、子宮がん
検診受診のすすめのポ
スター掲示

碧南市健康推進部健康
課℡０５６６－４８－３７５
１

12 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

刈谷市健康推進課 － 2018/3/1～
3/8

－ https://www.city.
kariya.lg.jp/

刈谷市健康推進課
ＴＥＬ０５６６－２３－８８７
７

女性の健康週間につい
ての啓発

刈谷市健康推進課
ＴＥＬ０５６６－２３－８８７
７

13 健康測定会 安城市 ドラッグスギヤマ安城
店

2018.3.9 10：00～17：
00

なし 愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133

女性とその家族に対し
て、健康測定会（骨密
度測定・血管年齢測
定・健康相談）を実施

愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133

14 広報あんじょう（３月１
日号）

安城市 － 2018.3.1 － なし 愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133

女性の健康週間につい
ての記事を掲載

愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133

15 市民健康講座 安城市 安城市保健センター 2018.3.1 10：00～11：
30

http://www.city.a
njo.aichi.jp/kuras
u./kenko/kyoiku/
simin.html

愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133

タイトル『女性の健康
～いつまでも輝き続け
るために～』

愛知県　安城市　健康推
進課
0566-76-1133
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16 女性の健康週間の周
知「若い世代のやせ
に注意！」

蒲郡市健康推進課 ３月号のがまごおり広
報に掲載

2018．３月 － http://www.city.g
amagori.lg.jp/

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1151

ヤングエイジ健診の結
果から女性のやせの状
況を伝え、健康づくり
を啓発。

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1151

17 パパママ教室 蒲郡市健康推進課 蒲郡市保健センター 3月3日 9：30～11：30 http://www.city.g
amagori.lg.jp/

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1151

妊婦とその夫に対し、
妊娠中の生活、出産、
産後の育児等、助産師
による講話や体験。

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1151

18 はじめての歯科健診 蒲郡市健康推進課 蒲郡市保健センター 3月2日 13：00～14：
00

http://www.city.g
amagori.lg.jp/

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1151

１歳２、３か月児の保
護者に対し、むし歯菌
の母子感染等の内容を
集団講話、歯科健診の
受診を勧奨。

愛知県蒲郡市健康推進
課℡0533-67-1152

19 パンフレット等の設置 犬山市 犬山市民健康館 3月1日～8日 － － 犬山市民健康館
℡0568－63－3800

〈パンフレット等内
容〉
・乳がん・子宮がん検
診パンフレット
・乳がん自己検診
・女性のための健康ガ
イド

犬山市民健康館
℡0568－63－3800

20 母子健康手帳交付 犬山市 犬山市保健センター 3月6日 9：15～教育・
個別面接終
了まで

http://www.city.i
nuyama.aichi.jp/k
urashi/kosodate/
1001366/100137
8/1002552.html

犬山市保健センター
℡0568－61－1176

妊娠中の栄養、健康づ
くり、喫煙の害等の説
明、相談

犬山市保健センター
℡0568－61－1176
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21 広報とこなめ３月号 常滑市健康推進課 各戸配布 ３月～ － － 常滑市健康推進課 女性の健康について啓
発

常滑市健康推進課
ＴＥＬ0569-34-7000

22 平成29年度女性の健
康週間講演会

東海市健康推進課 東海市芸術劇場 平成30年2月
16日

10時から12
時

www.city.tokai.aic
hi.jp/

東海市健康推進課 対象:子育てに関する
支援者や関心のある
人、働く女性及び職場
の構成員である男性職
員、一般市民
内容:女性のライフス
テージを理解しホルモ
ンバランスの変化によ
る心と身体への影響な
ど、生涯を通じた女性
の健康について

052-689-1600

23 広報ちりゅう 知立市健康増進課 － 3月1日 － － 知立市健康増進課 広報にて女性の健康週
間を周知

０５６６－８２－８２１１

24 3月1日号広報掲載 高浜市
保健福祉グループ

－ － － http:www.city.tak
ahama.lg.jp/kouh
ou/index.html

高浜市
保健福祉グループ
TEL　0566－52－9871

女性の生活習慣病につ
いて

高浜市
保健福祉グループ
TEL　0566－52－9871

25 集団がん検診（乳が
ん、子宮がん）・骨粗
しょう症検診

日進市健康課 日進市保健センター 2018.3.5 8：30～15：00 http://www.city.n
isshin.lg.jp/fukus
hi/hoken/ganken
shin/gan_kenshin.
html

