
平成26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

池田保健所ロビー啓
発

池田保健所 池田保健所１階ロ
ビー

2015/2/2～
3/6

終日 池田保健所　企画調整
課
TEL072‐751‐2990

対象：一般住民
内容：女性のうつ･が
ん検診啓発･食生活改
善・運動習慣などに関
するﾊﾟﾈﾙ展示とﾘｰﾌﾚｯﾄ
の配布等

池田保健所
TEL072‐751‐2990

2

市民への啓発 大阪府吹田保健所 庁舎内展示 2月中 http://www.pref.
osaka.jp/suitahok
en/topikkusu/rob
i-tennzi.html

大阪府吹田保健所　企
画調整課

庁舎内の展示コーナー
に「女性の健康づくり
を応援します」と題し
て子宮頸がん・乳がん
についての情報を掲示

大阪府吹田保健所
企画調整課

3

女性の健康週間につ
いて

大阪府吹田保健所 ホームページ 2月中 http://www.pref.
osaka.jp/suitahok
en/topikkusu/rob
i-tennzi.html

大阪府吹田保健所　企
画調整課

保健所ホームページに
「女性の健康づくりを
応援します～これから
のあなたがきらきら輝
き続けるために～」と
題して女性のがんとた
ばこについて情報提供

大阪府吹田保健所
企画調整課

4

女性の健康週間につ
いて

吹田市 吹田市ホームペー
ジ、
吹田保健所ホーム
ページ「すいた呼吸器
アレルギーねっと」（外
部サイトリンク）

2月中 http://www.city.s
uita.osaka.jp/hom
e/soshiki/div-
fukushihoken/fuk
usomu/_50354.ht
ml

吹田市 「すいた呼吸器アレル
ギーねっと」に女性の
健康週間についてコラ
ムを掲載し、喫煙と女
性のがんについて情報
提供、周知を行った。

大阪府吹田保健所
企画調整課

5

保健所ロビー展示、
ホームページ掲載に
て啓発

大阪府茨木保健所 茨木保健所
茨木保健所ホーム
ページ

2015/3/1～
3/31

9:00～17:45 http://www.pref.
osaka.jp/ibarakih
oken/

大阪府茨木保健所　企
画調整課
℡072-624-4668

女性の健康週間啓発
・女性特有のガンの予
防・女性の喫煙防止・
メンタルヘルス対策等
ポスター展示などによ
る啓発

大阪府茨木保健所　企
画調整課
℡072-624-4668

4．日時
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6 保健所ロビー展示 大阪府寝屋川保健所
寝屋川保健所ロビー
（大阪府寝屋川市）

2015/2/2か
ら2015/3/8
（土日祝を除
く）

09:00～17:45 なし
寝屋川保健所
企画調整課

TEL072-829-7771

ロビー展示による啓
発：
「健康寿命をのばそ
う」をテーマに、女性
の健康、がん予防、乳
がん、子宮がん等につ
いてのポスター展示、
リーフレット配布

大阪府寝屋川保健所
企画調整課
TEL072－829－7771

7

市民公開講座「あな
たの骨は大丈夫？骨
粗しょう症のお話」

独立行政法人国立病
院機構刀根山病院
共催；豊中市

豊中市すこやかプラ
ザ１階中部保健セン
ター

3月10日 13：00～16：
00

豊中市健康福祉部保健
所地域保健課　℡06-
6858-2292

整形外科医による講
演、理学療法士による
実演「骨粗しょう症の
予防体操」、栄養士に
よる健康相談コーナー
「骨粗しょう症の食事
療法」、健康チェック

豊中市健康福祉部保健
所地域保健課　℡06-
6858-2292

8

乳幼児健康診査時に
おける健（検）診の周
知

枚方市 大阪府　枚方市健康
部保健所保健セン
ター

3月4日 大阪府　枚方市健康部
保健所保健センター
℡072-840-7221

乳幼児健を受診した保
護者に対して、住民健
康診査およびがん検診
の周知を行う

大阪府　枚方市健康部
保健所保健センター
℡072-840-7221

9

女性のための健康教
室

岸和田市 岸和田市立保健セン
ター

3月5日 10:00～11:30 http://www.ci
ty.kishiwada.o
saka.jp/soshik
i/33/kenkouk
yousitu.html

