
平成28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

ピンクリボン運動 札幌市北区健康をま
もるつどい

札幌市男女共同参画
センター

平成29年3
月1日

12：00～13：
00

札幌市北区健康をまもる
つどい会長　齋藤
011-763-7216

乳がん検診啓発のため
ポケットティッシュ配
布

公益社団法人北海道結
核予防会

2

健康予防とセルフケ
アの考え方と楽しい
実践

北海道健康をまもる
地域団体連合会

浦幌町中央公民館 平成29年3
月5日

10：15～12：
00

浦幌町女性団体連絡協
議会
015-576-2127

健康予防とセルフケア
について講演

公益社団法人北海道結
核予防会

3

女性の健康週間展 北海道 北海道庁１階道政広
報コーナー

平成29年3
月2日(木)～
3月3日(金)

北海道保健福祉部健康
安全局地域保健課
011-231-4111
（内線25-516）

厚生労働省が定めた
「女性の健康週間」に
併せ、乳がんや子宮が
んなど女性の健康に関
する知識の向上を目指
し普及啓発を行いま
す。

北海道保健福祉部健康
安全局地域保健課
011-231-4111
（内線25-516）

4

女性の健康相談ダイ
ヤル

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

渡島総合振興局保健
環境部保健行政室
（渡島保健所）

月～金曜日 9:00～17:00 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係
電話0138－47－9548

電話による相談 北海道渡島総合振興局
保健環境部保健行政室
（渡島保健所）健康推進
課健康支援係電話0138
－47－9548

5

女性の健康週間の普
及啓発

北海道江差保健所 北海道江差保健所内
/北海道江差保健所
ＨＰ

http://www.hi
yama.pref.hok
kaido.lg.jp/hk/
hgc/index.htm

北海道江差保健所企画
総務課企画係
ＴＥＬ：0139-52-1053

ポスター及びホームペー
ジによる女性の健康週
間の普及啓発

北海道江差保健所企画
総務課企画係
ＴＥＬ：0139-52-1053

6

乳がん検診PRのポス
ター掲示

上ノ国町 健康づくりセンターロ
ビー

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

乳がん検診受診勧奨の
ためのポスター掲示

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

4．日時
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7

女性の健康習慣に関
するポスターの掲示

上ノ国町 健康づくりセンターロ
ビー

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

女性の健康習慣の普及
啓発用ポスターの掲示

上ノ国町役場保健福祉
課TEL:0139-55-4460

8

女性のサポートセン
ター（定例相談）
女性の健康相談日

北海道江別保健所 北海道江別保健所 2017年
3月14日
（火）

13：30～15：
30

http://www.is
hikari.pref.hok
kaido.lg.jp/hk/
hgc/

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

思春期、妊娠･出産･子
育て、更年期等、女性
の心身の健康に関する
相談(予約制)

北海道江別保健所健康
推進課
011-383-2111

9

女性の健康相談 千歳保健所 千歳保健所 2016/3/8 10:00～12:00 http://www.is
hikari.pref.hok
kaido.lg.jp/hk/
cth/jyosei.ht
m

千歳市東雲町４丁目２番
地

女性のライフステージ
毎の健康上の相談に応
じる

北海道千歳保健所
健康推進課
TEL 0123-23-3175
（予約制）

10

「女性の健康週間」パ
ネル展

千歳市 北海道千歳市総合保
健センター(千歳市総
合福祉センター1階)

2017/2/27
～3/3

8：45～17：15 北海道千歳市健康づくり
課健康企画係
0123-24-0768

成人期の女性に対し、
女性のがんの予防等に
ついての普及啓発のた
めのパネル展示

北海道千歳市健康づくり
課健康企画係
0123-24-0768

11

集団健診(女性)にお
ける乳がんの啓発事
業

集団健診受診者 北海道千歳市総合保
健センター(千歳市総
合福祉センター1階)

3月1日 7:00～12:00 北海道千歳市市民健康
課市民健康係
0123-24-0364

集団健診受診者を対象
にパネル展示及びピン
クリボンボランティア
による乳がんの啓発及
び検診受診勧奨を行う

北海道千歳市市民健康
課市民健康係
0123-24-0364

12

女性の健康づくり週
間PR

恵庭市 恵庭市保健センター
ロビー

H29年3月1
日～3月8日

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当スタッフ
0123-36-0033

子宮・乳がん検診など
女性のがん予防に関す
るポスター展示やリー
フレットの配布

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当スタッフ
0123-36-0033
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13

