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KENKOUKAN
 

 

 

 

※いずれも市内に住民登録・外国人登

録をしている方が対象です。 

※年度内に同じ検診を重複して受ける

ことはできません。 

※70歳以上の方、65歳以上の方で障害認

定を受けた方、生活保護世帯、市民税非

課税世帯の方は無料です。市民税非課

税世帯の方は当日受付をする前に事務

所窓口までお越しください（乳がんは除く）。 

※40歳以上で健康手帳をお持ちの方は、

持ってきてください。 

※検診結果は約1カ月後に郵送します。 

※いずれも申込みは、電話で健康づくり

課（　82-2252）へ。 

 
  結核レントゲン検診（対象年齢変更）のお知らせ
　結核予防法が改正され、平成17年4

月1日から結核レントゲン検診の対象

者が65歳以上に変更されました（夏に

地域を検診車で巡回していた胸部検

診）。なお、40歳から64歳までの方に

関しては、肺がん検診の際にも、結核

の診断ができますのでご利用ください。

なお、肺がん検診の日程は、6月20日

号以降の広報すずかをご覧ください。 

胃がん 
対象／40歳以上の方　とき・とこ
ろ／6月23日㈭9時～11時：白子コ
ミュニティセンター、7月11日㈪9

時～11時：保健センター　定員／
各40人　費用／1,000円　申込み／6
月23日分は受付中、7月11日分は5

月23日㈪から 

※妊娠中の方、または妊娠していると思わ

れる方は受診できません。前日の21時

以降は飲食、喫煙はしないでください。 

 

乳がん（マンモグラフィ検診） 
対象／40歳以上の女性　とき／7月
28日㈭　9時30分～11時、13時～14

時30分　ところ／保健センター　
定員／午前50人、午後50人　費用
／2,800円　持ち物／バスタオル　
申込み／5月23日㈪から 
※マンモグラフィは乳房専用のレント

ゲン撮影です。 

※撮影の際は、制汗剤やパウダーなどは使

用しないでください。がんのサインである

石灰化に非常に似て写ることがあります。 

※妊娠中の方、または妊娠していると

思われる方は受診できません。 

※ペースメーカーなど、胸壁や乳房内に人

工物が入っている方は受診できません。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグ

ラフィ検診を重複して受けることは

できません。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／6月
21日㈫、7月28日㈭13時～14時　と
ころ／保健センター　定員／各100
人　費用／900円　申込み／6月21
日分は受付中、7月28日分は5月23

日㈪から 

※生理日の方は受診できません。検診

前日の接触と洗浄は避けてください。 

 

 

 

すくすくファミリー教室
■プレパパ・ママコース
　妊娠・出産・子育てについて話

し合う仲間をつくりましょう。ぜひ、

夫婦で参加してください。 

対象／妊娠5カ月から7カ月の方と
その夫で初参加の方 

※お一人での参加も可能です。 

とき・内容(3回シリーズ)
○7月8日㈮　10時～11時30分　「助

産師による講話・軽い体操、おし

ゃべり会」　○7月19日㈫　9時30

分～11時30分または13時30分～15

時30分　「助産師による沐浴指導

と体験学習・保健師による母子保

健制度の紹介」　○7月31日㈰　10

時～11時30分 「パネルシアターで

子どもについて知ろう、先輩パパ・

ママ・子どもとの交流」　ところ
／保健センター　定員／30人　申
込み／6月1日㈬から（電話予約制） 
※1回目は動きやすい服装でお越しく

ださい。 

 

■マタニティクッキングコース
　妊娠中の食生活について学び、

妊娠中の悩みや子育てについて話

し合える仲間をつくりましょう。 

対象／妊娠中の方で初参加の方　
とき／7月25日㈪　9時30分～12時30分
ところ／保健センター　内容／栄養士
による講話、調理実習　定員／20人　

費用／実費負担（材料費）　申込み
／6月1日㈬から（電話予約制） 

■離乳食コース
　離乳食に関する知識を深め、育

児について話し合える仲間をつく

りましょう。 

対象／平成17年1月から3月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方　と
き／6月10日㈮10時～11時30分　と
ころ／保健センター　内容／講話「離
乳食について」～離乳初期から中

期を中心に～離乳食の調理説明、

栄養相談　定員／30組　費用／無
料　申込み／5月30日㈪から（電話
予約制） 

 

■子育てコース 
　親子のふれあい遊びを通じて、仲

間づくりをしましょう。 

対象／平成16年6月から9月生まれの
子とその保護者で初参加の方　とき
／6月10日㈮13時30分～15時　とこ
ろ／保健センター　内容／親子のふ
れあい遊びなど　定員／30組　申込
み／5月31日㈫から（電話予約制） 
 