愛知県日進市健康課
電話　0561-72-0770

市の設定した対象年齢
の女性に対する検診

愛知県日進市健康課
電話　0561-72-0770
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26 ミニドック検診 田原市 あつみライフランド 3月2日 午前7時30分
～10時30分

なし 田原市健康課　0531－
23－3515

田原市がん検診対象者
で未受診者の方（予約
制）・国民健康保険加
入者で特定健診未受診
者　胃がん・大腸が
ん・肺がん・子宮頸が
ん・乳がん検診・特定
健診

田原市健康課　0531－
23－3515

27 ミニドック検診 田原市 赤羽根市民館 3月6日 午前7時30分
～10時30分

なし 田原市健康課　0531－
23－3515

田原市がん検診対象者
で未受診者の方（予約
制）・国民健康保険加
入者で特定健診未受診
者　胃がん・大腸が
ん・肺がん・子宮頸が
ん・乳がん検診・特定
健診

田原市健康課　0531－
23－3515

28 福江・つるし飾りロー
ド

清田・福江校区まちづ
くり推進協議会

田原市福江町免々田
川周辺

3月3日・3月4
日（3月3日中
止時）

午前10時～
15時（受付14
時まで）

－ 清田・福江校区まちづく
り推進協議会

一般・ウォークラリー
ウォーキングの啓発

田原市健康課　0531－
23－3515

29 母子健康手帳 田原市 田原市役所
あつみライフランド

3月5日 午後1時～3
時

なし 田原市健康課　0531－
23－3515

妊娠中の栄養・健康づ
くり・喫煙の害等、個
別面接にて開発、相談
を実施

田原市健康課　0531－
23－3515

30 ミニドック検診 田原市 田原市役所
あつみライフランド

3月4日 午前7時30分
～10時30分

なし 田原市健康課　0531－
23－3515

田原市がん検診対象者
で未受診者の方（予約
制）・国民健康保険加
入者で特定健診未受診
者　胃がん・大腸が
ん・肺がん・子宮頸が
ん・乳がん検診・特定
健診

田原市健康課　0531－
23－3515
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31 女性がん検診の
パンフレット配布

清須市健康推進課 新川保健センター 3月5日 13時15分か
ら健診終了
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

32 女性がん検診の
パンフレット配布

清須市健康推進課 西枇杷島
保健センター

3月8日 13時15分か
ら健診終了
まで

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

愛知県清須市健康推進
課
Tel　052－400-2911

10か月児健診受診の母
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

33 母子手帳の交付 清須市健康推進課 清須市役所健康推進
課

3月1日～
3月8日

8:30～17:00 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

34 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

女性の健康づくりのポ
イントについての啓発

愛知県清須市健康推進
課
Tel　052－400-2911

35 成人健康診査の情報
提供

長久手市健康推進課
健康増進係

長久手市健康推進課 3月1日から3
月8日まで

- http://www.city.n
agakute.lg.jp/hok
en/kenkou/seijin
/kenkousinsa2.ht
ml

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

対象：市民
内容：市ホームページ
に市が実施するがん検
診について日程、検査
内容等の情報を掲載

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300
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36 女性の健康情報提供 長久手市健康推進課
健康増進係

長久手市健康推進課 3月1日から3
月8日まで

- http://www.city.n
agakute.lg.jp/hok
en/syussan/bosi
/sikyuu_nyuusen
nkennsinn.html

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

対象：市民
内容：市ホームページ
に子宮がん、乳がんに
関する情報を掲載

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

37 パパママ教室1回目 長久手市健康推進課
健康増進係

長久手市健康推進課 3月1日から3
月8日まで

- http://www.city.n
agakute.lg.jp/hok
en/syussan/bosi
/index.html#papa
mama

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

対象：初めての出産を
迎える父母（妊娠6か
月まで）
内容：妊娠中の生活、
赤ちゃんの泣きの話、
5か月頃の赤ちゃん・
先輩ママとの交流

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

38 パパママ教室2回目 長久手市健康推進課
健康増進係

長久手市健康推進課 3月1日から3
月8日まで

- http://www.city.n
agakute.lg.jp/hok
en/syussan/bosi
/index.html#papa
mama

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

対象：初めての出産を
迎える父母（妊娠7か
月以降）
内容：沐浴実習、赤
ちゃんのお世話、育児
用品、家族計画につい
て

長久手市健康推進課健
康増進係
0561-63-3300

39 こころの講演会 みよし市健康推進課 みよし市保健センター 3月5日 午後２時から
３時まで

－ みよし市健康推進課
℡：０５６１－３４－５３１１

市民を対象とし、「老
年力と他者への貢献～
心を潤す素敵なおせっ
かい術」の講演を行
う。その際、心の健康
づくりとともに、女性
の健康づくりについて
もポスターを掲示し周
知する。