がん予防普及啓発セ
ミナー
「乳がんについて　み
んなに知ってほしいこ
と～女医さんからの
メッセージ～」

恵庭市 恵庭市民会館 H29年2月25
日

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当スタッフ
0123-36-0033

・乳がんの予防・生活
との関連やがんと診断
された後の相談先と支
援体制について、北海
道がんセンター女医に
よる講演
・がんに関する相談先

恵庭市保健福祉部健康
スポーツ課
健康推進担当スタッフ
0123-36-0033

14

妊婦の喫煙と受動喫
煙防止のリーフレット
配付

北広島市 妊娠届出窓口 通年 北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

妊娠届出時に妊婦の喫
煙と受動喫煙防止の
リーフレットを配布す
る。

北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

15

1歳6か月児健診での
子宮がん検診受診勧
奨

北広島市 健診会場 通年 北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

1歳6か月児健診受診児
の母親に対して、リー
フレットを渡し子宮が
ん検診の案内を行う。

北広島市保健福祉部健
康推進課
電話011-372-3311

16

女性の健康週間パネ
ル展

北海道倶知安保健所 後志総合振興局
道民ホール

H29.3.1～3.7 終日 なし 北海道倶知安保健所
企画総務課企画係
電話036-23-1952（係直
通）

対象：女性
内容：パネル展示及び
関連パンフレット配布
等

6.に同じ

17

健康相談 美唄市 保健センター 平日 8：45～17：15 美唄市保健センター
0126-62-1173

健康相談 0126-62-1173

18

依存症家族の会 美唄市 保健センター 3月14日 13：30～15：
30

美唄市保健センター
0126-62-1173

相談・交流 事前にご連絡をくださ
い。
0126-62-1173
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19

「女性の健康相談」窓
口の開設

奈井江町健康ふれあ
い課健康づくり係

奈井江町保健セン
ター

通年（平日） 8：30～17：00 なし 奈井江町健康ふれあい
課健康づくり係
℡0125-65-2131

女性（町民）
女性特有の健康上の相
談

奈井江町健康ふれあい
課健康づくり係
℡0125-65-2131

20

からだ楽らく教室 上砂川町 下鶉生活館 2,017/3/8 13：00～16：
00

なし 上砂川町役場
福祉課保健予防係

0125-62-2222

20歳～74歳までの女性
に対する、内臓脂肪を
減少する運動につい
て、健康運動指導士に
よる実践指導

上砂川町役場
福祉課保健予防係

0125-62-2222

21

女性の健康サポート
センターにおける「女
性の健康相談」の定
例実施及び電話によ
る随時相談の実施

北海道空知総合振興
局保健環境部深川地
域保健室

同左 2017/3/15
（毎月第三
水曜日開
設）

13:00～16:00 http://www.s
orachi.pref.ho
kkaido.lg.jp/hk
/fth/

北海道空知総合振興局
保健環境部深川地域保
健室
℡0164－22－1421

来所及び電話による相
談に応じる

問い合わせ先と同様

22

マタニティクラブ 保健福祉課　健康グ
ループ

沼田町健康福祉総合
センター　ふれあい

2月15日 http://www.town.
numata.hokkaido.j
p/section/hoken
/ujj7s30000000s
75.html#s1

