
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 慢性腎臓行対策県民
公開講座

三重ＣＫＤ委員会 三重県総合文化セン
ター

3月4日 11:30～15:00 三重ＣＫＤ委員会事務局
〒514-8507
三重県津市江戸橋2－
174
三重大学医学部付属病
院腎臓内科

乳がん触診体験
女性の健康づくり啓発
コーナーにて啓発

2 女性のための健康講
座

三重県産婦人科医会
三重大学医学部産科
婦人科

伊勢シティホテル 3月4日 13：00～15：
30

三重大学医学部産科婦
人科

講演
「安心・安全なお産を
めざして～三重県での
取組」
「がんになってもお父
さんお母さんになるた
めに」
「今、増えている子宮
頸癌」等

三重大学医学部産科婦
人科
059－231－5023

3 啓発活動 三重県桑名保健所 三重県桑名庁舎 3月1日～8日 三重県桑名保健所健康
増進課
Tel:0594-24-3625

啓発ブースの設置
関係パンフレットの設
置

三重県桑名保健所健康
増進課
Tel:0594-24-3625

4 ヘルピー協働隊通信 松阪保健所 2018/2月中 三重県松阪保健所健康
増進課　TEL0598-50-
0531

三重の健康づくり総合
計画を推進する有志の
集まりである「ヘル
ピー協働隊」61団体に
対し、メルマガで女性
の健康週間を周知。

三重県松阪保健所健康
増進課　TEL0598-50-
0531

5 ポスターの掲示、パン
フレットの配布

伊勢保健所健康増進
課

伊勢庁舎１階ロビー 2018/3/1～
3/8

三重県伊勢保健所健康
増進課
℡0596-27-5137

対象:来庁者
内容:ポスター掲示、
乳がんについてのパン
フレット、貧血につい
てのチラシ、簡単に作
れる野菜料理のレシピ
集等の配布

三重県伊勢保健所健康
増進課
℡0596-27-5137

4．日時



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4．日時

6 津市ケーブルテレビ
文字放送

津市 津市全域 3月1日～3月
7日

津市健康づくり課 ケーブルテレビにて女
性の健康週間について
文字放送し、啓発を行
う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310

7 津市広報（2月16日
号）同時配布「健康づ
くりだより」

津市 津市全域 2月16日号 津市健康づくり課 広報に女性の健康習慣
について掲載し、啓発
を行う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310

8 3歳児健康診査 津市 中央保健センター
久居保健センター

3月8日・22日
3月1日・15日

13：00～14：
30（受付時
間）

津市健康づくり課 保護者に対しがん予防
についてのリーフレッ
トを配布し啓発を行
う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310

9 1歳6ヶ月児健康診査 津市 中央保健センター
久居保健センター

3月1日・15日
3月8日・22日

13：00～14：
30（受付時
間）

津市健康づくり課 保護者に対し女性がん
予防についてのリーフ
レットを配布し啓発を
行う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310

10 離乳食教室 津市 河芸保健センター
久居保健センター

3月14日
3月23日

13：30～15：
00
〃

津市健康づくり課 相談時に、リーフレッ
トを配布し（女性がん
予防・検診啓発、生活
習慣病予防等につい
て）啓発を行う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310



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）
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（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

11 すくすく健康相談 津市 中央保健センター
久居保健センター
河芸保健センター
安濃保健センター
白山保健センター

3月9日
3月5日
3月12日
3月19日
3月14日

13：30～15：
00
〃
9：30～11：00
〃
〃

津市健康づくり課 相談時に、リーフレッ
トを配布し（女性がん
予防・検診啓発、生活
習慣病予防等につい
て）啓発を行う。

津市健康づくり課
TEL　059-229-3310

12 働く世代の健康づくり
支援事業

健康づくり課 三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

働く世代を対象に、健
康づくりに取り組む
きっかけをつくる。登
録した事業所に健康情
報を配信。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

13 健康づくり団体スキル
アップ教室

健康づくり課 三重県四日市市　「三
重北勢健康増進セン
ター」

3月2日 ９：３０～正午 http://www.city.y
okkaichi.lg.jp/ww
w/contents/1515
648136135/index
.html

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

健康ボランティア、自
治会、サークルなどの
自主的な団体が、今後
も健康づくり活動が継
続できるよう情報の提
供や交流の場。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

