
 

 

 

 

※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（乳がん検診、

肺がん検診のたんの検査は除く）。 

※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。 

肺がん   
対象／40歳以上の方　とき／9月22
日㈭　9時～11時　ところ／保健セ
ンター　定員／120人　費用／レント
ゲン撮影200円、たんの検査600円　

申込み／7月25日㈪から 
 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／8月8日
㈪　9時～11時　ところ／保健セン
ター　定員／40人　費用／1,000円　
申込み／受付中 
※妊娠中の方、または妊娠の可能性のあ

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／8月

23日㈫、9月16日㈮、21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／8月23日分は受付中、9月16日、
21日分は7月25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。 

※8月23日分から保健センターで行う

子宮がん検診の受付時間が14時30分

まで延長になりました。7月28日㈭

分の受付時間は従来どおり14時まで

ですのでご注意ください。 

 

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／受付中 
 

乳がん（マンモグラフィ検診）
対象／40歳以上の女性　とき／9月
16日㈮、21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／
2,800円　持ち物／バスタオル　
申込み／7月25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。撮影の範囲は乳房か

らわきの下を含めた部分になります

ので、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、または妊娠の可能性の

あ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。 

※8月23日分から保健センターで行う

乳がん検診の受付時間が15時まで延

長になりました。7月28日㈭、8月1

日㈪分の受付時間は従来どおり14時

30分までですのでご注意ください。 

 

 
●教室

○お知らせ 
　骨密度測定、骨粗鬆症予防教室を

9月に予定しています。詳しくは、

広報すずか8月20日号をご覧ください。 

 

さわやかスリム教室（肥満予防教室）
対象／65歳未満の方で、太り気味が

気になっている方（高血圧、糖尿病、

心臓病などで現在治療中でない方） 

とき／9月28日㈬、10月12日㈬、26

日㈬、11月2日㈬、22日㈫、12月7日

㈬、21日㈬の全7回シリーズ　13時

30分～15時30分（12月7日のみ10時

～13時15分）　ところ／保健センタ
ー　内容／運動や調理実習など　定
員／25人　費用／1,000円程度（材
料費）　申込み／7月25日㈪から 
 

すくすくファミリー教室
■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3月から5月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方　とき／
8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／7月26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（4歳以上）の幼児とそ
の保護者　とき／8月25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／7
月28日㈭から（電話予約制） 

 

●予防接種
　小・中学生の保護者の方、ＤＴ2

期の予防接種はお済みですか。ま

だお済みでない方は早めに接種し

ましょう。 

対象年齢／11～13歳未満　ところ／
実施医療機関　回数／対象年齢内で
1回　持ち物／母子健康手帳、健康
保険証、予診票（予診票は市内実施

医療機関にあります） 

※実施医療機関へは、必ず保護者の方

が同伴してください。 

 

 

●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 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
8月11日（木） 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

7月25日（月）～8月5日(金) 
※定員になり次第締切り 

4人程度 相談医：島村栄員　医師（胃腸・外科） 

8月26日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

8月26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 

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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　　　例年7、8月に熱中

症の被害が集中しています。時間帯別に見てみ

ると、気温が最も上昇する14時から17時の間

に多発しています。高温、直射日光下での作業

では、定期的な休憩と、十分な水分と塩分の補

給に心掛けましょう。 
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　土用の丑には欠かせないウナギは

高栄養、高薬効の食材で、日本は世

界一の消費国です。ウナギはビタミン・

ミネラルが驚くほど豊富で、ビタミンでは、

Ａ・Ｂ群、Ｄ、Ｅが、すべて十分な含有量

を誇っています。また、カルシウムや良

質の蛋白質、脂質もたっぷり含まれて

おり、栄養素のバランスが非常に優れ

ています。効能としては、夏バテ防止

が挙げられます。ビタミンＢ12には食欲

不振を解消し、体力を増強する働きが

あり、コプロテインという成分は、弱っ

た胃腸の粘膜を優しく守り、消化吸収

を助けます。また、ビタミンＡ、Ｅは免

疫力を高める作用が強いのでウイルス

や細菌、がんから体を守ってくれます。

肌荒れや風邪の予防、冷え性や肩こり、

腰痛の緩和などにも有効です。さらに、

ＥＰＡとＤＨＡも豊富に含まれ、動脈

硬化や高血圧などの生活習慣病の

予防にも効果があります。 

 

 生活習慣病を予防しましょう  

○生活習慣病の原因
　「生活習慣病」とは高血圧・高

脂血症・がん・脳卒中・心臓病・

糖尿病などの病気を総称したもの

です。これらの病気は毎日の食生

活や嗜好、運動不足、ストレスな

どの生活習慣の積み重ねによって

引き起こされます。栄養の偏りや

高カロリーの食事が肥満を招いたり、

運動不足から代謝機能が落ちたり、

骨、筋肉が衰えるなど、生活習慣

が体に及ぼす影響は大きいものです。 

○データから見るがんによる死亡数割合
　がんによる死亡数割合に注目し

てみると、本市では肺がんに次いで

胃がん、大腸がんが多く、女性のが

んも増えています。また、全国デー

タと比較してみると、肺がん、乳がん・

子宮がんにおける死亡率が若干高

いことが分かります【右グラフ】。 

　健康は大切な財産です。まずできること

から「予防」のための取り組みをしましょう。 

 

○基本健康診査・がん検診
　本市では、健康相談や教室、各

種がん検診を実施しています。こ

の機会にライフスタイルの見直しや

健康チェックをして、皆さんの健康

管理にお役立てください。また秋に

医療機関で健(検)診を実施します。 

・9月1日㈭〜10月14日㈮
　基本健康診査・前立腺がん検診 
・9月1日㈭〜10月31日㈪
　子宮がん・胃がん・大腸がん検診 

※詳しくは、広報すずか8月5日号をご覧ください。 
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