沼田町役場　保健福祉
課健康グループ

対象：町内在住の妊婦
内容：妊娠中の過ごし
方や食べ合わせ等の栄
養講話、妊婦同士の交
流

0164-35-2120

23

地方新聞紙面利用広
報

胆振総合振興局 室蘭民報社　新聞紙
面利用

平成29年2
月25日（土）

胆振総合振興局保健環
境部保健行政室
企画総務課企画係

女性の健康週間（3/1
～3/8）の周知

TEL　0143-24-9844

24

女性の健康週間ポス
ター掲示

伊達市健康推進課 伊達市保健センター、
伊達市役所本庁舎

平成29年3
月1日～3月
8日

なし 0142-23-3331 対象：女性
内容：かかりつけ医を
持つことや子宮頸がん
検診をはじめとする定
期健診受診の勧め

0142-23-3331
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25

広報への掲載 豊浦町 2月10日発
行の広報記
事

豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
℡:0142-83-2408

年齢による女性ホルモ
ンの変化と病気につい
て

豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
℡:0142-83-2408

26

ラジオでの放送 豊浦町 3月3日、10
日、17日、24
日に午前・
午後の2回
放送

豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
℡:0142-83-2409

年齢による女性ホルモ
ンの変化と病気につい
て

豊浦町総合保健福祉施
設やまびこ内保健セン
ター
℡:0142-83-2409

27

女性の健康相談 日高振興局保健環境
部静内地域保健室

日高振興局保健環境
部静内地域保健室

3月22日
（水）

13：00～16：
00

日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

対象）一般、関係機関
内容）妊娠・出産・子
育ての悩み、思春期か
ら更年期の女性の生涯
にわたる健康に関する
相談に対応。

日高振興局保健環境部
静内地域保健室健康推
進課
健康支援係
℡0146-42-0251（代表）

28

町広報誌（３月号） 日高町 日高町役場
健康増進課
０１４５６－２－６５７１

女性の健康に関する知
識の普及啓発

静内保健所
０１４６－４２－０２５１
日高町役場健康増進課
０１４５６－２－６５７１

29

女性の健康週間PR
コーナー

平取町 ふれあいセンターびら
とり　多目的ホール

平成29年3
月1日～8日
ただし、土・
日曜日を除
く

平取町　保健福祉課　保
健推進係
TEL:01457-4-6112

女性のがん検診啓発チ
ラシやポケットティッ
シュ、女性の健康手帳
の設置

平取町　保健福祉課　保
健推進係
TEL:01457-4-6112

30

婦人科検診
（乳がん・子宮がん検
診）

平取町 札幌市 2月23日 平取町　保健福祉課　保
健推進係
TEL:01457-4-6112

対象：平取町民
内容：子宮頚部がん検
診は20歳以上、乳がん
検診は40歳移以上の女
性に対し実施。要予約
制。

平取町　保健福祉課　保
健推進係
TEL:01457-4-6112
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31

婦人科検診
(乳がん・子宮がん）

新冠町 新冠町保健センター 平成28年7
月31日(日）
平成29年2
月4日(土）

8：30～15：00 新冠町役場保健福祉課
健康推進係
電話：0146-47-2113

対象：新冠町民
子宮頸がん検診は20歳
以上、乳がん検診は40
歳以上の女性。
内容：乳がん検診、子
宮頸がん検診の実施
子宮頸がん検診は任意

新冠町役場保健福祉課
健康推進係
電話：0146-47-2113

32

成年友結学級（せい
ねんゆうゆうがっきゅ
う）

新ひだか町 静内保健福祉セン
ター

H29.3.1(水) 18：30～
20：30

なし 新ひだか町教育委員会
社会教育課

成年友結学級の方を対
象とした、健康教育・
調理実習

北海道日高郡
新ひだか町静内保健福
祉センター　　健康生活
部健康推進課
連絡先0146-42-1287
Email：
sukoyaka1@sougiucare.e

33

女性の健康相談日 上川総合振興局保健
環境部保健行政室

上川総合振興局保健
環境部保健行政室

平成２９年３
月１４日（火）

１０：００
～１２：００

http://www.k
amikawa.pref.
hokkaido.lg.jp/
hk/hgc/grp/jo
seinokennkou
sapotosennta.

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１６６－４６－５９９２

妊娠、出産、子育て、
不妊、思春期、更年期
の心身の健康等、女性
の生涯にわたる健康に
関する相談（予約制）

上川総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１６６－４６－５９９２

34

広報誌「あいべつ」3
月号内「こんにちは☆
栄養士です」

愛別町保健福祉課 愛別町保健福祉課保健
推進係
℡01658-6-5111（内
143）

女性の健康週間の周
知、骨粗鬆症予防につ
いて記事掲載

愛別町保健福祉課保健
推進係
℡01658-6-5111（内
143）

35

女性のがん検診 上川町保健福祉課健
康増進グループ

上川町保健福祉セン
ター

3月1日 7：30～12：00 上川町保健福祉課健康
増進グループ
電話　01658-2-4054

乳がん検診、子宮がん
検診、胃がん検診、肺
がん検診、大腸がん検
診

上川町保健福祉課健康
増進グループ
電話　01658-2-4054

36

女性の健康サポート
センター

北海道富良野保健所
健康推進課健康支援
係

富良野保健所 3月8日 10：00～16：
00

http://www.k
amikawa.pref.
hokkaido.lg.jp/
hk/fth/index.h
tm

北海道富良野保健所健
康推進課健康支援係
℡0167－23－3161

女性の健康相談の日を
設け予約制で相談に対
応

北海道富良野保健所健
康推進課健康支援係
℡0167－23－3161
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37

