
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

保健師による女性の
ための健康相談

各務原市 各務原市総合福祉会
館（保健相談セン
ター）

2016/3/3 13:00～16：
00　（面接相
談は予約制）

http://www.city.k
akamigahara.lg.jp
/

各務原市健康管理課

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

不妊や女性の体と心の
悩みについて電話や面
接での相談事業

各務原市健康管理課

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

2

公共施設にてパンフ
レットの設置

各務原市 各務原市総合福祉会
館（保健相談セン
ター）

2016/3/1～ 各務原市健康管理課

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

総合福祉会館に来所さ
れる女性に対し、乳が
ん・子宮がんの知識の
普及と検診受診の啓発
を行う。

各務原市健康管理課

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

3

女性のための骨盤調
整レッスン

各務原市 稲羽コミュニティセン
ター、川島ライフデザ
インセンター

2016/3/1、
2016/3/8

10：00～
11：15

http://www.city.k
akamigahara.lg.jp
/appeal/shougaig
akushu/

各務原市川島ライフデザ
インセンター

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

自分で骨盤を調整するこ
とで、ベストプロポーショ
ンに近づけ不調のない
体づくりをめざす。

各務原市健康管理課

ＴＥＬ：058-383-1115.
1116

4

回覧板「活き活き健康
通信」　3月号

瑞穂市役所福祉部健
康推進課

自治会毎の回覧板 2016/3/00 http://www.city.
mizuho.lg.jp/1923
.htm

岐阜県瑞穂市役所福祉
部健康推進課
℡058-327-8611

平成27年度瑞穂市乳が
ん検診・子宮頸がん健
診・骨粗しょう症検診
結果を掲載し、女性の
健康に関する意識啓発
を行なう

岐阜県瑞穂市役所福祉
部健康推進課
℡058-327-8611

5

広報みずほ　3月号
「女性の健康週間」周
知活動

瑞穂市役所福祉部健
康推進課

広報誌フッター 2016/3/00 http://www.city.
mizuho.lg.jp/2306
.htm

岐阜県瑞穂市役所福祉
部健康推進課
℡058-327-8611

広報誌のフッターに
「女性の健康週間」の
期間等を掲載し関心の
喚起を図る

岐阜県瑞穂市役所福祉
部健康推進課
℡058-327-8611

6

「女性の健康週間」の
普及・啓発

本巣市 (全戸配布の広報誌) (3月　広報配布) なし 本巣市　健康増進課
糸貫地区　058-320-
0500　　真正地区　058-
320‐0153　　本巣地域
0581-34-5028　　根尾地
域　0581-38-9038