みよし市健康推進課
℡：０５６１－３４－５３１１

40 １歳６か月児健診 みよし市健康推進課 みよし市保健センター 3月8日 午後 － みよし市健康推進課
℡：０５６１－３４－５３１１

子どもの健診の際に、
母親世代の女性に対
し、ポスターの掲示及
びパンフレットを設置
し、女性の健康づくり
を周知する。

みよし市健康推進課
℡：０５６１－３４－５３１１



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

41 ３歳児健診 みよし市健康推進課 みよし市保健センター 3月7日 午後 － みよし市健康推進課
℡：０５６１－３４－５３１１

子どもの健診の際に、
母親世代の女性に対
し、ポスターの掲示及
びパンフレットを設置
し、女性の健康づくり
を周知する。

愛知県みよし市健康推
進課
℡：０５６１－３４－５３１１

42 広報にて掲載 東郷町健康課 イーストプラザ
いこまい館

平成30年
3月

－ なし 東郷町役場　健康課
0561-37-5813

女性の健康週間につい
ての周知

東郷町役場　健康課
0561-37-5813

43 ポスター掲示
窓口にパンフレット設
置

東郷町健康課 イーストプラザ
いこまい館

平成30年3月
1日～3月8日

週間終了ま
で

なし 東郷町役場　健康課
0561-37-5813

・女性の健康週間及び
乳がん自己チェックの
啓発ポスターの掲示
・乳がんパンフレット
の窓口設置

東郷町役場　健康課
0561-37-5813

44 ストレッチとリズム体
操教室

東浦町　健康課 東浦町保健センター 2018/3/2 9:45
～11：30

（紙媒体のみ） 東浦町　健康課
0562-83-9677

対象：町内在住の概ね
65歳以上の女性の方
内容：ストレッチ、リ
ズム体操、筋トレなど

東浦町　健康課
0562-83-9677

45 食と健康推進グルー
プ
研修会

設楽町
したら保健福祉セン
ター食と健康推進グ
ループ

したら保健福祉セン
ター

3月1日 10～13時 － したら保健福祉センター 女性のいきいき健康
ブック配布

したら保健福祉センター
0536-62-0901



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

46 健康体操 東栄町 愛知県　東栄町
本郷荘

2018/3/14

2018/3/28

10:00～11:30

10:00～11:30

なし 愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0503

中高年や高齢期にある
女性に対する適度な運
動について健康運動指
導士が実践指導する。

愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0503

47 離乳食教室 東栄町 愛知県　東栄町
食生活支援センター

2018/3/16 10:00～13:00 なし 愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0504

子育て中の女性に対す
る生活習慣病予防など
健康づくりについての
講話と離乳食などの調
理実習を実施。

愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0503

48 親子教室 東栄町 愛知県　東栄町
子育て支援センター
にこにこ広場

2018/3/20 10:00～11:30 なし 愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0505

保育園入園前の児とそ
の母親に対して、心の
健康づくりやストレス
対処法などの講話や実
践を実施。

愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0503

49 美魔女づくり教室 東栄町 愛知県　東栄町
食生活支援センター

2018/3/22 10:00～13:00 なし 愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0506

女性を対象にこころの
健康づくりやストレス
対処法の実践、調理実
習などを実施。

愛知県　東栄町　住民福
祉課　TEL 0536-76-
0503

50 乳がん検診 千種保健所 イオンタウン千種 3月7日 午後 なし 千種保健所　健康づくり
担当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-753-1982



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

51 乳がん検診 北保健所 北保健所楠分室 3月6日 午前 なし 北保健所　健康づくり担
当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-917-6552

52 乳がん検診 昭和保健所 昭和保健所 3月3日 9:00～ なし 昭和保健所　健康づくり
担当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-735-3964

53 乳がん検診 瑞穂保健所 瑞穂区役所 3月2日 午前 なし 瑞穂保健所　健康づくり
担当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-837-3264