ポスター掲示 中富良野町福祉課 ふれあいセンターな
かまーる

2017/3/00 終日 中富良野町役場福祉課
0167-44-2125

受動喫煙についてのポ
スターを館内に慶事

中富良野町役場福祉課
0167-44-2125

38

女性の健康相談周知 しっむかっぷ広報掲
載

村広報誌に健康相談窓
口の掲載

保健福祉課保健予防担
当（0167）56-2122

39

女性の健康について
の普及啓発
①ホームページ掲載
②地方新聞への広告
掲載

留萌振興局保健環境
部保健行政室健康推
進課

留萌振興局管内 ①通年

②３月１日

http://www.rumoi
.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hgc/jyosei.
pdf

留萌振興局保健環境部
保健行政室健康推進課
健康支援係

対象：住民
内容：女性の健康週間
と女性の健康サポート
センターについてHP掲
載及び地方紙への広告
掲載

０１６４－４２－８３２７

40

ピンクリボンキャン
ペーン
①パネル展
②よりみちの駅フェス
タ

留萌振興局保健環境
部保健行政室企画総
務課

留萌振興局 ①10/3～
10/17

②10/22

終日

10:00～13:30

留萌振興局保健環境部
保健行政室企画総務課
企画係

対象：住民
内容：女性の健康手帳
の配布

０１６４－４２－８３２６

41

女性の健康サポート
センターの周知

宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課

ホームページ上 予約による
来所相談
第2火曜日
13:30～
16:00

電話による
随時相談
月～金曜日
9:00～17:00

http://www.souy
a.pref.hokkaido.lg.
jp/hk/hgc/smado
guti.htm

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：来所及び電話相談
の案内

宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

42

地元誌への週間周知 宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課

地元誌 ３月１日掲載
予定

宗谷総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
TEL：0162-33-3703

対象：一般女性
内容：妊娠、出産、子育
て、不妊などライフイベン
ト上の相談の他、思春期
や更年期などその年代
特有の健康に関すること
等、女性の生涯にわたる

宗谷総合振興局保健
環境部保健行政室健
康推進課健康支援係
TEL：0162-33-3703



平成28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

43

「女性の健康サポート
センター」の周知

幌延町 3月1日予定 幌延町町民課保健セン
ター　電話01632-5-1790

町内全世帯に設置して
いる告知端末システム
にて稚内保健所「女性
の健康サポートセン
ター」の周知

幌延町町民課保健セン
ター　電話01632-5-1790

44

女性の健康サポート
センターの開設

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室
健康推進課健康支援
係

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室

①３月２２日
②３月１日～
　３月３１日

①10時～14
時
②随時

akiba.keiko@pr
ef.hokkaido.lg.j
p

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室

①女性の健康相談日
②女性の健康ダイヤル
　女性の心身の健康、
不妊、更年期、妊娠・
出産及び子育て等に関
する相談

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
健康推進課健康支援係
℡0152-41-0697

45

女性の健康づくりに関
するコーナ－の設置

オホーツク総合振興
局保健環境部保健行
政室
健康推進課健康支援
係
企画総務課企画係

オホーツク総合振興
局庁舎ロビー

3月1日～8
日

satou.takako1
@pref.hokkaid
o.lg.jp

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室

女性の健康づくりに関
するパンフレットの配
置及び媒体の展示

オホーツク総合振興局
保健環境部保健行政室
企画総務課企画係
℡0152-41-0695

46

定期健康相談 更別村役場
保健福祉課

更別村福祉の里総合
センター

2017/3/1 13:30～16:00 更別村保健福祉課保健
推進係
0155-53-3000

健康相談 更別村保健福祉課保健
推進係
0155-53-3000

47

健康講座 豊頃町福祉課 豊頃町大津コミュニ
ティセンター

2017/3/7 10:00～12:00 豊頃町保健センター
015-574-3141

漁業協合組合
女性部に健康相談にて
生活習慣病予防のため
軽スポーツ実施

豊頃町保健センター
015-574-3141

48

「女性の健康週間」
「女性の健康サポート
センター」の周知

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室ロビー

平成29年3
月1日～3月
8日

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108

・女性の健康週間や女
性の健康サポートセン
ターにおける健康相談
の周知（ポケット
ティッシュ、女性の健
康手帳配布）
・ホームページ掲載に

オホーツク総合振興局
保健環境部紋別地域保
健室健康推進課健康支
援係
Tel 　0158-23-3108
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49