広報誌の健康ホット
ニュースのテーマを
「女性の健康週間」に
し、広く市民に普及・
啓発します。

本巣市　健康増進課
058-320-0500

7

乳がん検診 大垣市保健センター 大垣市民病院 2016/3/3
2016/3/8

13:00～15:00
13:00～15:00

大垣市保健センター
℡0584-75-2322

乳がん検診受診者（35
歳以上の女性市民）を
対象に、乳がん検診や
乳房自己触診について
話しています。

大垣市保健センター
℡0584-75-2322

4．日時
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8

笑・話・歯動場 大垣市保健センター 和合地区センター
興文地区センター
安井地区センター
江東地区センター
老人福祉センター

2016/3/1
2016/3/3
2016/3/4
2016/3/7
2016/3/8

9:30～11:30
9:30～11:30
13:30～15:30
13:30～15:30
9:30～11:30

大垣市保健センター
℡0584-75-2322

市民の方を対象に健康
に関する話や運動を実
施しています。

大垣市保健センター
℡0584-75-2322

9

広報掲載「広報おお
がき」3月1日号

大垣市保健センター 2016/3/1 大垣市保健センター
℡0584-75-2322

女性の健康について、
健康な生活のために、
各種検診・相談につい
て掲載しています。

大垣市保健センター
℡0584-75-2322

10

市報かいづ　3月号 海津市 全世帯に配布 女性の健康週間と市の
取り組みに関すること
を掲載

海津市役所健康課
0584-53-1317

11

普及啓発 海津市 期間中の保健事業（2
歳児教室・乳児健診・
1歳6か月健診・サイ
ズダウン教室）母子健
康手帳交付、不妊治
療費等各種申請時に
啓発

3月1 ～8日 リーフレット等による
情報提供

海津市役所健康課
0584-53-1317

12

乳がんの自己検診法
の啓発

養老町 養老町保健センター 乳がん検診の申込者へ
の案内通知に、自己検
診法が記載されたパン
フレットを同封し、周
知を行う。

養老町保健センター
０５８４－３２－９０２５

13

乳がんの自己検診法
の啓発

養老町 養老町保健センター 3月2日 養老町保健センター 乳がん検診受診者に対
して、乳がんモデルや
パネルを展示し、自己
検診法について周知を
行う。

養老町保健センター
０５８４－３２－９０２５

14

ﾌﾟﾚﾏﾏひよこﾏﾏ交流
会

関ケ原町 国保保健福祉総合施
設やすらぎ（健康増進
センター）

3月3日 10:00～11:30 http://www.town.
sekigahara.gifu.jp
/3643.htm

0584-43-3201 妊婦、産婦(乳児と保
護者)を対象にした、
健康・子育て交流会

国保保健福祉総合施設
やすらぎ（健康増進セン
ター）

15

ヨーガ体験教室 関ケ原町 国保保健福祉総合施
設やすらぎ（健康増進
センター）

3月7日 9:00～11:15 http://www.town.
sekigahara.gifu.jp
/2704.htm

0584-43-3201 高血圧やストレスの多
い方などを対象に、
ヨーガ体操にて心身の
リラックスを目指しま
す。

国保保健福祉総合施設
やすらぎ（健康増進セン
ター）
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16

H28　各種健康診査
受診勧奨＆申込期間

関ケ原町 国保保健福祉総合施
設やすらぎ（健康増進
センター）

2016/3/18まで http://www.town.
sekigahara.gifu.jp
/2966.htm

0584-43-3201 各種検診（子宮・乳な
どのがん検診、骨密度
検査、肝炎ウイルス検
査、歯周疾患検診等）
の受診勧奨と申込勧奨

国保保健福祉総合施設
やすらぎ（健康増進セン
ター）

17

タルイピアセンター
（図書館）「女性の健
康コーナー」の展示

垂井町生涯学習課タ
ルイピアセンター

タルイピアセンター 垂井町　生涯学習課　タ
ルイピアセンター

妊娠期を含む女性の健
康に関する図書を集め
展示する

０５８４－２３－３７４６

18

広報あんぱち（町広
報紙）3月号にて周知

安八町 町内全世帯 3月1日に全世帯に
配布

安八町保健センター
TEL:0584-64-3775

対象者：全町民
内容：3月1日～8日ま
でが女性の健康週間で
あることを周知する。

安八町保健センター
TEL:0584-64-3775

19

大野町の事業・行事
のカレンダーへの掲
載

大野町 岐阜県大野町健康課健
康づくり係
TEL：０５８５－３４－１１１
１

３月のカレンダーに週
間名・期間を掲載

岐阜県大野町健康課健
康づくり係
TEL：０５８５－３４－１１１
１

20

はじめの一歩パパ・マ
マの会（両親学級）

池田町保健センター 池田町保健センター 3月6日 9:30～12:00 池田町保健センター
TEL(0585)45-3191

妊婦とその夫を対象と
した両親学級の中で、
妊娠中の喫煙による健
康被害について説明。

池田町保健センター
TEL(0585)45-3191

21

広報いけだ３月号「更
年期をのりきろう」

池田町保健センター 池田町保健センター 3月号広報 池田町保健センター
TEL(0585)45-3191

女性の更年期について
の情報提供

池田町保健センター
TEL(0585)45-3191

22

「プレママ教室」（関市
母子手帳集団交付）

関市保健センター 関市保健センター
健診室

3月1日、3月8日 10時30～11
時30分

hoken-c
@city.seki.lg.jp

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１

妊婦に対して妊娠中の
健康・栄養・歯につい
ての保健指導、喫煙及
び受動喫煙による健康
被害・胎児への影響に
ついての知識の伝達、
禁煙支援についての紹
介

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１

23

1歳6か月児歯科健診 関市保健センター 関市保健センター
歯科健診室

3月1日 12時50分～
15時

hoken-c
@city.seki.lg.jp

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１

1歳6か月児歯科健診に
来所した母親に対し、
乳がんの自己触診法の
紹介・関市がん検診の
案内

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１
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24