14 給食施設従事者研修
会

健康づくり課 三重県四日市市総合
会館７階　第１研修室

3月7日 １３：３０～１
６：４０

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

市内給食施設に対し、
提供される対象へ適正
な栄養管理が行えるよ
う質の向上を図る場。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

15 現代女性に知って欲
しい健康情報パネル
展

伊勢市 伊勢市中央保健セン
ター健康テラス

2018/3/1～
31

8:30～17:15 三重県伊勢市健康課
℡0596-27-2435

・月経関連疾患、骨粗
しょう症、冷え症ほ
か、女性に特徴的な疾
病・症状とｾﾙﾌｹｱの啓
発
・「女性のための健康
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」進呈

三重県伊勢市健康課
℡0596-27-2435

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
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（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

16 健康チェックコーナー 伊勢市 伊勢市中央保健セン
ター健康テラス

2018/3/14～
16

10:00～15:30 三重県伊勢市健康課
℡0596-27-2435

・血圧、体組成、脳年
齢など常設の測定ｺｰﾅｰ
へ肌年齢、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの
測定機器を追加し、健
康づくりの啓発を行う

三重県伊勢市健康課
℡0596-27-2435

17 女性の体と心の電話
相談・展示

松阪市健康づくり課 松阪市健康センター
嬉野保健センター
飯南ふれあいセン
ター
:飯高地域振興局地域
住民課

平成30年3月
1日（木）～3
月8日（木）

午前9時～午
後5時

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/health-haruru/list100-290.html松阪市健康づくり課
℡0598－20－8087

電話･来所の健康相談
と、女性のライフサイ
クル・女性ホルモンの
体や心の影響について
のポスターを掲示し周
知啓発を行う。また、
美味しくて簡単！しか
も女性の体にやさしい
レシピを配布する。

松阪市健康づくり課
℡0598－20－8087

18 通いの場「立田町サ
ロン」健康ケアアドバ
イザー

通いの場代表者 自治会集会所 3月1日 13:00～15:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

19 通いの場「このゆびと
～まれ」

通いの場代表者 マンション集会室 3月1日 13:30～16:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

20 幼児健診 桑名市健康推進課 中央保健センター 3月1日
3月8日

13：00～14：
30

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

内容：1歳6ヶ月健診・
3歳児健診児時、乳が
ん・子宮がん検診の案
内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民または市内
で勤務している人

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/health-haruru/list100-290.html
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21 メンタルパートナー養
成講座

桑名市 中央保健センター　健
康教育室

3月2日 13:30～14:30 https://www.city.
kuwana.lg.jp/inde
x.cfm/24,59689,2
29,html

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

内容：メンタルパート
ナー養成講座。講座の
中で、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

22 通いの場「力尾サロ
ン」健康ケアアドバイ
ザー

通いの場代表者 3月6日 13:00～15:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

23 通いの場「サロン諸
戸」

通いの場代表者 3月6日 9:00～11:30 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

24 桑名いきいき体操の
つどい

桑名市健康推進課 桑名市中央保健セン
ター　健康教育室

3月7日 9:30～10:00 三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

市民が集って桑名いき
いき体操を体験。
参加者の方に、乳が
ん・子宮がん検診の案
内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

25 通いの場「古野サロ
ン」健康ケアアドバイ
ザー

通いの場代表者 3月7日 14:30～15:30 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182
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26 シルバー人材セン
ター
セミナー

桑名市シルバー人材
センター

大山田コミュニティプ
ラザ

3月8日 11:00～11:45 桑名市シルバー人材セ
ンター
TEL.0594‐22‐0468

地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

27 骨密度チェック 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/6 9:30～11:00
13:30～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

骨密度測定とミニ講話
を実施。希望者に栄養
相談を実施。

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030

28 骨密度チェック 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/7 9:30～11:00
13:30～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

がん検診受診者のう
ち，希望者に骨密度測
定と結果説明を実施。
骨密度測定者のうち，
希望者に栄養相談を実
施。

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030

29 がん検診 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/7 9:00～11:00
13:00～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

乳がん検診（①マンモグ
ラフィと視触診，②超音
波）、子宮がん検診

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030
（乳がん検診のうち，②
超音波については申し
込みが定員に達しました
ので受付終了していま
す）

30 健康セミナー　ヨガ編
～心も体もリフレッ
シュ～

鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/8 10:00～12:00 鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