女性の健康サポート
センター「女性の健康
相談」

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

釧路総合振興局保健
環境部保健行政室

平成29年3
月9日【予約
制】

13:00～16:00 釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１５４－２２－１２３３

女性のこころや身体の
健康にかかわる相談に
ついて保健師等が対応
します。管内市町村に
お住まいの方であれば
どなたでも相談できま
す。無料。予約制。

釧路総合振興局保健環
境部保健行政室健康推
進課健康支援係
０１５４－２２－１２３３

50

普及啓発事業 釧路町 釧路町健康福祉部こど
も健康課健康推進係
0154-40-5213

広報誌に女性の健康週
間を普及する記事掲載

釧路町健康福祉部こど
も健康課健康推進係
0154-40-5213

51

町公報紙にて、女性
の健康に関する知識
の普及

浜中町 浜中町役場福祉保健課
健康推進係
TEL0153-62-2307

広報誌に女性の健康に
関する記事を掲載。
テーマ「生涯を通じて
健康で明るく～3月は
女性の健康週間です」

浜中町役場福祉保健課
健康推進係
TEL0153-62-2307

52

広報により釧路保健
所の「女性のサポート
センターの周知」

鶴居村 役場 ３月上旬 鶴居村役場保健福祉課
健康推進係
電話０１５４-６４-２１１６

鶴居村役場保健福祉課
健康推進係
電話０１５４-６４-２１１６

53

食と健康まつり 白糠町町民保健推進
委員ほか

白糠町社会福祉セン
ター

1月29日 白糠町役場保健福祉部
介護健康課健康相談係
電話01547-2-2171

乳がんモデルによる触
診体験ができるブース
を設置

白糠町役場保健福祉部
介護健康課健康相談係
電話01547-2-2171

54

町広報紙（３月号） 白糠町 町内全戸配布 ２月２４日
（予定）

白糠町役場保健福祉部
介護健康課健康相談係
電話01547-2-2171

女性の健康サポートセ
ンターを周知する記事
を掲載

白糠町役場保健福祉部
介護健康課健康相談係
電話01547-2-2171
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55

女性の健康週間
「女性とタバコの害」

根室市保健課 北海道　根室市役所
・ヘルスサポートコー
ナー
・根室市ホームページ
健康づくり情報

平成29年3
月1日（水）
～31（金）

8:50～17:20 http://www.ci
ty.nemuro.hok
kaido.jp/dcity
nd.nsf/doc/7e
bdfc1d7887b8
9849257e850

北海道　根室市　保健課
電話0153-23-6111
（内線）2118

女性の喫煙の害につい
ての情報の掲示

北海道根室市
保健課 健康推進担当
電話0153-23-6111
（内線）2118

56

女性の健康週間PR
コーナー

根室振興局保健環境
部保健行政室

根室振興局保健環境
部保健行政室
玄関ロビー

平成29年3
月1日（水）
～8日（水）

8:45～17:30 根室振興局保健環境部
保健行政室 健康推進課
電話0153-23-5161

保健所玄関ロビーに、
女性の健康に関するパ
ンフレット等啓発資料
の展示および相談窓口
の掲示。

根室振興局保健環境部
保健行政室 健康推進課
電話0153-23-5161

57

女性の健康相談ダイ
ヤル

北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 月～金曜日 9:00～17:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

電話による相談 北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

58

女性の健康相談 北海道中標津保健所 北海道中標津保健所 毎月第２水
曜日（祝・祭
日は翌日）

13:00～16:00 http://www.nemu
ro.pref.hokkaido.l
g.jp/hk/nth/kenk
oudukuri/joseisu
portsenter.htm

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係
0153-72-2168
（保健所代表電話）

来所による相談（予約
制）

北海道中標津保健所
健康推進課健康支援係

59

ヘルスメイト
生涯学習講座

小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/3(金） 10：00～12：
00

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

当講座の参加者へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

60

離乳食講習会 小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/16(木） 10：30～12：
00

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

４～６か月児の保護者
を対象とした、当講習
会の参加者へ、女性の
がん検診啓発チラシを
配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110
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61