54 乳がん検診 中川保健所 中川保健所 3月8日 13:30～ http://www.city.n
agaya.jp/nakagaw
a/page/0000081
591.html

中川保健所　健康づくり
担当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-363-4463

55 乳がん検診 守山保健所 守山保健所 3月4日 午前 http://www.city.n
agoya.jp/moriyam
a/page/0000091
958.html

守山保健所　健康づくり
担当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査

052-796-4623

http://www.city.nagaya.jp/nakagawa/page/0000081591.html
http://www.city.nagaya.jp/nakagawa/page/0000081591.html
http://www.city.nagaya.jp/nakagawa/page/0000081591.html
http://www.city.nagaya.jp/nakagawa/page/0000081591.html
http://www.city.nagoya.jp/moriyama/page/0000091958.html
http://www.city.nagoya.jp/moriyama/page/0000091958.html
http://www.city.nagoya.jp/moriyama/page/0000091958.html
http://www.city.nagoya.jp/moriyama/page/0000091958.html


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

56 乳がん検診 緑保健所 緑保健所 3月5日 13:00～16:00 http://www.city.n
agoya.jp/midori/p
age/0000008528.
html

緑保健所　健康づくり担
当

対象：名古屋市在住の
40歳以上の女性で、前
年度に名古屋市の乳が
ん検診を受診していな
い方
内容：①問診②乳房
エックス線検査③保健
師による自己触診法の
普及啓発

TEL052-891-3623
E-mail　a8911411-
10@midori.ｃｉｔ
ｙ.nagoya.lg.jp

57 産後セルフケア講座
「今ドキmamaのセル
フケア教室」

豊橋市 豊橋市保健所（ほ
いっぷ内）
フィットネスルーム

3月6日 13：30～15：
00

http://www.city.t
oyohashi.lg.jp/30
573.htm

豊橋市保健所こども保
健課
TEL0532-39-9160

対象：産後6～11か月
の産婦
内容：助産師による産
後のセルフケア指導と
エクササイズ

豊橋市保健所こども保
健課
TEL0532-39-9160

58 市政だより（3/1号） 岡崎市 http://www.ci
ty.okazaki.lg.jp
/shiseidayori/
index.html

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

市民に各戸配布。
女性の健康週間につい
ての周知。

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

59 ラジオ放送（ＦＭおか
ざき：市政情報）

岡崎市 2月26日 ７時45分
10時15分
12時15分
18時45分

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

骨粗しょう症とサルコ
ペニアについて、特に
予防についての内容を
放送する。

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

60 テレビ放送（ミクス：く
らしのミニ情報）

岡崎市 2月2日
2月9日
2月16日
2月23日

８時00分
12時00分
16時00分
20時00分

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6640

女性の健康週間につい
ての周知、主に骨粗
しょう症とサルコペニ
アに関する内容を放送
する。

http://www.city.nagoya.jp/midori/page/0000008528.html
http://www.city.nagoya.jp/midori/page/0000008528.html
http://www.city.nagoya.jp/midori/page/0000008528.html
http://www.city.nagoya.jp/midori/page/0000008528.html
http://www.city.okazaki.lg.jp/shiseidayori/index.html
http://www.city.okazaki.lg.jp/shiseidayori/index.html
http://www.city.okazaki.lg.jp/shiseidayori/index.html
http://www.city.okazaki.lg.jp/shiseidayori/index.html


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

61 1歳６か月健診、３歳
児健診での保護者向
け健康教育

岡崎市 岡崎げんき館３階講
堂

3月1日～７
日

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

健診の待ち時間を利用
した健康教育の中で、
保護者（母親等）の健
康に関する内容を提
供。女性の健康または
骨粗しょう症に関する
リーフレットを配布す
る。

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6639

62 健康の架け橋プロ
ジェクトinイオンモー
ル岡崎

岡崎市 イオンモール岡崎１階
セントラルコート

2月20日～22
日

10～12時
13～15時

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6640

女性の健康について、
主に骨粗しょう症とサ
ルコペニアとその予防
についてパネル展示、
簡単なクイズラリーを
実施する。同時に血圧
測定、握力測定などの
健康チェックと健康相
談を行う。

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6640

63 女性の健康週間パネ
ル展

岡崎市 岡崎げんき館１階市
民ギャラリー

3月6日～16
日

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6640

女性の健康について、
主に骨粗しょう症とサ
ルコペニアとその予防
についてパネル展示す
る。

岡崎市保健部健康増進
課
℡0564-23-6640


