
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

マタニティ＆産後・親
子ヨーガ

京都府助産師会 京都府助産師会館１F
ホール

３／５
毎週月曜日

１０：００～１
１：３０

http://kyoto-
midwife.jp/

０７５－８４１－１５２１
平日１０－１５時

妊婦さんから産後ｎマ
マまでヨガを楽しみま
しょう

０７５－８４１－１５２１
平日１０－１５時

2

子育て・女性健康無
料電話相談

京都府助産師会 京都府助産師会館２F
事務室

３／１～３／
８（３／３～３
／４を休止）

１０：００～１
５：００

０７５－８４１－１５２１
平日１０－１５時

妊娠、出産、育児、成
熟期、更年期、老年期
の相談

０７５－８４１－１５２１
平日１０－１５時

3

にんしんホッとナビ
（メールによる相談）

京都市委託事業
京都府助産師会

京都府助産師会館 ３／１～３／
８

随時受け付
け

https://www.ni
nshin-
hotnavi.com/

思いがけない妊娠、妊
娠に関する悩みのメー
ル相談

4

レッツ　トライ！ママエ
クササイズ３回目

福知山市 福知山市東部保健福
祉センター

3月8日 10：00-11：
30

なし 福知山市東部保健福祉
センター
０７７３－５８－２０９０

子育て世代の女性を対
象にした運動習慣を身
に付けるための教室（
体力測定、体操実践）
３回シリーズ

福知山市東部保健福祉
センター
０７７３－５８－２０９０

5

子育てママ＆パパの
食育教室

福知山市 福知山市中央保健福
祉センター

3月8日 9：00-11：30 なし 福知山市中央保健福祉
センター
０７７３－２３－２７８８

子育て中の母親・父親
を対象に、和食を通し
て料理の基本や献立の
立て方を学ぶための教
室（栄養士講話・調理
実習）

福知山市中央保健福祉
センター
０７７３－２３－２７８８

6

女性の健康支援セミ
ナー
“冷え”“こり”解消の
コツ～血液循環を整
える運動療法～

宇治市男女共同参画
支援センター

ＪＲ宇治駅前市民交
流センターゆめりあ う
じ

3月6日 13：30～15：
30

danjokyoudou@
city.uji.kyoto.jp

京都府宇治市市民環境
部男女共同参画課
ＴＥＬ：0774-39-9377

女性特有の健康課題解
消のため簡単ストレッ
チや体幹筋トレのコツ
を学ぶ、健康運動指導
士によるセミナー

京都府宇治市市民環境
部男女共同参画課
ＴＥＬ：0774-39-9377

4．日時

http://kyoto-midwife.jp/
http://kyoto-midwife.jp/
https://www.ninshin-hotnavi.com/
https://www.ninshin-hotnavi.com/
https://www.ninshin-hotnavi.com/


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

7

こころとからだの相談 宇治市男女共同参画
支援センター

ＪＲ宇治駅前市民交
流センターゆめりあ う
じ

3月3日 9：30～12：30 danjokyoudou@
city.uji.kyoto.jp

京都府宇治市市民環境
部男女共同参画課
ＴＥＬ：0774-39-9377

女性の精神科医による
こころとからだの相談
予約制、一人50分

京都府宇治市市民環境
部男女共同参画課
ＴＥＬ：0774-39-9377

8

がん検診体験動画 長岡京市 市HPに掲載 4/1～3/31 http://www.city
.nagaokakyo.lg.j
p/vod/0000005
943.html

京都府長岡京市役所
健康医療推進室
075-955-9520

対象：市民全体
内容：乳がん検診及び
胃がん検診の検診の流
れを動画にし、がん検
診受診啓発を行う。

京都府長岡京市役所健
康医療推進室
075-955-9520

9 女性の相談室
（健康相談）

京田辺市 アル・プラザ京田辺店
２階
女性交流支援ルーム
ポケット

第４木曜 14:00～16:00 http://www.kyota
nabe.jp

京田辺市健康福祉部健
康推進課
℡0774-64-1335

健康相談 同上

10 健康相談（骨密度検
査の日）

京丹後市健康長寿福
祉部健康推進課

京丹後市峰山総合福
祉センター

2018/3/26
（月）

9:00-11:00 http://www.city.k
yotango.lg.jp/kura
shi/kenko_oenda
n/kenshin/kenko
usoudan/index.ht
ml

