
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 はじめての子宮がん
検診応援事業

香川県 香川県内各地の大学
等

原則2月28日
までの大学
が希望する
日

香川県健康福祉部健康
福祉総務課
087-832-3261

若い世代の女性（女子
学生）を対象とした健
康教育及び子宮がん検
診の実施

香川県健康福祉部健康
福祉総務課
087-832-3261

2 食生活改善推進員
リーダー研修会

香川県小豆総合事務
所

土庄町やすらぎプラ
ザ

2018/2/23
（金）

午後１時半
～３時半

なし 香川県小豆総合事務所
保健福祉課
TEL0879-62-1373

講話・調理実習
「野菜をおいしく食べよう
パート２」
 ～カンタン！野菜とオ
リーブオイルで毎日プラ
ス１皿～

香川県小豆総合事務所
保健福祉課
TEL0879-62-1373

3 ３月１日～３月８日は
女性の健康週間です

丸亀市 丸亀市ホームページ ３月１日～３
月８日

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

丸亀市健康課
0877-24-8806

女性の健康週間の周知
や乳がんの自己触診法
などの掲載

丸亀市健康課
0877-24-8806

4 広報さかいで 坂出市 香川県坂出市全戸配
布

平成30年3月
号

坂出市けんこう課
℡0877-44-5006

広報誌における女性の
健康週間の周知および
骨粗しょう症予防や検
診の必要性の普及啓発

香川県坂出市けんこう課
健康係
℡0877-44-5006

5 女性の健康週間 坂出市 坂出市ホームページ H30.2.26～
H30.3.31

http://www.city.s
akaide.lg.jp/soshi
ki/kenkou/jyosei
kennkousyuukann
.html

坂出市けんこう課
℡0877-44-5006

ホームページにおける
女性の健康週間の周知
および骨粗しょう症予
防や検診の必要性の普
及啓発

香川県坂出市けんこう課
健康係
℡0877-44-5006

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 川津健康づくりグルー
プ

坂出市川津健康づく
りグループ

坂出市川津公民館 H30.3.2 9：30～12：00 坂出市けんこう課
℡0877-44-5006

地区住民主体の女性グ
ループを対象とする健
康づくりの健康教育お
よび体育指導者による
運動の実践指導

香川県坂出市けんこう課
健康係
℡0877-44-5006

7 パパママ教室 観音寺市健康増進課 観音寺市保健セン
ター

3月4日 9:00-11:30 http://www.city.k
anonji.kagawa.jp

観音寺市健康増進課
tel0875-23-3964

対象：妊娠中の夫婦と
その家族
内容：妊娠中の過ごし
方（生活・栄養・喫煙
等の講話）赤ちゃんの
お世話の仕方、赤ちゃ
んのお風呂実習

観音寺市健康増進課
tel0875-23-3964

8 女性の健康週間　市
広報掲載

東かがわ市 市広報3月号 香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

女性の健康週間の周知 香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

9 妊産婦・乳幼児健康
相談

東かがわ市 東かがわ市引田公民
館

3月1日 9:30～11:00 香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

保健師・栄養士による
健康チェック及び健康
相談・栄養相談

香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

10 女性の健康週間啓発
キャンペーン

東かがわ市 東かがわ市引田 3月4日 午前中 香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

引田ひなまつり会場に
て、乳がん検診の啓発
を含めた女性の健康に
関するチラシの配布

香川県東かがわ市保健
課健康づくりグループ
TEL　0879-26-1229

http://www.city.kanonji.kagawa.jp/
http://www.city.kanonji.kagawa.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

