
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

女性の健康週間ＰＲ
ポスターの掲示

西宮市地域保健課 市内各所の広報掲示
板

2016/3/5～
2016/3/15

西宮市地域保健課
0798-35-3310

市内200ヶ所の広報掲
示板に女性の健康週間
ＰＲポスターを掲示。

西宮市地域保健課
0798-35-3310

2

乳がん講演会 西宮市地域保健課 西宮市中央保健福祉
センター

2016/3/3 14：00～15：
30

http://www.nishi.
or.jp/contents/0
00025550003000
6600163.html

西宮市地域保健課
0798-35-3310

専門医師による講演
会。
早期発見の重要性につ
いて啓発を行うととも
に乳がん検診の受診勧
奨を行う。

西宮市地域保健課
0798-35-3310

3

女性のがん検診併設
健康相談

西宮市地域保健課 北口保健福祉セン
ター検診施設

2016/3/2～
2016/3/30の
水・木曜日
（曜日により
実施内容が
異なる）

午後 http://www.nishi.
or.jp/contents/0
00025550003000
6600163.html

西宮市地域保健課
0798-35-3310

女性検診（乳がん、子
宮頸がん、骨祖しょう
症）実施時に併設して
保健師栄養士による健
康相談を実施。（木曜
日：保健師、水曜日：
栄養士）

西宮市地域保健課
0798-35-3310

4

兵庫県ホームページ
による「女性の健康週
間」の啓発

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ 3/1～3/8
※「女性の健
康づくりにつ
いて」という
名称で通年
公開

随時 http://web.pref.h
yogo.lg.jp/hw13/
hw13_000000065.
html

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内
3244)

○「女性の健康週間」
と併せて、健康寿命を
延伸するためにがん検
診や特定健診に関する
啓発等を実施

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3244)

5

庁内放送による女性
の健康週間の周知

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ 3月1日 9:30～ － 兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内
3244)

○対象：来庁者、庁内
職員
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3244)

6

「女性の健康週間」啓
発用チラシの作成

兵庫県健康福祉部健
康局健康増進課

－ http://web.pref.h
yogo.lg.jp/hw13/
hw13_000000065.
html

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-342-7711内
3244)

○対象：（データ送
付）市町・健康福祉事
務所、（ＨＰ）一般県
民
○内容：女性の健康週
間の周知、女性の健康
状態振り返りに関する
啓発

兵庫県健康福祉部健康
局健康増進課健康政策
班
TEL(078-341-7711内
3244)

4．日時



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4．日時

7

さんだ愛育班たより さんだ愛育班 三田市全域 H28.3.1～3.8 なし 宝塚健康福祉事務所地
域保健課

さんだ愛育班が配布す
る団体広報紙に女性の
健康に関する情報を掲
載（800部）

宝塚健康福祉事務所地
域保健課（TEL０７９７－
７２－００５４）

8

庁内にポスター掲示 加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎 2月1日～3月
10日

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）
０７９－４２２－０００３

ポスターにて来庁者、
職員に「女性の健康週
間」について周知予定

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）

０７９－４２２－０００３

9

庁内放送 加古川健康福祉事務
所（地域保健課）

加古川総合庁舎 3月１日、３日 13:00～ 加古川健康福祉事務所
（地域保健課）
０７９－４２２－０００３

庁内放送にて来庁者、
職員に「女性の健康週
間」について周知予定

加古川健康福祉事務所
（地域保健課）

０７９－４２２－０００３

10

健康相談（２１世紀の
健康づくりシリーズ第
６７回大会講演会に
併設）

明石市医師会 明石市立市民会館
中ホール

3月3日 13:00～16:00 http://www.akas
hi.hyogo.med.or.jp
/21th/index.html

明石市医師会
TEL.078-920-8739

２１世紀の健康づくり
シリーズ講演会に併設
する保健師による健康
相談コーナーにて、ち
らしを用いて「女性の
健康週間」を周知し、
心と体の個別相談を行
う。

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

11

ポスターの掲示、チラ
シの配布

明石健康福祉事務所
地域保健課

明石健康福祉事務所 3/1～3/8 終日 明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

庁舎内にポスター（チ
ラシをA3に拡大したも
の）を掲示、来庁者に
チラシを配布

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

12

明石市医師会准看護
高等専修学校看護学
生講義（100人）

明石市医師会准看護
高等専修学校

明石市立市民病院構
内
明石市医師会准看護
高等専修学校

日程調整中 問い合わせ不可 講義受講の看護学生へ
チラシの配布

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

13

明石市広報 明石市広報課 明石市民各家庭 3月1日 明石市広報課
TEL.078-912-1111（代）

市広報に「女性の健康
週間」についての紹介
記事を掲載

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131
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14

