
平成24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 愛知県 温泉っと若返り教室 東栄町

愛知県東栄町
とうえい温泉介護予
防センター
トレーニング室

2013/3/5 13:30～15:30 無し
愛知県東栄町福祉課
電話0536-76-1815

６０歳～７５歳の年齢にある女
性を対象に生活習慣や認知
症などの講話や太極拳、脳ト
レ（漢字クイズなど）を実施

愛知県東栄町福祉課
電話0536-76-1815

2 愛知県 栄養教室 東栄町
愛知県東栄町
食生活支援セン
ター

2013/3/6 10:00～13:30 無し
愛知県東栄町福祉課
電話0536-76-1815

40代～70代の年齢にある食生
活推進委員（女性）を対象に
健康づくりに着目した調理実
習と試食

愛知県東栄町福祉課
電話0536-76-1815

3 愛知県 集団がん検診 日進市
日進市保健セン
ター

3月12日 8:45～15:00
http://www.city.n
isshin.lg.jp

日進市保健センター
（0561-72-0770）

胃・大腸・乳がん検診（40歳以
上の市民）子宮がん検診（20
歳以上の女性）

日進市保健センター
（0561-72-0770）

4 愛知県 骨検診 日進市
日進市保健セン
ター

3月12日 8:45～15:00
http://www.city.n
isshin.lg.jp

日進市保健センター
（0561-72-0770）

骨の検診（40歳以上の女性）
日進市保健センター
（0561-72-0770）

5 愛知県 こころの健康講演会 日進市
日進市保健セン
ター

3月27日 14:00～15:30
http://www.city.n
isshin.lg.jp

日進市保健センター
（0561-72-0770）

市民を対象に、心身の健康維
持・増進を目的とし「こころの
健康」をテーマに開催。

日進市保健センター
（0561-72-0770）

6 愛知県
健康づくり推進員リー
ダー会

犬山市
愛知県犬山市
犬山市民健康館

3月4日 11:00～12:00
愛知県犬山市健康推進
課
０５６８－６３－３８００

中高年女性の生活習慣病予
防について

愛知県犬山市健康推
進課
０５６８－６３－３８００

7 愛知県
安城密着コミュニティ
サイト「あんみつ」へ
の記事掲載

安城市
安城密着コミュニ
ティサイト「あんみ
つ」への記事掲載

2013/3/1～
2013/3/8

http://an-
mitsu.jp/

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

対象：あんみつＨＰ閲覧者
内容：女性と飲酒

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

8 愛知県 メルマガ配信
安城市・安城市商
工会議所

2013/3/1
安城市保健センター
電話：0566-76-1133

対象：安城商工会議所メルマ
ガ会員・企業
内容：女性と飲酒

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

9 愛知県 乳がん自己検査法 安城市
安城市保健セン
ター

2013/3/8
安城市保健センター
電話：0566-76-1133

対象：子宮がん検診受診者
内容：ＤＶＤ上映「乳がん自己
検診法」

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

10 愛知県 骨粗鬆症予防 安城市
安城市保健セン
ター

2013/3/8
安城市保健センター
電話：0566-76-1133

対象：子宮がん検診受診者
内容：ＤＶＤ上映「骨粗鬆症を
予防しましょう」

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

11 愛知県 メンタルヘルス 安城市
安城市保健セン
ター

2013/3/8
安城市保健センター
電話：0566-76-1133

対象：子宮がん検診受診者
内容：ＤＶＤ上映「あなたと私の
メンタルヘルス」

安城市保健センター
電話：0566-76-1133

4．日時
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12 愛知県
わいわいマタニティ
「６～８か月編」