「女性の健康週間」の
普及啓発

関市保健センター 関市保健センター 2月26日 未定 hoken-c
@city.seki.lg.jp

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１

3月1日～8日が「女性
の健康週間」として女
性が健康意識を高めて
もらえるよう、市のツ
イッター等で呼びかけ
る。

関市保健センター
（０５７５）２４－０１１１

25

妊婦相談 郡上市 白鳥保健センター
八幡保健福祉セン
ター

毎週月、木曜日 （月）９：３０～
１１：００
（木）１３：００
～１５：００

kenkou@city.gujo.
gifu.jp

郡上市役所健康福祉部
健康課

対象：妊婦
内容：母子手帳交付時
に妊婦全員に対し、保
健師、栄養士による健
康相談を実施、受動喫
煙防止のすすめ

郡上市役所健康福祉部
健康課
℡：０５７５－８８－４５１１

26

高校卒業生に対する
心の健康づくり

郡上市 市内高等学校（２校） 3月1日 kenkou@city.gujo.
gifu.jp

郡上市役所健康福祉部
健康課

高校卒業時に心の健康
づくりについてのリー
フレットとこころの相
談窓口一覧表をクリア
ファイルに入れて卒業
生に配布

郡上市役所健康福祉部
健康課
℡：０５７５－８８－４５１１

27

女性の相談窓口チラ
シ,DV相談のカードの
設置

郡上市 市内保健センター ３月（通年） kenkou@city.gujo.
gifu.jp

郡上市役所健康福祉部
健康課

岐阜県女性相談セン
ターが作成したDV相談
カードや女性相談チラ
シを市内保健センター
のトイレに設置

郡上市役所健康福祉部
健康課
℡：０５７５－８８－４５１１

28

広報紙による自殺予
防、虐待防止の啓発

郡上市 市内全域 ３月 kenkou@city.gujo.
gifu.jp

郡上市役所健康福祉部
健康課

広報誌３月号に自殺予
防や虐待防止（女性の
虐待防止を含む）につい
ての記事を掲載。

郡上市役所健康福祉部
健康課
℡：０５７５－８８－４５１１

29

もうすぐパパママ教室 美濃加茂市健康課 美濃加茂市　保健セ
ンター

3月13日（日） 8:45～12:00 http://www.city.
minokamo.gifu.jp/
kosodate/checku
p/maternity.html

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

妊娠中の女性等に対す
る妊娠生活、育児に関
する健康教育

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

30

マタニティクラス 美濃加茂市健康課 美濃加茂市　保健セ
ンター

3月15日（水） 13:30～15:30 http://www.city.
minokamo.gifu.jp/
kosodate/checku
p/papamama.html

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

妊娠中の女性等に対す
る妊娠生活、育児に関
する健康教育

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１
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31

女性応援！キラメキ
健康教室

美濃加茂市健康課 美濃加茂市　生涯学
習センター

3月17（木）
3月22日（火）

13：30～16：
00
10：00～13：
00

掲載なし 美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

主に30～60歳代の女性
を対象とした、女性の
健康ついて理解するた
めの教室
助産師講話、ヨガ、調
理実習等

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

32

栄養教室
(食生活改善推進員
養成講座)