「女性の健康週間」に
ついて自主グループ
への健康教育

明石健康福祉事務所
地域保健課

明石健康福祉事務所 ①2/16
②2/19

①10:00～
11:30
②13:30～
15:00

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

自主グループ活動にお
いて、「女性の健康週
間」についてチラシを
用いて周知
【対象】①ツインメ
リー（多胎児交流
会）、②パーキンソン
病患者・家族の会

明石健康福祉事務所
地域保健課
TEL.078-917-1131

15

女性の健康に関する
図書展示

明石市男女共同参画
課

兵庫県明石市あかし
男女共同参画セン
ター（アスピア明石北
館7階）

2016/3/1～
3/31

9:00～22:00 http://www2.city.
akashi.lg.jp/comm
unity/danjyo_ka/
danjyo/

明石市男女共同参画課
TEL　078-918-5611

情報コーナーでの女性
の健康に関する図書の
展示や情報提供

兵庫県明石市男女共同
参画課
TEL　078-918-5611
danjyo@city.akashi.lg.jp

16

あかし健康プラン２１
ホームページでの啓
発

明石市健康推進課 あかし健康プラン２１
ホームページ

2016/3/1～
3/8

http://www2.city.
akashi.lg.jp/kenko
u_plan21/index.ht
ml

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

女性の健康管理に関す
るホームページでの啓
発

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

17

AKP（明石市健診受
診率向上プロジェク
ト）

明石市健康推進課 ①兵庫県明石市立保
健センター
②地域の希望場所等

①2016/3/2・
3/4・3/16
②その他、
希望日

①12:30～
14:00
③その他、
希望時間

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

健康ソムリエ（市民ボ
ランティア）による、
がん検診の啓発。乳が
ん、子宮がん等の受診
啓発を乳幼児健康診査
や希望のある地域の幼
稚園等にて実施

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

18

さわやか健康相談 明石市健康推進課 兵庫県明石市立保健
センター

2016/3/1～
3/8

10:00～15:00 http://www2.city.
akashi.lg.jp/kenko
u_plan21/index.ht
ml

明石市健康推進課
TEL　078-918-5657

乳房モデルを使った乳
がんの自己検診方法に
ついてのアドバイス
等、女性の健康に特化
した相談を強化して実
施

兵庫県明石市健康推進
課
TEL　078-918-5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

19

3歳児健康診査 芦屋市 芦屋市保健センター 3月3日 13：00～16：
00

芦屋市保健センター
0797-31-1586

3歳児健診対象児の母
親向けに，女性の健康
に関するチラシの配布
と乳がんの視触診モデ
ルの展示・説明

芦屋市保健センター
0797-31-1586
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20

広報伊丹に掲載
「女性の健康習慣
　3月1日～8日」

伊丹市 3月1日号 伊丹市民
普及啓発
・乳がん
・子宮頸がん
・生活習慣病
・歯周疾患
・こころの健康

兵庫県伊丹市
健康政策課
健診・健康づくり担当
℡０７２（７８４）８０８０

21

いきいき百歳体操（体
験版）

加古川市健康課 養田南公会堂 3月2日（水） 10:00～11:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

22

いきいき百歳体操（実
践版）

加古川市健康課 加古川公民館 3月2日（水） 10:00～11:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

23

いきいき百歳体操（９
か月後評価）

加古川市健康課 ＪＡかんき支店 3月3日（木） 10:00～11:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

24

いきいき百歳体操（９
か月後評価）

加古川市健康課 中津公会堂 3月3日（木） 13:30～15:00 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

25

いきいき百歳体操（３
か月後評価）

加古川市健康課 船頭公会堂 3月7日（月） 14:00～15:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215
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26

いきいき百歳体操サ
ポーター養成講座

加古川市健康課 陵南公民館 3月8日（火） 9:30～11:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

教室参加者を対象に、
高齢期の女性の健康
（骨粗しょう症等）に
関してリーフレット配
布等で普及啓発を行
う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

27

特定保健指導 加古川市健康課 尾上公民館 3月2日（水） 10:00～12:00 http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/seijinkenshi
n/141602773077
4.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

特定保健指導参加者を
対象に、女性の健康づ
くりに関するリーフ
レット配布や健康相談
等を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