20歳～64歳女性を対象
とした教室（生活習慣
病予防の講話とヨガ体
験）

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030
（申し込みが定員に達し
ましたので，受付終了し
ています）
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31 健康相談 名張市 名張市役所 3月6日 ９時30分～
11時

三重県名張市役所健
康・子育て支援室
0595-63-6970

健康相談を実施 三重県名張市役所健
康・子育て支援室
0595-63-6970

32 「女性の健康週間」啓
発

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

3/1号広報での「女性
の健康週間」の掲載。
ケーブルテレビ文字情
報での放映。

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

33 女性のための検診
（乳がん検診）の実施

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

3月6日 午前
午後

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

３０歳以上の女性
今年度まだ検診を受け
ていない人
マンモグラフィ検査

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

34 あいあい運動教室 亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

3月7日 14：00～ 亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

筋トレ・ストレッチな
どを取り入れた運動教
室

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

35 各種教室等でのワン
ポイントアドバイス（健
康講話）

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

長寿健康づくり室で期
間中に実施する教室を
利用し、参加者に女性
の健康づくりについて
の簡単な講話を行う。

亀山市長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316
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36 母子健康手帳の交付 伊賀市健康推進課 伊賀市健康推進課窓
口

伊賀市健康推進課
電話０５９５－２２－９６５
３

母子健康手帳の交付時
に禁煙パンフレット配
布し、喫煙者に禁煙の
必要性について教育す
る。

伊賀市健康推進課
電話０５９５－２２－９６５
３

37 女性の健康週間啓発
事業

健康づくり課 3/1～8まで http://www.town.
toin.lg.jp/

東員町健康づくり課
0594-86-2803

東員町広報・ホーム
ページへ掲載

東員町健康づくり課
0594-86-2803

38 女性のための健康づ
くり体験

NPO法人　元気アップ
こものスポーツクラブ
（菰野町委託事業）

菰野町　B＆G海洋セ
ンター　体育館

2018/3/5
（月）

10：00～11：
30

ｈｔｔｐ：
//www.town.kom
ono.mie.jp/oshira
se/

NPO法人　元気アップこ
ものスポーツクラブ
TEL/FAX：059-394-
5018

女性を対象に健康運動
指導士によるウォーキ
ング・ストレッチ等の
健康づくり体験

三重県　菰野町役場
健康福祉課　健康づくり
係　TEL：059-391-1126

39 女性の健康相談 菰野町　健康福祉課 菰野町　保健福祉セ
ンター　けやき
２階健診コーナー

2018/3/14
（水）

15：00～17：
00

ｈｔｔｐ：
//www.town.kom
ono.mie.jp/oshira
se/

菰野町役場　健康福祉
課TEL：059-391-1126
FAX：059-394-3423

女性を対象に助産師・
栄養士によるこころや
身体の心配ごと相談
希望者にはアロマハン
ドマッサージを実施

三重県　菰野町役場
健康福祉課　健康づくり
係　TEL：059-391-1126

40 女性の健康週間につ
いて広報掲載

三重県多気町 町内広報誌 2018．3月号 http://www.town.
taki.mie.jp

三重県　多気町役場健
康福祉課
Tel０５９８－３８－１１１４

女性の健康週間の周知
と女性のライフサイク
ルについて掲載

三重県　多気町役場健
康福祉課
Tel０５９８－３８－１１１４

通年　８：３０～１７：１５

http://www.town.toin.lg.jp/
http://www.town.toin.lg.jp/
http://www.town.taki.mie.jp/
http://www.town.taki.mie.jp/