プロから学ぶ食育講
座

小樽市保健所 小樽総合福祉セン
ター

3/28（火） 10：30～13：
00

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

市内在住の小学生と保
護者を対象とした、当
講座の参加保護者へ、
女性のがん検診啓発チ
ラシを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

62

1歳６か月児健康診査
３歳児健診健康診査

小樽市保健所 小樽市保健所 3/13・27
（月）3/10・
17（金）

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

来所保護者の方へ、女
性のがん検診啓発チラ
シを配布する。

小樽市保健所
健康増進課
0134-22-3110

63

豊岡地区市民委員会
女性部出前健康講座

旭川市豊岡地区市民
委員会女性部

旭川市豊岡地区セン
ター

2017/3/7 10:00～11:00 豊岡地区市民委員会女
性部

豊岡地区市民委員会女
性部長研修会におい
て，生活習慣病予防に
ついての健康教育を実
施。

旭川市保健所保健指導
課
℡ 0166-25-6365

64

子育て世代の女性を
対象としたイベント会
場にてリーフレットの
配付（依頼）

函館友の会 函館友の会の事務所 6月17日～
6月18日

10:00～15:00 函館市湯川町2丁8番27
号
函館友の会　子ども部
0138-59-3875

対象：子育て世代の女性
内容：「ママのための健
康づくり」をテーマにがん
検診やスマートライフの
内容をコンパクトにした
リーフレットを作成し配付

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

65

リーフレット配付 函館市健康増進課 函館市総合保健セン
ター

4月22日
6月10日
8月12日
10月14日
12月16日
2月10日
その他乳幼児健
康診査会場

13:00～14:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

離乳食教室に参加した保護者
（主に母親）に「ママのための
健康づくり」をテーマにがん検
診やスマートライフの内容をコ
ンパクトにしたリーフレットを
作成し配付。その他週３回実施
している乳幼児健康診査会場
に，据え置き

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

66

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　花園子育
てサロン

5月16日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216
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67

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　石川子育
てサロン

5月20日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

68

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 大谷短期大学付属
港保育園子育てサロ
ン

6月6日 10:30～12:00
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

69

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　函館短期
大学つどいの広場

6月17日 10:00～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

70

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　亀田港子
育てサロン

6月23日
8月23日

10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

71

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 児童発達支援セン
ターうみのほし

9月2日 10:30～12:00
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

72

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　深堀子育
てサロン

10月3日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216
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73

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館市地域子育て支
援センター　つつじ子
育てサロン

11月8日 10:15～11:15
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

74

PTA研修会（母親大
会）でリーフレットを配
付

函館市PTA連合会 函館市民会館小ホー
ル

11月17日 9:30～12:00 函館市東山2丁目3番1
号
函館市ＰＴＡ連合会事務
局（函館市立東山小学
校内）
0138-55-6110

対象：子育て世代の女性
内容：「ママのための健
康づくり」をテーマにがん
検診やスマートライフの
内容をコンパクトにした
リーフレットを作成し配付

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

75

函館市私立幼稚園協
会・道南地区私立幼
稚園連合会の合同研
修会でリーフレットを
配付

函館市私立幼稚園協
会・道南地区私立幼
稚園連合会

イマジンホテル＆リ
ゾート函館

1月12日 17:00～17:20 函館市高丘町27番34号
函館私立幼稚園協会事
務局（認定こども園高丘
幼稚園内）
0138-57-3621

対象：子育て世代の女性
内容：「ママのための健
康づくり」をテーマにがん
検診やスマートライフの
内容をコンパクトにした
リーフレットを作成し配付

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

76

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 鍛治さくら認定こども
園子育てサロン

1月27日 10:15～11:15
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

77

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 赤川認定こども園子
育てサロン

2月1日 10:30～11:30
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

78

出前講座「ママのヘ
ルシーサロン」

函館市健康増進課 函館友の会事務所 2月15日 10:00～11:00
（通年）

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216

対象：子育てサロンを利用
している母親
内容：ミニ講話，血管年齢
測定，乳がんモデルを使用
した自己検診の体験，受動
喫煙防止ホルダーやパンフ
レットの配付など

函館市五稜郭町23番１
号
健康増進課
0138-32-2216