大阪府岸和田市保健福
祉部健康推進課
TEL 072-423-8811

2/25と２日セットコー
ス。2/25は、産婦人科
医師による子宮疾患等
についての講義、3/5
は、健康運動指導士に
よる骨盤底筋を鍛える
ための体操等実技を伴

大阪府岸和田市保健福
祉部健康推進課
TEL 072-423-8811

10

「美しく健康に！女性
の健康講座」

吹田市 大阪府吹田市
片山市民体育館

2015/3/2
2015/3/10

10：00～11：
30　10：00～
11：30

http://www.city.s
uita.osaka.jp/hom
e/soshiki/div-
fukushihoken/ho
kencjigyo/00084
9/_63236.html

大阪府　吹田市　福祉保
健部　保健センター
℡ 06-6339-1212

64歳以下の女性の市民
3/2　健康運動指導士
による運動実践指導と
保健師による骨粗しょ
う症予防についてのミ
ニ講座
3/10　健康運動実践指
導者によるリラックス
を中心とした運動実践
指導と保健師による女
性ホルモンと健康につ
いてのミニ講座

大阪府　吹田市　福祉保
健部　保健センター
℡ 06-6339-1212

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/kenkoukyousitu.html
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11

３歳児健康診査にお
ける骨粗しょう症予防
啓発キャンペーン

吹田市 吹田市立保健セン
ター

吹田市立保健セン
ター南千里分館

2015/3/12
2015/3/25
2015/3/3
2015/3/18

13：00～15：
00　　　13：00
～15：00
13：00～15：
00　　　13：00
～15：00

大阪府　吹田市　福祉保
健部　保健センター
℡ 06-6339-1212

３歳児健康診査受診児
の保護者
骨粗しょう症予防につ
いて保健師によるミニ
講座

大阪府　吹田市　福祉保
健部　保健センター
℡ 06-6339-1212

12

『高血圧予防のため
の減塩レシピ』
～無理なく、美味しく、
減塩生活～

泉大津市 泉大津市立保健セン
ター

2015/3/5 10:00～12：
00

健康福祉部健康推進課 エイフボランタリー
ネットワークを対象
に、無理せずに減塩を
続けられる食事につい
ての講義と調理実習を
実施予定

大阪府泉大津市健康推
進課
ＴＥＬ：0725-33-8181

13

『高血圧の予防と治
療について』

泉大津市 泉大津市立保健セン
ター

2015/3/5 13：30～3：00 http://www.ci
ty.izumiotsu.lg
.jp/ikkrwebBr
owse/material
/files/group/3
4/2702kouhou

健康福祉部健康推進課 エイフボランティア
ネットワークと市民を
対象に、高血圧の予防
と治療について医師に
よる講義を実施予定

大阪府泉大津市健康推
進課
ＴＥＬ：0725-33-8181

14

乳がん検診 泉大津市 泉大津市立保健セン
ター

2015/3/5 10:00～15：
00

http://www.ci
ty.izumiotsu.lg
.jp/kurashi/se
ijinn/kensin/1
30165899635
3.html

健康福祉部健康推進課 40歳以上の女性を対象
に乳がん検診を実施予
定（予約制）

大阪府泉大津市健康推
進課
ＴＥＬ：0725-33-8181

17

女性のための健康教
室～自分の体は自分
で守ろう～

守口市 守口市市民保健セン
ター

内容④3月5
日

9：30～12：00 なし。
※周知方法は、
健診結果にチラ
シ同封・健診会場
に案内ポスター
掲示

守口市健康f福祉部健康
推進課
(守口市市民保健セン
ター）06-6992-2217

おおむね40歳以上の女
性で健康に関心がある
方　　　　①保健師に
よるがん検診等の健診
の必要性についての講
義・トレーナーによる
自宅で出来る運動の実
習
②医師による女性特有
の疾患に関する講義
③歯科医師による歯の
健康についての講義と
ブラッシング指導・グ
ループ相談
④貧血・骨粗鬆症予防
のための調理実習