京丹後市健康長寿福祉
部健康推進課
℡：０７７２－６９－０３５０

健康相談日に合わせ
て、希望者には骨密度
測定及び保健指導を実
施

京丹後市健康長寿福祉
部健康推進課
℡：０７７２－６９－０３５０

11 子宮がん検診受診の
啓発(平成30年京丹
後市成人式での勧奨
パンフレット配布）

京丹後市 京都府丹後文化会館 2018/3/18(
日）

14:00-16:10 http://www.city.k
yotango.lg.jp/kyoi
ku/oshirase/shak
ai/seijinsiki/index
.html

京丹後市教育委員会社
会教育課
℡：０７７２-６９－０６３０

成人式を迎える20歳の
女性に子宮がん検診の
受診勧奨パンフレット
を配布する

京丹後市健康長寿福祉
部健康推進課
℡：０７７２－６９－０３５０

12 女性の健康週間PRポ
スター掲示

京丹後市健康長寿福
祉部健康推進課

京丹後市峰山総合福
祉センター及び市内６
庁舎

2018/3/1～
3/8

京丹後市健康長寿福祉
部健康推進課
℡：０７７２－６９－０３５０

女性の健康週間に合わ
せ、京丹後市峰山総合
福祉センター及び市内
６庁舎にPRポスター掲
示

京丹後市健康長寿福祉
部健康推進課
℡：０７７２－６９－０３５０



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

13 骨粗しょう症検診 木津川市健康推進課 加茂保健センター 3月3日 10時から15
時

木津川市役所健康推進
課０７７４（７５）１２１９

市内在住の中学生以上
の女性対象：骨粗しょ
う症検診及び結果説明
と食事指導

木津川市役所健康推進
課０７７４（７５）１２１９

14 マタニティ広場 木津川市健康推進課 木津保健センター 3月3日 9時30分から
正午

http://www.city.k
izugawa.lg.jp/sp/i
ndex.cfm/7,2153,
32,html

木津川市役所健康推進
課０７７４（７５）１２１９

市内に住所を有する妊
婦及びその父親等対
象：赤ちゃんのお風呂
の入れ方と保育につい
て

木津川市役所健康推進
課０７７４（７５）１２１９

15 子宮がん検診受診の
啓発(平成29年伊根
町成人式での勧奨パ
ンフレット配布）

伊根町 伊根町ほっと館 2018.3.18
（日）

10:00～12:00 http://www.town.
ine.kyoto.jp

伊根町教育委員会
℡：０７７２ー３２－０７１８

成人式を迎える20歳の
女性に子宮がん検診の
受診勧奨パンフレット
を配布する

伊根町保健福祉課
℡：０７７２－３２－３０３１

16 女性のがん等啓発（） 乙訓保健所 庁舎　ロビー H30年３月 終日 無し 保健室 啓発物品、パネル等の
展示

対象者：一般来庁者

０７５－９３３－１１５３

17 女性の健康週間
普及啓発

京都府南丹保健所 京都府南丹保健所
ロビー

3月1日～
3月8日

終日 女性の健康に関する
リーフレットや啓発
物品の配架・展示

京都府南丹保健所
保健室　健康支援担当
0771-62-4753



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

18 総合庁舎府民ホール
等を活用した普及啓
発

中丹東保健所 舞鶴総合庁舎
府民ホール

３月１日（木）
～３月３０日
（金）

９：００
～
１７：００

中丹東保健所
保健室・健康支援担当
（電話：0773-75-0806）

対象：府民
内容：普及啓発用ポス
ターを掲示する。

６と同じ

19 総合庁舎府民ホール
等を活用した普及啓
発

中丹東保健所 綾部総合庁舎玄関 ３月１日（木）
～３月３０日
（金）

９：００
～
１７：００

中丹東保健所
保健室・健康支援担当
（電話：0773-75-0806）

対象：府民
内容：普及啓発用ポス
ターを掲示する。

６と同じ

20 中丹健康企業プロ
ジェクト事業「企業の
健康づくりセミナー」

中丹東保健所 中丹東保健所・講堂 ３月８日（木） １４：００
～
１６：００

中丹東保健所
保健室・健康支援担当
（電話：0773-75-0806）

対象：従業員食堂を設
置している事業所等の
健康管理者、従業員食
堂を設置している給食
従事者、病院に勤務し
ている管理栄養士、各
市保健の担当職員、地
域・職域連携部会構成
メンバー
内容：社員の健康づく
りに取り組むことの意
義を再認識し、働き盛
り世代の効果的な生活
習慣病予防対策をすす
めていく。

６と同じ