11 毎日がんばっている
女性のための骨密度
測定

三豊市健康福祉部健
康課

①香川県三豊市　市
民交流センター多目
的ホール
②香川県三豊市　高
瀬地域子育て支援セ
ンター
③香川県三豊市　すく
すくランドたくま広場

①平成30年2
月12日（月）
②平成30年
３月6日（火）
③平成30年3
月8日（木）

①9:00～
10:00
②10：30～
11：30
③10：30～
11：30

なし 香川県三豊市健康福祉
部　健康課
香川県三豊市高瀬町下
勝間2373番地1
TEL　0875-73-3014

①愛育会イベントと同
日開催し、参加してい
る女性を対象に、骨密
度測定、健康相談、女
性がん検診の普及啓発
を行う。
②③施設を利用してい
る女性を対象に、骨密
度測定、健康相談、女
性がんについての健康
教育を行う。

香川県三豊市健康福祉
部　健康課
香川県三豊市高瀬町下
勝間2373番地1
TEL　0875-73-3014

12 もっと知ってほしい女
性の健康

三豊市 広報みとよ3月号 なし 香川県三豊市健康福祉
部　健康課
香川県三豊市高瀬町下
勝間2373番地1
TEL　0875-73-3014

女性の健康について、
女性ホルモンの影響や
禁煙についてコラムを
掲載。

香川県三豊市健康福祉
部　健康課
香川県三豊市高瀬町下
勝間2373番地1
TEL　0875-73-3014

13 運動・スポーツ習慣化
プログラム
～みんなで楽しく元気
に！目指せ！スポー
ティーアイランド！！
～

土庄町生涯学習課 土庄町高見山公園テ
ニス場

2月11日 9:00
～10：30

土庄町生涯学習課
（土庄町立中央公民館
内）
0879-62-7013

テニス
20歳以上の女性向けに
様々なスポーツを楽し
むことで、スポーツを
生活習慣の一部として
続けられるようなプロ
グラムを実施

土庄町生涯学習課
担当：木下
0879-62-7013

14 女子力アップ塾 土庄町男女共同参画
推進員会

土庄町立中央公民館 2月25日 　13：30～
15：00

無 土庄町男女共同参画推
進員会事務局
℡0879-62-7015

男女共同参画社会の推
進のために、地域住民
に様々な分野で活躍す
る方のエネルギーに共
感を得てもらい、男女
ともに輝く社会の実現
を目指す勉強会。

土庄町　住民環境課
人権推進室
℡0879-62-7015
E-mail：
t0689@town.tonosho.lg.jp

15 広報みき3月号 三木町 三木町内、広報配布
世帯
（約9,000世帯）

2/20発行 三木町役場
健康福祉課健康係

健康だよりとして女性
の健康週間について掲
載

三木町健康福祉課
担当：田岡
087-891-3304



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

16 週間啓発事業 宇多津町保健セン
ター

宇多津町保健セン
ター

週間の期間
前から期間
中にかけて

常時 hoken-
c@town.utazu.kag
awa.jp

宇多津町保健センター ポスター掲示、広報誌
掲載、健診、健康相談
時に個別啓発等

宇多津町保健センター
（電話（0877）49-8008）

17 若返り体操 綾川町 綾川町国保総合保健
施設えがお

3月6日 １３：３０～
　　　１５：００

国保総合保健施設えが
お
☎（087）876-2525

健康運動指導士による
初心者向けの体操教室

香川県綾歌郡綾川町
国保総合保健施設えが
お
☎(087)876-2525

18 いきいきセミナー 綾川町 綾川町いきいきセン
ター

3月16日 １３：３０～
　　　１５：００

いきいきセンター
☎(087)878-2212

女性特有の問題でもあ
る骨粗鬆症について
・骨密度測定の実施
・管理栄養士の講話

香川県綾歌郡綾川町
国保総合保健施設えが
お
☎(087)876-2525

19 女性のビューティー
アップセミナー

琴平町 琴平町総合センター 3月6日 10:00～11:30 なし 琴平町健康推進課保健
係0877-75-6723

町内在住の女性約50名

コンディショニングに
ついての講義と実技

琴平町健康推進課
℡0877-75-6723
Email:
kenkousuisin@town.koto
hira.lg.jp

20 健康づくりセミナー
第２回「あなたの骨は
大丈夫？～骨粗しょう
症について～」

第３回「あなたの骨は
大丈夫？～骨粗しょう
症予防の運動教室
～」

第４回「乳がんの予防
と治療について」（医
師の講演会）