28

特定保健指導 加古川市健康課 平岡公民館 3月3日（木） 10:00～12:00 http://www.city.k
akogawa.lg.jp/fuk
ushikenko/iryo_k
enko/seijinkenshi
n/141602773077
4.html

加古川市健康課
℡：079-427-9215

特定保健指導参加者を
対象に、女性の健康づ
くりに関するリーフ
レット配布や健康相談
等を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

29

食生活改善推進員研
修会

加古川市健康課 加古川市立青少年女
性センター

3月1日（火） 9：50～12：00 加古川市健康課
℡：079-427-9215

食生活改善推進員を対
象に、女性の健康づく
りに関するリーフレッ
ト配布や女性の健康づ
くりのための講話と調
理実習を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

30

巡回健康相談 加古川市健康課 尾上公民館 3月8日（火） 10:00～11:30 加古川市健康課
℡：079-427-9215

健康相談利用者へ、女
性の健康についての
リーフレットを配布
し、普及啓発を行う。

加古川市健康課
℡：079-427-9215

31

乳幼児健診・相談 たつの市 たつの市はつらつｾﾝ
ﾀｰ
　　新宮保健センター
    御津保健センター

3月2日
3月3日
3月1日

13:00 ～
15:00

http://www.city.t
atsuno.lg.jp/

たつの市健康課
0791－63－2112

乳幼児健診・相談に参
加のお母さん達に、婦
人がん検診受診啓発及
び乳がん自己触診法の
普及・リーフレット配
布

たつの市健康課
0791－63－2112
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32

いずみ会交流会 たつの市いずみ会新
宮支部

たつの市新宮公民館 3月4日 12:00 ～
14:00

たつの市健康課
0791－63－2113

管理栄養士によるメタ
ボ予防についての講義
（いずみ会会員）

たつの市健康課
0791－63－2112

33

健康相談（正條） 揖保川保健センター 正條公民館 3月4日 10:00～11:00 揖保川保健センタ―
たつの市揖保川町正條
279-1　TEL0791‐72‐
6336

高年女性への血圧測
定・健康相談、リーフ
レットの配布等

たつの市健康課
0791－63－2113

34

いずみ会リーダー養
成講座

たつの市 たつの市はつらつｾﾝ
ﾀｰ
　

3月2日 10:30～11:30 たつの市健康課
0791－63－2112

管理栄養士による生活
習慣病予防を含んだ講
義

たつの市健康課
0791－63－2112

35

子宮頸がん検診時健
康教育・健康相談

宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ 3月7日 9:00～12:00 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

子宮頸がん検診受診者
を対象にがん予防の啓
発と健康相談

兵庫県　宝塚市　健康推
進課
℡0797-86-0056

36

乳がん検診時健康教
育・健康相談

宝塚市健康推進課 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ 3月1日
3月2日
3月8日

13:20～16:00 宝塚市立健康ｾﾝﾀｰ
℡0797-86-0056

乳がん検診受診者を対
象にがん予防の啓発と
健康相談

兵庫県　宝塚市　健康推
進課
℡0797-86-0056

37

乳児健診 三木市健康福祉部健
康増進課

吉川健康福祉セン
ター

2016/3/3 13～14時 http://www.city.
miki.lg.jp

三木市健康福祉部健康
増進課
TEL 0794-86-0900

乳児健診対象児の母に
対し、女性の健康に関
するリーフレットを配
布する。

三木市健康福祉部健康
増進課
TEL 0794-86-0900

38

女性のための相談
①電話相談

②面接相談

男女共同参画セン
ター

男女共同参画セン
ター

①②
（火）
2016/3/1
2016/3/8
（木）
2016/3/3

①
（火）10～12
時
（木）13～16
時
②
（火）13～16
時
（木）10～12
時

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

男女共同参画センター
TEL　0794‐89‐2331

心や体、夫婦、家族、
友人、職場の人間関
係、子育てや介護、自
分の生き方についてな
どの悩み相談。

男女共同参画センター
TEL　0794‐89‐2331
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39

特定保健指導 三木市健康福祉部健
康増進課

三木市総合保健福祉
センター

2016/3/2 10～12時 http://www.city.
miki.lg.jp

三木市健康福祉部健康
増進課
TEL 0794-86-0900

特定保健指導参加者の
うち、女性の参加者を
対しては、女性の特徴
を踏まえた指導を実施
する。

三木市健康福祉部健康
増進課
TEL 0794-86-0900

40

骨粗しょう症検診 川西市健康づくり室 保健センター 3月2日 12:45～14:30 http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康づくり室 対象：40歳以上
費用：1,000円
定員：20名
※事前予約必要
※結果説明とともに、
栄養士による食生活ア
ドバイスあり

