
平成27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

レディースがん検診
の普及啓発

福井県(福井健康福
祉センター）

福井県福井健康福祉
センター

2016/3/1～8 8:30～17:15 － 福井県福井健康福祉セ
ンター
0776-36-3429

乳がん・子宮がんに関
するタペストリーの掲
示とパンフレットの配
布

福井県福井健康福祉セ
ンター
0776-36-3429

2

悩みごと総合相談会 福井県奥越健康福祉
センター

福井県奥越健康福祉
センター各相談室

2016/3/6 13:00～16:00 － 福井県奥越健康福祉セ
ンター
0779-66-2076

一般県民を対象に、多
種の悩みに各専門家が
相談を受ける

福井県奥越健康福祉セ
ンター
TEL 0779-66-2076

3

悩みごと総合相談会 福井県丹南健康福祉
センター

越前市福祉健康セン
ター　アル・プラザ武
生４Ｆ

2016/3/6 13:00～17:00 － 福井県丹南健康福祉セ
ンター武生福祉保健部
健康増進課
0778-22-4135

女性の法律問題、ここ
ろの相談、多重債務、
ひきこもり、生活困
窮、健康相談等

福井県丹南健康福祉セ
ンター武生福祉保健部
健康増進課
0778-22-4134

4

丹南ＦＭでの啓発 福井県丹南健康福祉
センター

市民ホールつつじ　１
Ｆ

2016/3/7 11:30～11:40 － 福井県丹南健康福祉セ
ンター武生福祉保健部
健康増進課
0778-22-4136

女性の健康づくりにつ
いての啓発

福井県丹南健康福祉セ
ンター武生福祉保健部
健康増進課
0778-22-4135

5

ケーブルテレビ　デー
タ放送による普及啓
発

福井県嶺南振興局若
狭健康福祉センター

2016/3/1～8 － なし 女性の健康づくりに対
する啓発

福井県嶺南振興局若狭
健康福祉センター
0770-52-1300

6

悩みごと何でも相談会 若狭地域自殺対策
連絡協議会

福井県嶺南振興局若
狭健康福祉センター

2016/3/6 13:00～16:00 http://www.pref.f
ukui.lg.jp/doc/wa
kasa-
hwc/nayamigoto.
html

福井県嶺南振興局若狭
健康福祉センター
0770-52-1300

一般県民を対象に弁護
士、精神科医、臨床心
理士、保健師等による
個別相談を実施する。
所内にパンフレットを
設置する。

福井県嶺南振興局若狭
健康福祉センター
0770-52-1300

7

講演会 福井市 福井県福井市保健セ
ンター　大ホール

2016/3/5 14:00～15:50 hoken@city.fukui.l
g.jp

福井市保健センター
成人保健2係
0776-28-1256

・女性の健康についての
講話（がん、生活習慣
病、女性ホルモン等
・ヨガの実技体験
・30～40歳代の女性
　50名

福井市保健センター
成人保健2係
0776-28-1256

4．日時
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8

働く世代の出張健康
講座

福井市 福井市鷹巣公民館 2016/3/6 9:30～10:30 － 福井市保健センター
成人保健2係
0776-28-1256

・婦人のがんについて
の講話
・腰痛体操の実技指導
・婦人会会員
　30名

福井市保健センター
成人保健2係
0776-28-1256

9

休日レディース検診 大野市 大野市保健センター 2016/2/28 8:30～10:15
（受付時間）

－ 福井県大野市健康長寿
課
0779-65-7333

女性を対象として特定
健診およびがん検診を
実施する。

福井県大野市健康長寿
課0779-65-7333

10

推定筋肉量測定 大野市 大野市保健センター 2016/3/1 9:00～18:30 － 福井県大野市健康長寿
課0779-65-7333

筋肉量や脂肪の割合、
内臓脂肪レベルなどを
測定すると同時に、食
事や運動をテーマにプ
チ健康講座を開催す
る。

福井県大野市健康長寿
課0779-65-7333

11

ママパパ子育て講座 大野市 大野市保健センター 2016/3/6 9:00～11:30 － 福井県大野市健康長寿
課
0779-65-7333

妊娠中期から後期にあ
たる夫婦を対象に、安
心して出産できるよう
妊婦教室を開催する。

福井県大野市健康長寿
課
0779-65-7333

12

育児相談会 大野市 大野市保健センター 2016/3/6 9:00～11:30 － 福井県大野市健康長寿
課0779-65-7333

2か月児およびその保
護者を対象にして育児
相談会を実施する。

福井県大野市健康長寿
課
0779-65-7333

13

健康づくりサポーター
研修会

あわら市健康長寿課 あわら市保健セン
ター

2016/3/8 10:00～11:00 － 福井県あわら市健康長
寿課
0776-73-8023

対象：健康づくりサ
ポーター
内容：女性特有の病気
（子宮頸・乳がん、便
秘等について）につい
て予防等の話

福井県あわら市健康長
寿課
0776-73-8023

14

こころの健康フェア 越前市 福井県越前市福祉健
康センター

2016/3/6 13:30～15:30 越前市のHP（予
定）

福井県越前市健康増進
課
0778-24-2221

女性や女性を取り巻く
家族等を対象に、臨床
心理士による講演会と
家事セラピストによる
整理術などの講座を開
催

福井県越前市健康増進
課
0778-24-2221
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15

とことん女子力アップ
～いこな

南越前町教育委員会
公民館教室

南条地区公民館 2016/3/2 19:30～20:30 フェイスブック
（いこな）

南越前町教育委員会
公民館教室
0778-47-3810
とことん女子力アップ～
いこな

働き盛りの女性の健康
づくりのための教室

とことん女子力アップ～
いこな

16

歯科検診・歯科相談 越前町 福井県越前町織田コ
ミュニティセンター

2016/3/3 13:00～15:00 － 福井県越前町健康保険
課
0778-34-8710

1.6歳健診と同時開
催。同伴した母親等に
対して歯科医師による
歯科検診、歯科相談

福井県越前町健康保険
課
0778-34-8710

17

マタニティ教室 越前町 越前町生涯学習セン
ター

2016/3/6 10:00～12:00 － 福井県越前町健康保険
課
0778-34-8710

胎児への受動喫煙につ
いて、女性の健康づく
り

福井県越前町健康保険
課
0778-34-8710

18

女性の健康週間
「女性の健康ケアで活
力アップ」

日本産科婦人科学
会、福井県産婦人科
医師連合、福井大学
医学部産科婦人科

福井新聞社
風の森ホール

2016/3/5 13:30～15:30 － 福井大学医学部産科婦
人科学教室
0776-61-8392

市民公開講座 福井大学医学部産科婦
人科学教室
0776-61-8392

19

女性の健康相談窓口
運営事業

公益社団法人
福井県看護協会

福井県看護協会
相談室

2016/3/2,6,7 13:30～15:30 http://www.kang
o-fukui.com/

福井県健康福祉部健康
増進課
0776-20-0349

妊娠・出産・不妊等につ
いて助産師による電話
相談

福井県健康福祉部健康
増進課
0776-20-0349