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4．日時

41 更年期と上手に付き
合う講座

玉城町 玉城町中央公民館 ３月４日（日） 午前９時から
サブイベント
１０時から開
始

玉城町生活福祉課
0596-58-7373

産婦人科医による講話
とインストラクターに
よるヨガの実践

玉城町生活福祉課
0596-58-7373

42 ポスター掲示 御浜町 御浜町役場 3月1日～3月
8日

終日 御浜町健康福祉課 ポスター掲示
婦人がん検診パンフ
レット配布

御浜町健康福祉課
05979-3-0511

43 がん検診 紀宝町 紀宝町保健センター 3月2日 13:30～15:00 紀宝町役場
健康づくり推進課
電話：0735-32-3700

女性のがん検診
乳がん（マンモグラ
フィ）、子宮頸がん検
診

紀宝町役場
健康づくり推進課
電話：0735-32-3700

44 ポスターの掲示、パン
フレットの配布

伊勢保健所健康増進
課

伊勢庁舎１階ロビー 2018/3/1～
3/8

伊勢保健所健康増進課
℡0596-27-5137

対象:来庁者
内容:ポスター掲示、
乳がんについてのパン
フレット、貧血につい
てのチラシ、簡単に作
れる野菜料理のレシピ
集等の配布

伊勢保健所健康増進課
℡0596-27-5137

45 ヘルピー協働隊通信 松阪保健所 2018/2月中 松阪保健所　健康増進
課　TEL0598-50-0531

三重の健康づくり総合
計画を推進する有志の
集まりである「ヘル
ピー協働隊」61団体に
対し、メルマガで女性
の健康週間を周知。

松阪保健所　健康増進
課　TEL0598-50-0531



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4．日時

46 啓発活動 三重県桑名保健所 三重県桑名庁舎 3月1日～8日 三重県桑名保健所健康
増進課
Tel:0594-24-3625

啓発ブースの設置
関係パンフレットの設
置

三重県桑名保健所健康
増進課
Tel:0594-24-3625

47 がん検診 紀宝町 紀宝町保健センター 3月2日 13:30～15:00 紀宝役場
健康づくり推進課
電話：0735-32-3700

女性のがん検診
乳がん（マンモグラ
フィ）、子宮頸がん検
診

紀宝役場
健康づくり推進課
電話：0735-32-3700

48 ポスター掲示 御浜町 御浜町役場 3月1日～3月
8日

終日 健康福祉課 ポスター掲示
婦人がん検診パンフ
レット配布

05979-3-0511

49 更年期と上手に付き
合う講座

玉城町 玉城町中央公民館 ３月４日（日） 午前９時から
サブイベント
１０時から開
始

0596-58-7373 産婦人科医による講話
とインストラクターに
よるヨガの実践

0596-58-7373

50 女性の健康週間につ
いて広報掲載

三重県多気町 町内広報誌 2018．3月号 http://www.town.
taki.mie.jp

三重県　多気町役場健
康福祉課
Tel０５９８－３８－１１１４

女性の健康週間の周知
と女性のライフサイク
ルについて掲載

三重県　多気町役場健
康福祉課
Tel０５９８－３８－１１１４

http://www.town.taki.mie.jp/
http://www.town.taki.mie.jp/


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4．日時

51 女性のための健康づ
くり体験

NPO法人　元気アップ
こものスポーツクラブ
（菰野町委託事業）

菰野町　B＆G海洋セ
ンター　体育館

2018/3/5
（月）

10：00～11：
30

ｈｔｔｐ：
//www.town.kom
ono.mie.jp/oshira
se/

NPO法人　元気アップこ
ものスポーツクラブ
TEL/FAX：059-394-
5018

女性を対象に健康運動
指導士によるウォーキ
ング・ストレッチ等の
健康づくり体験

三重県　菰野町役場
健康福祉課　健康づくり
係　TEL：059-391-1126

52 女性の健康相談 菰野町　健康福祉課 菰野町　保健福祉セ
ンター　けやき
２階健診コーナー

2018/3/14
（水）

15：00～17：
00

ｈｔｔｐ：
//www.town.kom
ono.mie.jp/oshira
se/

菰野町役場　健康福祉
課TEL：059-391-1126
FAX：059-394-3423

女性を対象に助産師・
栄養士によるこころや
身体の心配ごと相談
希望者にはアロマハン
ドマッサージを実施

三重県　菰野町役場
健康福祉課　健康づくり
係　TEL：059-391-1126

53 女性の健康週間啓発
事業

健康づくり課 3/1～8まで http://www.town.
toin.lg.jp/

0594-86-2803 東員町広報・ホーム
ページへ掲載

0594-86-2803

54 母子健康手帳の交付 伊賀市健康推進課 伊賀市健康推進課窓
口

伊賀市健康推進課
電話０５９５－２２－９６５
３

母子健康手帳の交付時
に禁煙パンフレット配
布し、喫煙者に禁煙の
必要性について教育す
る。

伊賀市健康推進課
電話０５９５－２２－９６５
３

55 「女性の健康週間」啓
発

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

3/1号広報での「女性
の健康週間」の掲載。
ケーブルテレビ文字情
報での放映。

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

通年　８：３０～１７：１５

http://www.town.toin.lg.jp/
http://www.town.toin.lg.jp/


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4．日時

56 女性のための検診
（乳がん検診）の実施

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

3月6日 午前
午後

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

３０歳以上の女性
今年度まだ検診を受け
ていない人
マンモグラフィ検査

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

57 あいあい運動教室 亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

3月7日 14：00～ 長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

筋トレ・ストレッチな
どを取り入れた運動教
室

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

58 各種教室等でのワン
ポイントアドバイス（健
康講話）

亀山市健康福祉部長
寿健康づくり室