守口市健康福祉部健康
推進課
(守口市市民保健セン
ター）06-6992-2217

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/34/2702kouhou16-23.pdf
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301658996353.html
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18

２歳児歯科健診 河南町 河南町保健福祉セン
ター

2015/3/5

１３：００～
１５：３０

大阪府河南町健康福祉
部健康づくり推進課

２歳児歯科健診に来所
している母親に子宮頸
がん及び乳がん検診の
受診勧奨（集団教育と
パンフレット配付）

大阪府河南町健康づくり
推進課
TEL０７２１－９３－２５０
０

19

婦人科相談 いきいき健康課 保健コーナー 3月2日 14：00～15：
00

http://www.s
himamotocho.j
p/result.html
2月15日号広
報しまもとに
掲載

島本町ふれあいセンター
いきいき健康課

婦人科専門医による個
別相談（更年期障害・
生理不順など）

島本町ふれあいセンター
いきいき健康課
Ｔｅｌ：075-961-1122
Fax：075-961-1116

20

レデース特定健診・30
歳代健診・がん検診

いきいき健康課 保健コーナー 3月2日 13：00～終了
まで

http://www.s
himamotocho.j
p/result.html
1月15日号広
報しまもとに
掲載

島本町ふれあいセンター
いきいき健康課

女性特有の疾患の健診
を合わせたセット健診
特定健診・30歳代健診
子宮頸がん検診（20歳
以上）肺がん検診（30
歳以上）大腸がん検診
（40歳以上）骨粗しょ

島本町ふれあいセンター
いきいき健康課
Ｔｅｌ：075-961-1122
Fax：075-961-1116

21

乳がん検診 大阪狭山市 大阪狭山市保健セン
ター

########## 9：40～15：00 http://www.city.o
sakasayama.osak
a.jp/iryo_fukushi/
kenko/kakushuke
nshinkenshin/141
0936902895.html

上記連絡先に同じ 乳がん検診受診者に対
し、パンフレットや乳
房模型を用いた健康教
育

上記連絡先に同じ

22

子育てサロン 社会福祉協議会の依
頼より

交野市藤が尾ふれあ
い館

3月3日 10：30～11：
00

なし 社会福祉協議会
072-895-1185

対象：概ね0歳～3歳未
満の親子

内容：子ども及び保護
者の歯とお口の健康に
ついて。

交野市健康増進課
072-893-6405

23

4か月児健診 交野市健康増進課 ゆうゆうセンター 3月3日 12：50～16：
00

http://www.city.k
atano.osaka.jp/do
cs/20110729000
80/

交野市健康増進課
072-893-6405

対象：生後4か月にな
る児と保護者

内容：4か月健診に来
所した保護者に、健康
づくりを支援する「か
たのチャレンジ」の案
内を配布。

交野市健康増進課
072-893-6405

http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　2月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
http://www.shimamotocho.jp/result.html　　1月15日号広報しまもとに掲載
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24

ピヨピヨ離乳食講習会 交野市健康増進課 ゆうゆうセンター 3月3日 14：15～16：
00

http://www.city.k
atano.osaka.jp/do
cs/20110729000
80/

交野市健康増進課
072-893-6406

対象：生後4か月にな
る児と保護者

内容：離乳食に関する
話と母乳育児されてい
る保護者へ食事面につ
いての話を実施。

交野市健康増進課
072-893-6405

25

ミルキィベビー教室 交野市健康増進課 ゆうゆうセンター 3月4日 9：20～12：00 http://www.city.k
atano.osaka.jp/do
cs/20110729001
03/

交野市健康増進課
072-893-6405

対象：生後0～3か月頃
の乳児の母親

内容：助産師による
おっぱい相談を実施。
併せて、母親の健康管
理のために骨密度測定
を希望者に実施。

交野市健康増進課
072-893-6405

26

ぐんぐん教室 交野市健康増進課 ゆうゆうセンター 3月4日 9：30～11：45 http://www.city.k
atano.osaka.jp/do
cs/20110729001
03/