美濃加茂市健康課 美濃加茂市　生涯学
習センター

3月1日（火） 10：00～12：
00

掲載なし 美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

女性を中心とした食生
活改善推進員の養成講
座
栄養、健康づくりに関
する講話等

美濃加茂市　健康課

０５７４－２５－２１１１

33

成人健康相談・栄養
相談・歯科相談

可児市健康増進課 可児市保健センター 3月1日 9：30～12：00 http://www.city.k
ani.lg.jp

岐阜県可児市健康増進
課電話：0574-62-1111

乳がんの触診モデル体
験コーナー設置
自己検診のパンフレッ
ト配布
骨粗鬆症予防に関する
食事モデル、パンフ
レット配布

岐阜県可児市健康増進
課電話：0574-62-1111
E-mail：
kenkozosin@city.kani.lg.jp

34

乳幼児健康相談 坂祝町福祉課 保健センター 3月2日 9：30－11：30
13：00-15:00

坂祝町保健センター 乳幼児健康相談に来所
された母親に、女性が
んのパンフレット配布

坂祝町保健センター
電話：0574-26-7111

35

わがやの生活カレン
ダー掲載

坂祝町 わがやの生活カレ
ンダー３月

坂祝町保健センター わがやのカレンダー３
月のページに「女性の
健康週間」掲載

坂祝町保健センター
電話：0574-26-7111

36

成人式での子宮頸が
ん検診啓発パンフレッ
ト配布

富加町 成人式会場：タウン
ホールとみか

1月10日 http://www.town.
tomika.gifu.jp/

タウンホールとみか
ＴＥＬ：０５７４－５４－２１
１２

成人を迎える男性・女
性に対して子宮頸がん
検診についての情報提
供

富加町役場　福祉保健
課　ＴＥＬ：０５７４－５４－
２１１７

37

平成２７年度女性が
ん検診受診状況の報
告と受診勧奨

富加町 広報とみか３月号 ３月上旬配布 http://www.town.
tomika.gifu.jp/

富加町役場　福祉保健
課　ＴＥＬ：０５７４－５４－
２１１７

平成27年度の女性がん
検診受診状況の報告と
受診勧奨

富加町役場　福祉保健
課　ＴＥＬ：０５７４－５４－
２１１７

38

健康相談 川辺町 川辺町保健センター 3月2日 13:00～14:00 岐阜県
川辺町保健センター
℡0574-53-2515

一般住民に対する
骨密度測定の実施

岐阜県
川辺町保健センター
℡0574-53-2515
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39

クリーン古里づくり
の会ミニ集会
（調理実習）

川辺町食生活改善
推進協議会

川辺町中央公民館 2月26日 9:00～12:00 岐阜県
川辺町保健センター
℡0574-53-2515

中高年女性に対する
生活習慣病予防の
健康教育

岐阜県
川辺町保健センター
℡0574-53-2515

40

いきいき料理教室 七宗町住民課 生きがい健康ｾﾝﾀｰ 3月3日 10:00～12:00 生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

高齢期の女性の適切な
栄養について、管理栄
養士による調理実習と
講義

生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

41

いきいき料理教室 七宗町住民課 神渕公民館 3月4日 10:00～12:00 生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

高齢期の女性の適切な
栄養について、管理栄
養士による調理実習と
講義

生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

42

高齢者運動教室 七宗町住民課 生きがい健康セン
ター

3月8日 10:00～12:00 生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

高齢期の女性に対する
適度な運動について、
健康運動指導士による
実践指導

生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

43

高齢者運動教室 七宗町住民課 神渕公民館 3月8日 13:00～15:00 生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

高齢期の女性に対する
適度な運動について、
健康運動指導士による
実践指導

生きがい健康ｾﾝﾀｰ
0574-48-2046

44

アフタービクス 八百津町 八百津町保健セン
ター（ファミリーセン
ター内）

2016/3/2 14:00～15：
00

http://www.town.
yaotsu.lg.jp/top.c
fm

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

産後1ヶ月～6ヶ月の女
性の為のエアロビクス
（1ヶ月健診で健康と
言われている方）
健康運動指導士による
運動指導

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

45

産前･産後へルパー
派遣

八百津町社会福祉協
議会

八百津町社会福祉協議
会
Tel　0574-43-4462

産前･産後の大変な時
期に家族からの支援が
受けられない女性を手
助けするヘルパーを自
宅へ派遣
（母子手帳交付から産
後1年まで）

八百津町社会福祉協議
会
Tel　0574-43-4462

46

ベリーダンス チャレンジクラブ802 和知出張所 http://www.geoci
ties.jp/challenge8
02/

総合型地域スポーツクラ
ブ
チャレンジクラブ802
Tel　0574-43-0450

アラビアンリズムに合
わせて、楽しくシェイ
プアップ。インナー
マッスルを鍛える。

総合型地域スポーツクラ
ブ
チャレンジクラブ802
Tel　0574-43-0450
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47