亀山市総合保健福祉
センター

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

長寿健康づくり室で期
間中に実施する教室を
利用し、参加者に女性
の健康づくりについて
の簡単な講話を行う。

長寿健康づくり室
TEL　0595-84-3316

59 健康相談 名張市 名張市役所 3月6日 ９時30分～
11時

三重県名張市役所健
康・子育て支援室
0595-63-6970

健康相談を実施 三重県名張市役所健
康・子育て支援室
0595-63-6970

60 骨密度チェック 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/6 9:30～11:00
13:30～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

骨密度測定とミニ講話
を実施。希望者に栄養
相談を実施。

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030



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4．日時

61 骨密度チェック 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/7 9:30～11:00
13:30～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

がん検診受診者のう
ち，希望者に骨密度測
定と結果説明を実施。
骨密度測定者のうち，
希望者に栄養相談を実
施。

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030

62 がん検診 鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/7 9:00～11:00
13:00～15:00

鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

乳がん検診（①マンモグ
ラフィと視触診，②超音
波）、子宮がん検診

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030
（乳がん検診のうち，②
超音波については申し
込みが定員に達しました
ので受付終了していま
す）

63 健康セミナー　ヨガ編
～心も体もリフレッ
シュ～

鈴鹿市健康づくり課 鈴鹿市保健センター 2018/3/8 10:00～12:00 鈴鹿市健康づくり課
059-327-5030

20歳～64歳女性を対象
とした教室（生活習慣
病予防の講話とヨガ体
験）

鈴鹿市役所健康福祉部
健康づくり課
059-327-5030
（申し込みが定員に達し
ましたので，受付終了し
ています）

64 通いの場「立田町サ
ロン」健康ケアアドバ
イザー

通いの場代表者 自治会集会所 3月1日 13:00～15:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

65 通いの場「このゆびと
～まれ」

通いの場代表者 マンション集会室 3月1日 13:30～16:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182



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4．日時

66 幼児健診 桑名市健康推進課 中央保健センター 3月1日
3月8日

13：00～14：
30

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

内容：1歳6ヶ月健診・
3歳児健診児時、乳が
ん・子宮がん検診の案
内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民または市内
で勤務している人

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

67 メンタルパートナー養
成講座

桑名市 中央保健センター　健
康教育室

3月2日 13:30～14:30 https://www.city.
kuwana.lg.jp/inde
x.cfm/24,59689,2
29,html

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

内容：メンタルパート
ナー養成講座。講座の
中で、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

68 通いの場「力尾サロ
ン」健康ケアアドバイ
ザー

通いの場代表者 3月6日 13:00～15:00 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

69 通いの場「サロン諸
戸」

通いの場代表者 3月6日 9:00～11:30 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

70 桑名いきいき体操の
つどい

桑名市健康推進課 桑名市中央保健セン
ター　健康教育室

3月7日 9:30～10:00 三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

市民が集って桑名いき
いき体操を体験。
参加者の方に、乳が
ん・子宮がん検診の案
内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182



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4．日時

71 通いの場「古野サロ
ン」健康ケアアドバイ
ザー

通いの場代表者 3月7日 14:30～15:30 地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：通いの場参加者

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

72 シルバー人材セン
ター
セミナー

桑名市シルバー人材
センター

大山田コミュニティプ
ラザ

3月8日 11:00～11:45 桑名市シルバー人材セ
ンター
TEL.0594‐22‐0468

地域住民が集う通いの
場において、参加者の
方に、乳がん・子宮が
ん検診の案内を行う。
（チラシ配布）
対象：市民

三重県桑名市健康推進
課
TEL.0594‐24‐1182

73 女性の体と心の電話
相談・展示

松阪市健康づくり課 松阪市健康センター
嬉野保健センター
飯南ふれあいセン
ター
:飯高地域振興局地域
住民課

平成30年3月
1日（木）～3
月8日（木）

午前9時～午
後5時

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/health-haruru/list100-290.html松阪市健康づくり課
℡0598－20－8087