川西市健康づくり室

41

子宮頸がん検診 川西市健康づくり室 保健センター 3月2日 13:30～14:30 http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康づくり室 対象：20歳以上
費用：1,000円(70歳以
上等免除）
定員：40名
※事前予約必要

川西市健康づくり室

42

乳がん検診 川西市健康づくり室 保健センター 3月3日 9:00～10:00
13:00～14:30

http://www.city.k
awanishi.hyogo.jp
/fukushi_kaigo/ke
nko/kennkousinn
sa/syuudannkenn
sinn.html

川西市健康づくり室 対象：40歳以上
費用：1,500円(70歳以
上等免除)
定員：60名
※事前予約必要
※2年に1回の隔年受診

川西市健康づくり室

43

心の健康講座 小野市市民福祉部健
康課

小野市福祉総合支援
センター

3月1日 13：30～15：
30

http://www.city.o
no.hyogo.jp/1/8/
27/5/3/　※掲載
予定

小野市市民福祉部健康
課
℡0794-63-3977

（対象）市民の方
（内容）
・講演会「笑う顔には
  福が来る」
・健康づくりについて

小野市
担当課：市民福祉部健
康課℡：0794-63-3977
E-mail：
kenko@city.ono.hyogo.jp
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44

町ぐるみ健診申込書
の全戸配布

加西市 なし ３月上旬 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

町ぐるみ健診の申込書
を全戸配布し骨粗鬆症
検診、歯周疾患検診、
子宮頸がん検診を含む
その他がん検診、特定
基本健診の周知と受診
勧奨を実施。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723

45

４か月児健康診査 加西市 加西市健康福祉会館
2階　おひさまルーム

3月1日 午後 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

子育て中の女性に対
し、子宮頸がん検診を
はじめ各検診の受診勧
奨を実施。
また、会場に女性の健
康週間のリーフレット
を掲示し、周知する。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723

46

２歳児食と歯の教室 加西市 加西市健康福祉会館
2階　おひさまルーム

3月2日 午後 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

子育て中の女性に対
し、食生活についての
健康教育を実施。
また、会場に女性の健
康週間のリーフレット
を掲示し、周知する。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723

47

１歳６か月児健康診
査

加西市 健康福祉会館
２階　おひさまルーム

3月8日 午後 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

子育て中の女性に対
し、子宮頸がん検診を
はじめ各検診の受診勧
奨を実施。
また、会場に女性の健
康週間のリーフレット
を掲示し、周知する。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723

48

母子健康手帳の交付 加西市 加西市健康福祉会館
１階　健康課窓口

3月1日～3月
8日
（3月5日、6
日を除く）

8：30～17：15 加西市健康福祉部健康
課
(健康福祉会館内)

母子健康手帳と妊婦健
診助成券の交付。
交付時に、歯科検診の
勧奨と健康相談を実
施。

加西市健康福祉部健康
課
TEL:0790-42-8723
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49

3歳児健康診査時に
あわせて乳がん・子
宮がんの普及啓発

養父市 養父市やぶ保健セン
ター

3月3日 13:00～16:30 兵庫県　養父市　健康課
℡　079-662-3167

乳がん・子宮がんの早
期発見、健診の必要性
等について：乳がんモ
デル/パネルを用いて
実施

兵庫県　養父市　健康課
℡　079-662-3167

50

「女性の健康習慣」周
知

朝来市地域医療・健
康課

朝来市ホームページ
にて周知

２０１６／２／
２２　～　３／
８

朝来市地域医療・健康
課

市民に朝来市ホーム
ページを通じ、女性の
健康週間の周知や健康
教室や相談窓口の普及
を行う。

兵庫県朝来市役所
担当：健康福祉部　地域
医療・健康課
℡０７９－６７２－５２６９

51

いずみ会東浦支部研
修会

淡路市役所健康増進
課

東浦すこやかセン
ター

3月1日 13:30～15:30 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

生活習慣病予防 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

52

いずみ会津名支部研
修会

淡路市役所健康増進
課

防災あんしんセンター 3月8日 13:30～15:30 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

生活習慣病予防 淡路市役所健康増進課
0799-64-2541

53

2歳児育児教室 加東市 加東市保健センター 3月3日（木） 9:00～11:00 http://www.city.k
ato.lg.jp/life/prev
ent.html#prevent
1