 

　春期（5月・6月）はポリオ予防

接種の推奨期間です。鈴鹿市では

すべて個別接種で実施しています。

受け忘れがないか確認し、母子健

康手帳、健康保険証、予診票を持

って市内実施医療機関で受けまし

ょう。予診票がお手元にない方は、

健康づくり課または地区市民セン

ターでお渡ししますので、母子健

康手帳を持ってお越しください。 

【対象年齢】
生後3～90カ月未満 

※個人情報保護に関する法律の施行に

より、予診票の様式が一部変更とな

っています。旧様式の予診票をお持

ちの方は、接種の際に署名をいただ

くことがあります。 

 

 

 

　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行

います。対象の方に個別に通知します。

受診日の変更は健康づくり課へ。 

 

健康食材 旬の 



写真①

写真②

　　予防接種 

　　健康診査 

健康館 
　　検　診 

　　相　談 　　相　談 

　　教　室 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
6月9日(木） 

13時30分～15時 
医師による
市民健康相談

5月23日（月）～6月3日(金) 
※定員になり次第締切り 

4人程度 相談医：日置琢一　医師（泌尿器科） 保健センター 

6月24日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

6月24日(金） 
受付　10時～11時 

すくすく広場
（育児相談）

ー ー 母子健康手帳（育児相談希望者）持参 保健センター 

健康づくり課　82-2252　 82-4187　kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp  　受付時間　8時30分〜17時
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近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅
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上村美紅ちゃん・ルミ子さん
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上村美紅ちゃん・ルミ子さん
み　く

　　　5月は「かびシーズ

ン」の始まりといわれます。カビはアレルギー

性疾患の原因となったり、免疫力が低下すると、

病原性の弱いカビでも病気の引き金にもなりま

す。水回りは梅雨に入る前に掃除して、カビの

栄養源を取り除きましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 
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●カツオ

健康食材 健康食材 旬の 旬の  

 

 

　初夏に捕れる初ガツオには、

良質のたんぱく質が100ｇあたり

に約25ｇ含まれており豊富です。

鉄も1.9mgとたっぷり含んでいます。

ビタミンもＢ群、ビタミンＤ、

ナイアシンが目立ち、特に血合

いのところにビタミン、ミネラ

ルが多く含まれます。また、赤

血球の生成を促すビタミンＢ12も

100gあたり8.4μgと豊富で、貧血

予防に有効です。目の後ろの脂

肪に多く含まれるＤＨＡは脳細

胞を活性化し、学習効果を高め

るとともに、コレステロールを

減らし、血管をしなやかにする

効果があります。このように、

カツオには血液をサラサラにして、

若々しい血管をつくり、脳の働

きを活発にする効果もあります。 

 

 ●むし歯の予防 

　むし歯は歯の表面についた歯

垢が原因です。歯垢がつきやす

い場所は、奥歯の噛む面（咬合

面）の溝の中、歯と歯が隣り合

っている面（隣接面）、さらに

は歯と歯肉の境目（歯頸部）な

どで、こうした部位にむし歯が

よくできます。 

　歯垢は歯ブラシが届けば簡単

に除去できます。しかし、歯の

形は複雑であるため、歯ブラシ

が届きにくい、あるいは届かな

い部位もあります。例えば、写

真のように歯ブラシの毛先はむ

し歯になりやすい咬合面の溝の

内部（写真①）や、隣接面の接

触点の直下（写真②）には届か

ないことがあります。このよう

な部位のむし歯予防を歯ブラシ

だけで行うのは不可能に近いため、

歯ブラシによるむし歯予防にも

限界があります。 

　歯ブラシ以外のむし歯予防の

方法には、フロスなどの補助器

具の使用、フッ化物の使用、シ

ーラントなどがあります。フロ

スは隣接面の清掃に効果的です。

奥歯の隣接面にフロスを通すのは、

最初は難しく感じるかもしれま

せんが、少し練習すればだれに

でもできます。フッ化物の応用

には、フッ化物歯面塗布やフッ

素洗口、フッ化物配合歯磨剤の

使用などがあり、むし歯予防に

効果的です。また、咬合面の溝

に対するむし歯予防にはフッ化

物配合のシーラントを行うのが

有効です。 

　毎日歯磨きを行っているのに

むし歯になってしまう人は、む

し歯予防の方法について歯科医

師に相談するとよいでしょう。 

し 

こう 

こう ごう 

めん 

フ　ロ　ス・・・糸ようじとも呼ばれ、
指に巻きつけて使用するものや、
ホルダー付きのものがあります。 

シーラント・・・奥歯の溝を、歯と結
合する性質の充填材で予防的に
ふさぐ方法です。この方法では
歯を削ることはありません。 