電話･来所の健康相談
と、女性のライフサイ
クル・女性ホルモンの
体や心の影響について
のポスターを掲示し周
知啓発を行う。また、
美味しくて簡単！しか
も女性の体にやさしい
レシピを配布する。

松阪市健康づくり課
℡0598－20－8087

74 現代女性に知って欲
しい健康情報パネル
展

伊勢市 伊勢市中央保健セン
ター健康テラス

2018/3/1～
31

8:30～17:15 三重県　伊勢市　健康課
℡0596-27-2435

・月経関連疾患、骨粗
しょう症、冷え症ほ
か、女性に特徴的な疾
病・症状とｾﾙﾌｹｱの啓
発
・「女性のための健康
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」進呈

三重県　伊勢市　健康課
℡0596-27-2435

75 健康チェックコーナー 伊勢市 伊勢市中央保健セン
ター健康テラス

2018/3/14～
16

10:00～15:30 三重県　伊勢市　健康課
℡0596-27-2435

・血圧、体組成、脳年
齢など常設の測定ｺｰﾅｰ
へ肌年齢、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの
測定機器を追加し、健
康づくりの啓発を行う

三重県　伊勢市　健康課
℡0596-27-2435

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/health-haruru/list100-290.html
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76 働く世代の健康づくり
支援事業

健康づくり課 三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

働く世代を対象に、健
康づくりに取り組む
きっかけをつくる。登
録した事業所に健康情
報を配信。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

77 健康づくり団体スキル
アップ教室

健康づくり課 三重県四日市市　「三
重北勢健康増進セン
ター」

3月2日 ９：３０～正午 http://www.city.y
okkaichi.lg.jp/ww
w/contents/1515
648136135/index
.html

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

健康ボランティア、自
治会、サークルなどの
自主的な団体が、今後
も健康づくり活動が継
続できるよう情報の提
供や交流の場。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

78 給食施設従事者研修
会

健康づくり課 三重県四日市市総合
会館７階　第１研修室

3月7日 １３：３０～１
６：４０

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

市内給食施設に対し、
提供される対象へ適正
な栄養管理が行えるよ
う質の向上を図る場。

三重県四日市市健康づ
くり課
電話０５９－３５４－８２９
１

79 津市ケーブルテレビ
文字放送

津市 津市全域 3月1日～3月
7日

健康づくり課 ケーブルテレビにて女
性の健康週間について
文字放送し、啓発を行
う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310

80 津市広報（2月16日
号）同時配布「健康づ
くりだより」

津市 津市全域 2月16日号 健康づくり課 広報に女性の健康習慣
について掲載し、啓発
を行う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1515648136135/index.html
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81 3歳児健康診査 津市 中央保健センター
久居保健センター

3月8日・22日
3月1日・15日

13：00～14：
30（受付時
間）

健康づくり課 保護者に対しがん予防
についてのリーフレッ
トを配布し啓発を行
う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310

82 1歳6ヶ月児健康診査 津市 中央保健センター
久居保健センター

3月1日・15日
3月8日・22日

13：00～14：
30（受付時
間）

健康づくり課 保護者に対し女性がん
予防についてのリーフ
レットを配布し啓発を
行う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310

83 離乳食教室 津市 河芸保健センター
久居保健センター

3月14日
3月23日

13：30～15：
00
〃

健康づくり課 相談時に、リーフレッ
トを配布し（女性がん
予防・検診啓発、生活
習慣病予防等につい
て）啓発を行う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310

84 すくすく健康相談 津市 中央保健センター
久居保健センター
河芸保健センター
安濃保健センター
白山保健センター

3月9日
3月5日
3月12日
3月19日
3月14日

13：30～15：
00
〃
9：30～11：00
〃
〃

健康づくり課 相談時に、リーフレッ
トを配布し（女性がん
予防・検診啓発、生活
習慣病予防等につい
て）啓発を行う。

健康づくり課
TEL　059-229-3310