マタニティスクール１ 八百津町保健セン
ター

八百津町保健セン
ター（ファミリーセン
ター内）

2016/2/26 9：30～14：00 http://www.town.
yaotsu.lg.jp/top.c
fm

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

妊娠中の女性に対する
栄養教育等。保健師、
管理栄養士による教
室。

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

48

マタニティスクール2 八百津町保健セン
ター

八百津町保健セン
ター（ファミリーセン
ター内）

2016/3/12 9：30～11：30 http://www.town.
yaotsu.lg.jp/top.c
fm

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

妊娠中の女性に対する
妊娠、出産、子育てに
関する教育。保健師に
よる教室。

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

49

プレママくらぶ（妊婦
歯科検診）

八百津町保健セン
ター

八百津町保健セン
ター（ファミリーセン
ター内）

2016/2/10 13：00～15：
00

http://www.town.
yaotsu.lg.jp/top.c
fm

八百津町保健センター
ＴＥＬ：0574-43-2111
（内線2561.2562）

妊娠中の女性に対する
歯科医師による歯科検
診、歯科衛生士による
歯科指導。栄養士によ
るカルシウム摂取に関
する指導。

岐阜県八百津町保健セ
ンターＴＥＬ：0574-43-
2111（内線2561.2562）

50

女性の健康づくり：運
動編

白川町保健福祉課 保健センター及び各
地区役場支所（3地
区）

白川町保健福祉課
TEL0574-72-2317

保健部長会議にて保健
部長に対して、運動指
導士による運動の実
践。

白川町保健福祉課
TEL0574-72-2317（内
362）

51

子宮頸がんについて
知ろう

東白川村 村のケーブルテレビ 3月1日～8日 東白川村保健福祉セン
ター

村のケーブルテレビに
保健師が出演し、子宮
頸がん・子宮がん検診
についての話をし、が
んの早期発見に努め
る。

（０５７４）７８－２１００

52

女性のための運動教
室

東白川村 東白川村保健福祉セ
ンター

３月 東白川村保健福祉セン
ター

健康運動指導士の方に
来ていただき、運動を
していただく。

（０５７４）７８－２１００

53

妊婦歯っぴー教室 保健センター 保健センター 3月3日 13：15-15：
00

保健センター（内線
2194）

妊婦の齲歯・歯周病の
早期発見・予防・ケア
方法、妊娠中の生活上
の注意点

岐阜県可児郡御嵩町御
嵩1239-1　御嵩町役場
福祉課保健予防係
TEL:（0574）67-2111
email:h-
senta@town.mitake.lg.jp
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54

おおきくなーれ 子育て支援センター 子育て支援センター 3月7日 10：00-11：
00

保健センター（内線
2194）

未就園児と子育て中の
女性の健康づくりにつ
いての講話

岐阜県可児郡御嵩町御
嵩1239-1　御嵩町役場
福祉課保健予防係
TEL:（0574）67-2111
email:h-
senta@town.mitake.lg.jp

55
広報での周知 多治見市 .３月号 保健センター 市民への周知

56
ＨＰへの掲載 保健センター 1月下旬～３月上

旬
保健センター 市民への周知

57

啓発物配布 土岐市　健康増進課 土岐市保健センター 2016/3/1～3/8 土岐市　健康増進課 窓口に「女性のための
健康ガイド」を配置
各種事業で子宮頸がん
検診のリーフレットを
配布

土岐市 健康増進課
0572-55-2010

58

飯地高原文化祭での
健康相談コーナー

飯地町まちづくり委員
会

飯地コミュニティーセ
ンター

3月6日 地区文化祭にて、「女
性のための健康ガイ
ド」配布予定

岐阜県恵那市健康推進
課

59

広報たかやまに掲載 高山市 高山市健康推進課 女性の健康週間につい
て広報たかやま３月１
日号に掲載

高山市健康推進課
TEL 0577-35-3160

60

妊婦教室１課、２課 高山市 高山市保健センター 3月1日(１課)
3月2日(２課)