多度津町 多度津町民健康セン
ター

第２回
8月23日（水）

第３回
9月15日（金）

第４回
10月19日
（木）

13：30～15：
30

町広報
町ＨＰ

多度津町及び多度津町
健康づくり推進協議会
０８７７－３２－８５００

H28骨粗しょう症検診
受診者及び健康づくり
に関心のある地域住民
を対象に、ロコモ予防
に関する講話及び実技
とロコモキーパー養成
講座を併せて実施。
また、第4回は、女性
を対象に、乳がん検診
の重要性と最新の治療
方法について医師の講
演会を開催。

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００



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

21 食生活改善推進協議
会地区講習会「生涯
骨太クッキング」

多度津町及び多度津
町食生活改善推進協
議会

町民健康センター及
び町内３か所の地区
公民館

Ｈ30年
1月22日（月）
1月23日（火）
1月26日（金）
1月29日（月）
1月31日（水）
2月8日（木）

9：30～12：00 町広報
町ＨＰ

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

健康づくりに興味のあ
る地域住民を対象に
「ロコモ予防」や「生
活習慣病予防」をテー
マに保健師・管理栄養
士からの講話及び調理
実習、血圧測定を実
施。

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

22 広報たどつ（３月号）
町ＨＰ

多度津町 多度津町各世帯 2月末に各戸
へ配付
3月に町ＨＰ
へ掲載

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

女性の健康週間の周知
及びホルモンバランス
に影響される疾患、女
性のがん（子宮頸が
ん・乳がん）など女性
の健康の健康づくりに
関する啓発。

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

23 女性の健康週間の啓
発及び女性のがん検
診の啓発チラシの配
布

多度津町 多度津町民健康セン
ター

乳幼児健診
時に配付

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

女性のがん（子宮頸が
んと乳がん）に関する
こと及び乳がんの自己
検診や次年度の検診の
申込、女性の健康週間
に関する啓発チラシ
を、乳幼児健診の保健
指導の際に配付、説明
している。

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

24 女性の健康ガイドブッ
クの配付

多度津町 多度津町民健康セン
ター

母子手帳交
付時に配付

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

母子手帳交付時に妊婦
を対象に、月経の仕組
みやホルモンバランス
に関すること、女性の
がんなど若年期から更
年期までの女性の健康
に関するガイドブック
を配付し、啓発してい
る。

多度津町保健センター
０８７７－３２－８５００

25 女性の健康週間
パネル展

高松市 高松市図書館
高松市保健センター

２月２８日～
３月９日

高松市保健センター 対象：一般市民
内容：女性の健康づく
りに関するパネル展示
とリーフレット等の配
布

高松市保健センター
087-839-2363



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

26 女性の健康週間
健康セミナー＆相談
会

ピンクリボン香川県協
議会

瓦町ＦＬＡＧ健康ス
テーション第１第２大
会議室

3月2日 １３時３０分
～
１６時30分

ピンクリボン香川県協議
会（香川県予防医学協
会内）

対象：一般市民
内容：
・産婦人科医師による
講演
・産婦人科医師と乳腺
専門医による個別相談
・エステティシャンに
よるスキンケアとメイ
クの実演
・当事者によるピアカ
ウンセリング

ピンクリボン香川県協議
会（香川県予防医学協
会内）
087-868-5578

27 いきいきＮＡＶＩ（ケー
ブルテレビ）

高松市 ２月１６日～
２月２８日

高松市保健センター 対象：ケーブルテレビ
視聴者
内容：
・女性の健康週間につ
いて
・女性の健康づくりに
ついて

高松市保健センター
087-839-2363