半田市
半田市保健セン
ター
大会議室

2013/3/5 10：00～11：30

http://www.city.h
anda.lg.jp/conten
ts/20060002.html
#6kra8

半田市保健センター
TEL:0569-84-0646

・妊娠６～８か月の女性するマ
タニティ教室（胎児の様子・口
腔ケア・おしゃべり会等）。

半田市保健センター
TEL:0569-84-0646

13 愛知県 女性の健康づくり体操 美浜町 野間公民館 3月4日 9:30～11:30
愛知県美浜町　健康推
進課

高齢期の女性に対する運動
リーダーによる運動実践指導

美浜町厚生部健康推
進課
0569-82-1111

14 愛知県
女性のウォーキング
教室

美浜町
町のウォーキング
ロード

3月7日 10:00～12:00
kenkoh_we@town.
aichi-mihama.lg.jp

愛知県美浜町　健康推
進課

運動リーダーによるウォーキ
ング指導

美浜町厚生部健康推
進課
0569-82-1111

15 愛知県
女性がん検診の
パンフレット配布

健康推進課 市内保健センター 3月中
http://www.city.k
iyosu.aichi.jp/

清須市役所健康推進課
052－400-2911

乳幼児健診受診の母親へ
乳がん・子宮がん検診の
パンフレットを配布

052-400-2911

16 愛知県 レッツ！健康チェック 春日井市 アピタ高蔵寺店２階 2013/2/24 9:30～15:00

http://www.city.k
asugai.lg.jp/iryo/
hokenkanren/ind
ex.html

春日井市健康福祉部健
康増進課
℡0568-85-6166

来場者を対象に、体成分分
析、血管年齢測定、骨密度測
定を実施

春日井市健康福祉部
健康増進課
℡0568-85-6166

17 愛知県 ママのための体操教室豊川市保健センター
豊川市
健康福祉センター

２０１３
3/７.14.21

全3回

午前
10～11時

http://www.city.t
oyokawa.lg.jp/kur
ashi/kenkohokeni
ryo/kenkohokenir
yooshirase

豊川市保健センター

出産後のママを対象に身体を
動かすきっかけづくり
健康運動指導士による実践
【申込み制】

豊川市保健センター
TEL:0533-89-0610

18 愛知県 ポラリス 豊川市保健センター
豊川市保健セン
ター

2013年
3月6日

午前
9時30分、
10時40分

http://www.city.t
oyokawa.lg.jp/kur
ashi/kenkohokeni
ryo/kenkohokenir
yooshirase

豊川市保健センター

やる気がない、自信が持てな
い、眠れないなどこころの悩み
を持っている方の相談【予約
制】

豊川市保健センター
　
TEL:0533-95-0783

19 愛知県
保健通信「マタニティ
マークについて」

田原市健康課 2013/3月号
kenko@city.tahar
a.aichi.jp

愛知県田原市健康課
℡0531-23-3515

マタニティマークや妊産婦へ
の気配りについての周知（広
報誌に掲載）

愛知県田原市健康課
℡0531-23-3515

20 愛知県 がんミニドック検診 田原市健康課 田原市役所 2013/3/3
女性の受付時
間9:00～13:15
（予約制）

kenko@city.tahar
a.aichi.jp

愛知県田原市健康課
℡0531-23-3515

今年度大腸がん検診の無料
クーポン券を未利用で、市の
がん検診を受けていない方を
対象に追加の開催日を設定。
（各種がん検診を同じ会場で
一度に受診可能、検診車によ
る集団検診形式）

愛知県田原市健康課
℡0531-23-3515
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21 愛知県 高校生の健康づくり 西尾市 県立吉良高等学校 2013/3/5 １１：００～１１：５０

愛知県西尾市健康課吉
良分室
電話０５６３－３２－３０
０１

吉良高等学校生活文化科1年
生を対象として、「自分を大切
に」というテーマで「思春期の
生と性」について学ぶ。

愛知県西尾市健康課
吉良分室
電話０５６３－３２－３０
０１

22 愛知県
女性の健康づくり教
室「すこやか美人の
心得セミナー」

岩倉市
愛知県岩倉市保健
センター

①2012/3/7
②2012/3/14
③2012/3/21

9:30～11:30
愛知県岩倉市市民部健
康課
ＴＥＬ0587-37-3511

対象：健康づくりに関心がある
女性
内容：
①助産師による女性ホルモン
の影響による心身の変化・対
処法の講義。
②運動指導員による適度な運
動と尿失禁予防の実践指導
③栄養士による適度な食事に
ついての講義。歯科衛生士に
よる歯周病予防のブラッシン
グ指導。

愛知県岩倉市市民部
健康課
ＴＥＬ：0587-37-3511

23 愛知県 親と子の栄養教室
江南市健康づくり
課

江南市保健セン
ター

3月2日 10時～13時
www.city.konan.lg
.jp/

江南市保健センター
0587-56-4111

親子でより良い食習慣を身に
つける

江南市保健センター
0587-56-4111

24 愛知県 食生活改善普及講座
江南市健康づくり
課

江南市保健セン
ター

3月7日 9時半～13時
www.city.konan.lg
.jp/

江南市保健センター
0587-56-4111

食生活を見直し、改善すること
で生活習慣病を予防する。

江南市保健センター
0587-56-4111

25 岡崎市
市政だより「女性の健
康習慣」

岡崎市保健所健康
増進課

2013/03/01
～
2013/03/31

岡崎市健康増進課
TEL０５６４－２３－６６３
９

対象：一般市民
内容：女性の健康週間の啓発
事業として「乳がんの自己検
診法について」の記事を市政
だよりに掲載し、周知を図る。

岡崎市健康増進課
TEL０５６４－２３－６６
３９

26 岡崎市
妊娠・出産・子育てパ
ネル展

岡崎市保健所健康
増進課

岡崎げんき館
2013/03/12
～
2013/03/24

岡崎市健康増進課
TEL０５６４－２３－６１８
０

対象：一般市民
内容：地域の子育て情報・赤
ちゃん（胎児）人形の展示、子
宮がん検診勧奨等に関する展
示。

岡崎市健康増進課
TEL０５６４－２３－６１
８０
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