13：30～
　　15：30

http://www.city.t
akayama.lg.jp/kur
ashi/1000019/10
00105/1000628.h
tml

高山市健康推進課 妊娠中の女性を対象
に、同じ時期に出産を
迎える方の交流や、妊
娠中の健康管理につい
ての学習の機会とする

高山市健康推進課
TEL 0577-35-3160

61

子宮頸がん・乳がん
検診

高山市 市内委託医療機関 高山市健康推進課 集団検診を受診できな
かった方を対象に、市
内医療機関で個別に検
診を受ける機会を提供
する

高山市健康推進課
TEL 0577-35-3160

62

全世帯一斉がん検診
希望調査

高山市 高山市健康推進課 全世帯にがん予防啓発
チラシとともに、子宮
頸がん・乳がん・骨粗
鬆症・胃がん・肺が
ん・大腸がん・歯周疾
患の検診希望調査を実
施

高山市健康推進課
TEL 0577-35-3160

子宮頸がん
　１月４日～３月１８日
乳がん
　６月２日～３月１６日
上記期間のうち日時指定

2月～3月
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63

「女性の健康週間」に
ついて広報掲載

下呂市役所
健康医療部健康医療
課　　　0576（53）2101

広報げろ 広報げろ
3月号

下呂市役所
健康医療部健康医療課
0576（53）2101

平成27年度「女性の健
康週間（3月1日～8
日）」の周知

下呂市役所
健康医療部健康医療課
0576（53）2101

64

「女性の健康週間」に
ついて広報

飛騨市健康生きがい
課

広報２月号
2/16配布

飛騨市健康生きがい課 市の広報誌掲載により
「女性の健康週間」の
広報を実施

飛騨市健康生きがい課

65

はつらつ健康教室 白川村村民課 アオイロカフェ 2016/3/3 13:00～14:30 白川村役場村民課
05769-6-1311

高齢期の女性に対する
健康体操と健康教育

岐阜県白川村役場村民
課 05769-6-1311

66
はつらつ健康教室 同上 旧白川小学校体育館 2016/3/4 9:30～11:00 同上 同上 同上

67

広報「すこやかだよ
り」

同上 　― 3月上旬 同上 女性の健康週間の周知
として、毎月発行して
いる村の広報に掲載

同上

68

普及啓発 西濃保健所 西濃総合庁舎
西濃保健所ホーム
ページ

2016年2月～3月 http://www.pref.g
ifu.lg.jp/kensei/k
en-
gaiyo/soshiki-
annai/kenko-
fukushi/22703/

西濃保健所
健康増進課
健康づくり係

対象：県民
内容：庁舎でのポス
ター掲示及び保健所
ホームページ掲載によ
る情報提供（女性の健
康週間・女性の健康問
題・女性のがん検診）

岐阜県西濃保健所
健康増進課
0584-73-1111（内線
278）

69

乳がん、子宮がん等
に関するリーフレット
などの設置

関保健所 保健所診察室前 3/1～3/8 同上 中濃総合庁舎来庁者 0575-33-4011

70

庁内放送による啓発 中濃保健所 中濃保健所 3月1日 10時 中濃保健所健康増進課 女性の健康週間の周知
と女性の健康支援セン
ターの周知

中濃保健所健康増進課

71

庁内放送による周知 東濃保健所 東濃西部総合庁舎 3月1日 ０５７２－２３－１１１１ 女性のがん検診の受診
勧奨な女性の健康づく
りについて周知

東濃保健所

72

リーフレットの設置 東濃保健所 東濃西部総合庁舎 3月1日～8日 ０５７２－２３－１１１１ 女性のがんに関する
リーフレット設置

東濃保健所
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73

普及啓発 恵那保健所 恵那総合庁舎 ３/１～３/８ 恵那保健所 女性相談センター案内
カード、女性のがん等
パンフレットの設置

０５７３－２６－１１１１
（２５９）

74

庁内放送による告知 恵那保健所 恵那総合庁舎 3月1日 １０時 恵那保健所 週間について周知 ０５７３－２６－１１１１
（２５９）

75

庁内放送 飛騨保健所 飛騨総合庁舎 3月1日 10時 岐阜県飛騨保健所
健康増進課　健康づくり
係
TEL　0577-33-1111
　　　　内線３０７

女性の健康週間周知、
子宮頸がん検診、乳が
ん検診の受診勧奨

岐阜県飛騨保健所
健康増進課　健康づくり
係
TEL　0577-33-1111
　　　　内線３０７

76

がん検診従事者研修
会

岐阜県 ふれあい福寿会館 3月4日 13時30分～
15時30分

岐阜県庁保健医療課 対象：がん検診従事者等
内容：テーマ「減らそう！
女性の胃がん死亡！」

岐阜県庁保健医療課
058-272-1111（内2548）

77

庁内放送による啓発 岐阜県保健医療課 岐阜県庁 3月1日、4日 11時 岐阜県庁保健医療課 週間の周知、女性の特
有の健康問題や生活習
慣・健診等について普及
啓発

岐阜県庁保健医療課
058-272-1111（内2548）


