
平成29年度 女性の健康週間における取組の概要 別紙様式

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 女性の健康応援フェ
ア

福井県 ハピリン１階屋根付き
広場「ハピテラス」

2018/3/3 10:00～15:00 福井県健康福祉部健康
増進課
健康長寿推進グループ
0776-20-0352

県民を対象に、健康に
関するイベントを開催
することで、福井県の
女性が健康づくりに取
り組む機運を盛り上げ
る。
・正しいラジオ体操講
座
・講演「もう一度会い
たいと思わせる顔学」
・乳がん視触診の指導
やがん検診の必要性等
についてのパネル展示
など
・関係団体・企業等に
よる体験・測定コー
ナー
・ちょい足し健幸レシ
ピ試食のふるまい

福井県健康福祉部健康
増進課
健康長寿推進グループ
0776-20-0352

2 ひな祭り休日レディー
スがん検診

福井県 ハピリン１階屋根付き
広場「ハピテラス」

2018/3/3 10:00～12:00 http://www.pref.f
ukui.lg.jp/doc/ke
nkou/jyoseigan.ht
ml

福井県健康増進課がん
対策推進グループ
0776-20-0349

平日は忙しい女性を対
象に休日に子宮頸がん
検診、乳がん検診を実
施
○対象
・子宮頸がん検診：20
歳以上女性
・乳がん検診：40歳以
上女性

福井県健康増進課がん
対策推進グループ
0776-20-0349

3 女性の健康相談 福井県 毎週月曜日・
水曜日

13:30～15:30 福井県健康福祉部子ど
も家庭課
子ども・子育て支援グ
ループ
0776-20-0341

不妊・不育、妊娠・出
産、月経不順、更年期
症状等、女性特有の心
身の相談に対応

無料相談専用ダイヤル
0776-54-0080
（（公社）福井県看護協
会内）

4 悩みごと総合相談会 福井健康福祉セン
ター

福井健康福祉セン
ター

2018/3/3 13:30～16:30 福井健康福祉センター
℡0776-36-3429

住民対象に各専門家が
相談に応じる。

4．日時
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８．連絡先4．日時

5 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）

2018/3/4 13:00～17:00 なし 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、
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
℡　0778-22-4135

6 丹南FMでの啓発 福井県丹南健康福祉
センター

鯖江市民ホールつつ
じ

2018/3/5 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
℡　0778-22-4135

女性特有のがんおよび
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

7 悩みごと総合相談会 福井県奥越健康福祉
センター

勝山市福祉保健セン
ター　すこやか

2018/3/4 13:00～16:00 福井県奥越健康福祉セ
ンター 地域保健福祉課
TEL 0779-66-2076

対象：一般県民
内容：「悩みごと総合
相談会」として多種の
悩みに各専門家が対応
に当たる

福井県奥越健康福祉セ
ンター 地域保健福祉課
TEL 0779-66-2076

8 ケーブルテレビ　デー
タ放送による普及啓
発

若狭健康福祉セン
ター

2018/3/1～8 なし 女性の健康づくりに対
する啓発

若狭健康福祉センター
0770‐52‐1300

9 育児相談会 大野市 結とぴあ内１階
保健センター
健康ひろば

2018/3/7 9：00～11：30 http://www.city.o
no.fukui.jp/kosod
ate/kosodate/so
udan/ikuji-
soudankai.html

福井県大野市役所健康
長寿課保健医務グルー
プ

0779-65-7333

(対象）乳幼児とその
保護者

（内容）育児相談のほ
か、母親自身の心身の
健康管理や食事・栄養
について集団または個
別で相談に応じます。

福井県大野市健康長寿
課保健医務グループ

0779-65-7333
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10 子宮頸がん検診、乳
がん検診

鯖江市
健康福祉部
健康づくり課

鯖江市健康福祉セン
ター（アイアイ鯖江）

2018/3/4 8:30～9:30
（受付）

http://www.city.s
abae.fukui.jp/

鯖江市　健康福祉部
健康づくり課
℡　0778-52-1138

・20歳以上の女性を対象
に子宮頸がん検診を実
施。　　　　　　　　　　・40
歳以上の女性を対象に
乳がん検診を実施。

福井県鯖江市
担当課：健康福祉部
           健康づくり課
ＴＥＬ　0778-52-1138
Ｅ-mail：SC‐
Kenko@city.sabae.lg.jp

11 文化の館における女
性の健康展示

鯖江市
健康福祉部
健康づくり課

鯖江市文化の館（図
書館）

2018/2/23～
2018/3/22

10:00～18:00
金曜日は、
10:00～20:00

鯖江市　健康福祉部
健康づくり課
℡　0778-52-1138

図書館利用者。
女性の健康に関する展
示。

福井県鯖江市
担当課：健康福祉部
        　健康づくり課
ＴＥＬ　0778-52-1138
Ｅ-mail：SC‐
Kenko@city.sabae.lg.jp

12 保健推進員研修会 若狭町 三方保健センター
パレア若狭研修室

2018/3/8
2018/3/7

19:30～21:00
13:30～15:00

若狭町役場
保健医療課
℡0770-62-2721

平成30年度の健診希望
調査の説明に合わせて
婦人がん検診の啓蒙な
らびにポスターによる
本週間の啓蒙を行う

若狭町役場
保健医療課
℡0770-62-2721

13 福井県産婦人科医師
連合主催市民公開講
座
子宮頸がんの予防と
早期発見について

福井県産婦人科医師
連合

福井県福井市「福井
県県民ホール」
（AOSSA ８階）

2018/3/8 18:00～19:30 福井県産婦人科医師連
合（福井県医師会内）：
出口
TEL:0776-24-0387

福井大学医学部産科婦
人科学教室：事務　丹羽
TEL:0776-61-8392

産婦人科医師とアナウ
ンサーによる子宮がん
検診についての対談

産婦人科医師による
HPVワクチンの講演

福井県産婦人科医師連
合（福井県医師会内）：
出口
TEL:0776-24-0387

福井大学医学部産科婦
人科学教室：事務　丹羽
TEL:0776-61-8392

http://www.city.sabae.fukui.jp/
http://www.city.sabae.fukui.jp/

