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※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　受付時間8時30分～17時）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する下記の検診）。

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。 

○検診車での巡回胸部検診
とき／8月24日㈬～26日㈮、29日㈪
～31日㈬、9月1日㈭、2日㈮、5日㈪

～7日㈬　費用／無料 
※検診車で市内の各会場を回ります。

詳しくは、8月5日号の広報すずかの

折り込みチラシをご覧ください。 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／7月11日
㈪、8月8日㈪　9時～11時　ところ／
保健センター　定員／各40人　費用
／1,000円　申込み／7月11日分は受付
中、8月8日分は6月24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。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／7月
28日㈭　13時～14時、8月23日㈫　

13時～14時30分　ところ／保健セ
ンター　定員／各100人　費用／
900円　申込み／7月28日分は受付中、
8月23日分は6月24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。 

乳がん（超音波による検診） 
対象／20歳以上の女性　とき／8月
23日㈫　9時30分～11時、13時～15

時　ところ／保健センター　定員
／午前50人、午後50人　費用／
1,800円　持ち物／バスタオル　申
込み／6月24日㈮から 
 

乳がん（マンモグラフィ検診） 
対象／40歳以上の女性　とき／8月
1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／6月24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。 

※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。 

 

 

●教室
すくすくファミリー教室
■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／受付中 
 

■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2月から4月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方　とき／7
月5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／6月27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7月から10月生まれ
の子とその保護者で初参加の方　

とき／7月5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／6月28日㈫から（電話
予約制） 

 

■おやつクッキングコース
　親子の触れ合いを通じて、手作

りおやつの大切さを学びましょう。 

対象／就学前で４歳以上の幼児とそ
の保護者　とき／7月26日㈫　9時45
分～12時　ところ／保健センター　
内容／調理実習　定員／15組　費用
／実費負担（材料費）　申込み／6
月30日㈭から（電話予約制） 

 

●予防接種
日本脳炎予防接種のお知らせ 

　厚生労働省より、今年5月30日付

で日本脳炎ワクチン接種の積極的

推奨を差し控える旨の勧告があり、

当市においてもこの勧告に沿って

対応します。 

　例年、広報すずかにおいて日本

脳炎予防接種の勧奨を、また、小

学4年生、中学3年生の保護者向け

に学校を通じて、接種勧奨のお知

らせを配布しておりましたが、当

分の間は積極的勧奨を差し控えさ

せていただきます。 

　ただし、接種を希望される方に

ついては、今回の措置ならびにワ

クチンの効果および副作用を医師

から説明を受け、同意書に署名し

た上で接種を受けることができます。 

※日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスの感染

によっておこる中枢神経の疾患で、人か

ら人への感染はなく、ブタなどの体内で

ウイルスが増殖された後、そのブタを刺し

たコガタアカイエカ（水田などに発生する

蚊の一種）などが人を刺すことによって

感染します。一般的な注意として、戸外

へ出かけるときには、長袖・長ズボンを身

につけるなど、ウイルスを持った蚊に刺さ

れないよう注意しましょう。
 

 

●健康診査
　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 
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医師による
市民健康相談

6月27日（月）～7月8日(金) 
※定員になり次第締切り 

4人程度 相談医　真鈴川　聡　医師（神経内科） 保健センター 

7月22日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

7月22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 
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　　　梅雨の時期は天候に

よる気温や湿度の変化により風邪をひきやすく

なります。また、これからの季節はクーラーに

よっても体調を崩しやすくなります。手洗いや

うがい、クーラーの温度調整などをしっかりと

行い、夏風邪の予防を心掛けましょう。 
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●タマネギ

健康食材 健康食材 旬の 旬の  

 

 

　一年中安定して出回りますが、

鈴鹿での収穫は6月がピークです。

常備野菜の中でも特に薬効に優れ、

目にしみる刺激成分が血液をサラ

サラに変えてくれます。特有の辛

みと、切ったときに目を刺激する成

分は、ねぎ類に共通する硫化アリ

ルです。硫化アリルには血液の凝

固を抑制する働きがあり、生で使

ったときにその効果を最も発揮しま

す。また、動脈硬化や血栓予防に

も効果が得られます。さらに硫化ア

リルは、エネルギー代謝にかかわ

るビタミンＢ１とタマネギの辛み成

分とが結びつくことで、慢性疲労

の回復、筋肉疲労の解消など、さ

まざまな疲れを除き、ビタミンＢ１の

神経鎮静作用はイライラなどスト

レスも解消します。 

 

 ●食中毒に注意 

　食中毒が心配な季節になりま

した。食中毒予防の3原則をし

っかり守りましょう。 

 

○食中毒予防3原則 

１清潔
　外から帰った時、トイレを済ませ

た後、調理の前、生の魚や肉を触

った後などは、せっけんをつけて

手をよく洗いましょう。包丁やまな

板などもこまめに洗いましょう。 

２迅速
　購入した冷凍食品や生鮮食品は、

帰宅後、早く冷蔵庫・冷凍庫に

入れましょう。調理したものは

すぐに食べましょう。 

３殺菌
　まな板、包丁、ふきんなどを

よく消毒しましょう。食品の内

部まで火が通るように、よく加

熱しましょう。 

 

○手洗いの順序 

　食中毒の原因となる細菌やウ

イルスは、手を運び役として食

品に付着するケースがあります。

こうした細菌やウイルスから手

を守るため、手洗いは非常に大

切です。 

 
手を水でぬらしてからせっけんを

つける 　➡　手のひらを洗う　➡

　手の甲を洗う　➡　指の間を洗う

　➡　指の先を洗う　➡　手首を

洗う　➡　流水でよく洗い流す　

➡　清潔なタオルでよく拭く
 

○手洗いの行いにくい部位 

　しっかりと洗ったつもりでも、

汚れや細菌は意外と残っています。

洗い残しやすいところは、手の

甲の親指や指先の部分、手のひ

らでは指先や親指と人さし指の

間の部分です。せっけんをつけ

てから1分くらいよく洗いまし

ょう。 
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やや手洗いをし損ないやすい部位 

最も手洗いをし損ないやすい部位 

手 の 甲  手 の ひ ら  