交野市健康増進課 対象：6～12か月の乳児
とその保護者

内容：子どもの発達の道
筋と育児、親子の生活習
慣等についての基礎知
識の提供

交野市健康増進課
072-893-6405

27

母子健康手帳の発行 交野市健康増進課 ゆうゆうセンター 通常 9：00～17：30 http://www.city.k
atano.osaka.jp/do
cs/20110729001
34/

交野市健康増進課 対象：妊婦やその代理
人

内容：妊娠中の食事や
禁煙指導について。

交野市健康増進課
072-893-6405

28

女性のための健康プ
チ講座

柏原市健康福祉課 市内各所 3月2日～6日 柏原市健康福祉課
０７２－９７３－５５１６

健康週間の期間の講
座、健診などに参加さ
れた女性(主に育児中)
に対しパンフレットを
配布し、がん検診受診
の案内と女性の健康意
識向上の内容での講座
を実施

柏原市健康福祉課
(山下)
０７２－９７３－５５１６
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29

乳がん検診 茨木市 茨木市
保健医療センター　１
階

3月3日 なし 大阪府茨木市保健医療
課
℡072-625-6685

乳がん検診受診者に対
し、食育SATシステム
を用いて、食生活の見
直しを促進する。

大阪府茨木市保健医療
課
℡072-625-6685

30

乳がん・子宮がん検
診の受診勧奨と女性
の健康週間の周知

茨木市 茨木市
保健医療センター

3月 なし 大阪府茨木市保健医療
課
℡072-625-6685

３月の広報誌に掲載。 大阪府茨木市保健医療
課
℡072-625-6685

31

無し 茨木市 茨木市
ローズＷＡＭ　１階
図書コーナー

2015/3/1～
3/8

なし ローズＷＡＭ
℡072-620-9920

女性の健康に関する図
書を集めたコーナーを
設ける。

ローズＷＡＭ
℡072-620-9920

32

ママのための健康セ
ンミナー　　知ってい
きたい産後ケア
～ママがイキイキで
家族もニコニコ～

いずみさの女性セン
ター

レイクアルスタープラ
ザ・カワサキ生涯学習
センター

2015/3/17 13：00～15：
00

http://www.ci
ty.izumisano.lg
.jp/

いずみさの女性センター
072-469-7125

対象：産後３か月以降
の女性
赤ちゃんとパートナー
も参加可
内容）助産師のお話と
実技

いずみさの女性センター
072-469-7125

33

中高年女性のための
もっと元気になるツボ
刺激

泉佐野市保健セン
ター

泉佐野市立健康増進
センター

2015/3/5 10：00～12：
00

http://www.ci
ty.izumisano.lg
.jp/

泉佐野市保健センター 対象：市内在住の女性
内容：心身にストレス
がかかる年代を、ツボ
を刺激して明るく乗り
越えましょう！

泉佐野市保健センター
072-463-6001

34

カラダとココロの健康
教室

松原市地域保健課 松原市役所 3月18日 12:50～14:30 なし 松原市地域保健課
（072-337-3126）

対象：おおむね２０歳
以上の女性
内容：女性特有の現象
（腰痛や生理痛など）
のメカニズムを知り、
骨盤底筋群を整えるこ
とによって対処する方

松原市地域保健課
（072-337-3126）

http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/


平成26年度 女性の健康週間における取組の概要
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６．主催者問い合わせ先
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８．連絡先4．日時

35

ヘルシー運動教室 和泉市健康づくり推
進室健康増進担当

和泉市保健福祉セン
ター

3月6日 10：00～11：
30

http://www.ci
ty.osaka-
izumi.lg.jp/

和泉市健康づくり推進室
健康増進担当
和泉市保健福祉セン
ター
0725-57-6620

40～64歳を対象に、健
康づくりを目的とし、
運動実技や健康の講
話、個別健康相談など
を全２２回開催してい
るヘルシー運動教室に
対する、保健師や健康

和泉市健康づくり推進室
健康増進担当
和泉市保健福祉セン
ター
0725-57-6620

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/

