
平成30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）

1 コツコツ骨づくり教室 島原市 島原市保健センター 3月5日
13時30分
～15時30分

島原市保健センター
TEL：0957-64-7713

対象：20歳以上の女性
内容：骨太クッキング
（調理実習と講話）

2

婦人がん検診周知
（乳児相談及び幼児
健診時）

諫早市 諫早市健康福祉セン
ター、各支所

通年 fukushi_cen@city.
isahaya.nagasaki.j
p

諫早市健康福祉セン
ター
TEL：0957-27-0700

乳児相談、幼児健診来
所（母親）へ保健師によ
る子宮がん、乳がん検診
についての講話

3

健康セミナー「血液ド
ロドロと血液サラサラ
のウソとホント」

諫早市 諫早市たらみ図書館 3月7日 fukushi_cen@city.
isahaya.nagasaki.j
p

諫早市健康福祉セン
ター
TEL：0957-27-0700

生活習慣病に関する講
演会

4

市報まつうら３月号 松浦市 市報 3月1日～3月
31日

http://www.city-
matsuura.jp/www
/contents/15488
14006174/index.
html

松浦市健康ほけん課健
康推進係

女性の健康週間に関す
る周知

5

市報「女性の健康を
応援します」

対馬市 市報　健康ひとくちメ
モ掲載

平成31年3月
号

http://www.city.t
sushima.nagasaki.
jp/

対馬市いきいき健康課 女性の健康について広
報にて周知

6

壱岐六つ輪会研修会 壱岐市食生活改善推
進員協議会

石田町農村環境改善
センター

2月28日 13：00～16：00 壱岐市健康増進課
TEL：0920-45-1114

壱岐市ヘルスメイト（会
員は女性のみ）が健康に
関する知識向上のため
実施する研修会。演題
「お口と健康について」

4．日時
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7

出前講座 壱岐市健康増進課 湯ノ本事務所 3月8日 20：00～20：40 壱岐市健康増進課
0920-45-1114

地域の婦人会員が実施
する研修会。「生活習慣
病予防」のための講座に
おいてアルコールパッチ
テストを実施する。

8

介護予防教室（壱岐
市老人クラブ連合会
女性リーダー研修会）

壱岐市　保険課
地域包括支援セン
ター

石田町農村環境改善
センター

2月22日 14:10～14:30 壱岐市保険課
地域包括支援センター
TEL：0920-45-1197

高齢期の女性に対する
適度な運動について、健
康運動プランナーによる
実践指導

9

市報「女性の健康週
間」

西海市 市報 平成31年3月
号

http://www.city.s
aikai.nagasaki.jp/
docs/201103100
0103/ 西海市健康ほけん課

広報さいかい３月号に掲
載
（女性の健康週間につい
て、女性ホルモンについ
て）

10

（乳児健診保護者を
対象とした）婦人の健
康相談

長与町
（健康保険課）

長与町健康センター 3月5日 １３：００～１
５：３０

http://webtown.n
agayo.jp

長与町健康保険課健康
増進係
（乳児健診については、
こども政策課母子保健
係）

乳児健診対象児の母親
（家族）を対象とした保健
相談、栄養相談、血圧測
定、検尿等

11

愛育班分班長会議 愛育班 各地区公民館 3月6日
3月7日

１０～１２時
１３時半～１
５時半

川棚町健康推進課健康
増進班
TEL：0956-82-5412

対象：愛育班分班長
内容：各がん検診勧奨

12
講習会で啓発パンフ
レットの配布

県北保健所 県北保健所 3月6日
県北保健所地域保健課
健康対策班
TEL：0950-57-3933

乳がん・子宮頸がん等の
啓発パンフレット配布

13

普及啓発用ポスター
掲示

対馬保健所 対馬保健所玄関 3月1日から3
月8日

対馬保健所企画保健課
TEL：0920-52-0166

対象：一般住民
内容：厚生労働省作成
の「女性の健康習慣」に
関するポスター掲示
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14

ホームページによる
広報

長崎県国保・健康増
進課

長崎県ホームページ 2月25日から
3月8日

http://www.pref.
nagasaki.jp/bunru
i/hukushi-
hoken/kenkoduk
uri/info-
kenkodukuri/

長崎県国保・健康増進
課
TEL：095-895-2495

ホームページに掲載し、
女性の健康週間の周知
を行う。

15

休日乳がん検診（集
団検診）

長崎市　健康づくり課 長崎県長崎市
ららなめし

2019/2/24
（日）

10：00～11：
30、
13：00～14：
30

http://www.ci
ty.nagasaki.lg.j
p/fukushi/450
000/453000/
p032349.html

長崎県長崎市健康づくり
課
電話：095-829-1154

４０歳以上の市民（女
性）で、前年度および
今年度に長崎市の乳が
ん検診を受診していな
い者を対象とした乳が
ん検診

16

休日乳がん検診（集
団検診）

長崎市　健康づくり課 長崎県長崎市
東公民館

2019/3/3
（日）

10：00～11：
30、
13：00～14：
30

http://www.ci
ty.nagasaki.lg.j
p/fukushi/450
000/453000/
p032349.html

長崎県長崎市健康づくり
課
電話：095-829-1154

４０歳以上の市民（女
性）で、前年度および
今年度に長崎市の乳が
ん検診を受診していな
い者を対象とした乳が
ん検診

17

総合がん検診 佐世保市 佐世保市中央保健福
祉センター

3月2日 8:30～14：00 長崎県佐世保市健康づ
くり課
0956-24-1111

子宮がん・乳がん・大
腸がん・肺がん・胃が
ん検診

18

女性がん検診啓発 佐世保市 佐世保市中央保健福
祉センター
5階

2017/3/1～8 8：30～17：15 長崎県佐世保市健康づ
くり課
0956-24-1111

女性のがん検診啓発
リーフレットとがん検
診啓発ティッシュを5
階健康づくり課にて配
布