兵庫県加東市健康課
（保健センター）

2歳児を持つ保護者へ
チラシを配布し、集団
指導時に健康の大切さ
を伝え、女性がん検診
の受診勧奨を行う。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800

54

もぐもぐ教室 加東市 加東市保健センター 3月8日（火） 9:00～11:00 http://www.city.k
ato.lg.jp/life/prev
ent.html#prevent
1

兵庫県加東市健康課
（保健センター）

教室参加者へチラシを
配布し、集団指導時に
健康の大切さを伝え、
女性がん検診の受診勧
奨を行う。

兵庫県加東市健康課
（保健センター）
0795-42-2800
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55

婦人科検診（乳がん
検診・子宮頸がん検
診・骨粗しょう症検診）

猪名川町 保健センター 3月3日 9時～16時30
分

個人通知 猪名川町健康づくり室
072-766-1000

検診の実施と乳がん検
診自己検診の普及－乳
がん検診（30歳以上40
歳未満視触診、40歳以
上視触診・マンモグラ
フィ―検査）、子宮頸
がん検診（20歳以上細
胞診、骨粗しょう症検
診（30歳以上超音波測
定）

猪名川町健康づくり室
072-766-1000

56

女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康福祉課 アスパル 3/1～3/8 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：来所者
内容：ポスター掲示・
チラシ配布による啓発

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

57

女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康福祉課 アスパル 3月3日 9:30～11:00 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：2歳児教室参加
者
内容：チラシ配布によ
る啓発

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

58

女性の健康に関する
普及啓発・相談

多可町健康福祉課 アスパル 3月4日 15：30～
17:00

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：母子手帳交付来
所者
内容：チラシ配布によ
る啓発

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

59

女性の健康に関する
普及啓発

多可町愛育会 町内 3/1～3/8 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：愛育会班員
内容：チラシ配布によ
る周知

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

60

女性の健康に関する
普及啓発

多可町健康福祉課 町全域 3/1～3/8 多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

対象：全住民
内容：たかテレビ文字
放送による周知

多可町健康福祉課
TEL0795-32-5151

61

町広報紙掲載 神河町 町広報紙 神河町役場健康福祉課 女性特有の疾患につい
て知識の普及

神河町健康福祉課

62

すくすく相談 神河町 神崎支庁舎 3月4日 13：30～15：
30

神河町役場健康福祉課 子育ての母親への健康
相談

神河町健康福祉課
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63

てくてく教室 神河町 町内 3月3日 13：30～15：
30

神河町役場健康福祉課 中高年女性に対する運
動実践指導

神河町健康福祉課

64

1歳6か月児健診 太子町 太子町保健福祉会館 3月2日 13：30～14：
15

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/kod
omokenshin/142
1718094394.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

健診で来所された保護
者へ、乳・子宮がん検
診の受診勧奨(チラシ
配付と声かけ）

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

65

こころの健康相談 太子町 太子町保健福祉会館 3月3日 13：30～16：
30

http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/kenkosouda
n/142233238019
7.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

町民を対象とし、相談
支援専門員によるここ
ろの悩み相談

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

66

ママスクール
コース3

太子町 太子町保健福祉会館 3月3日 9：30～12：30 http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/ninshin/142
0714862913.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

妊婦対象に、妊娠中の
食生活と離乳食につい
ての講義と調理実習

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

67

まちの保健室 太子町 太子町保健福祉会館 3月7日 9：30～11：30 http://www.town.
hyogo-
taishi.lg.jp/soshiki
karasagasu/sawa
yaka/ninnsinnsyu
san/kodomo/142
3471660439.html

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630

健康や育児に関しての
相談

太子町さわやか健康課
℡079-276-6630
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68

佐用町合併10周年記
念事業
健康フェスティバル
健康講演会

佐用町 佐用郡佐用町
「さよう文化情報セン
ター」

2016/2/6
（土）

13:30～15:00 kenko@town.sayo
.lg.jp

佐用町健康福祉課
0790-82-2079
佐用町生涯学習課
0790-82-3336

人間・環境学研究研究
科教授による「メタボ
にならない！生活習慣
病と運動の役割」につ
いて講演
有酸素運動を中心とし
た実践と講演

佐用町健康福祉課
0790-82-2079

69

女性のための絵本セ
ラピー
～大切な自分に気づ
く方法～

香美町 香美町立村岡老人福
祉センター

2月下旬～3
月中

香美町健康課
健康増進係
℡０７９６－３６－１１１４

女性全般を対象にした
メンタルについての健
康管理をテーマにした
講演会

香美町健康課
健康増進係
℡０７９６－３６－１１１４


