
 
 
 
 
 
※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）。 

※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。 

医療機関で基本健康診査・がん検診を実施します。
○基本健康診査・肝炎ウイルス検診・前立

腺がん検診　9月1日㈭～10月14日㈮ 
○胃・大腸・子宮がん検診　9月1日㈭
～10月31日㈪ 

※詳しくは、8月5日号の広報すずかをご覧ください。 

 

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／受付中 
 
子宮がん 
対象／20歳以上の女性　とき／9月16
日㈮、21日㈬、10月13日㈭、31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／9月16日、21日分は受付中、
10月13日、31日分は8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）
対象／20歳以上の女性　とき／10月
31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／8月24日㈬から 
 
乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／10
月13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／8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。 

 
 

※各教室とも定員になり次第締切りです。 

 
さわやかスリム教室（肥満予防教室）
内容／７回シリーズ、運動や調理実
習など　申込み／受付中 
※詳しくは、７月20日号の広報すずかをご覧ください。 

ホッとな女性講座（更年期を元気に過ごすために）
　更年期はだれにでも訪れます。自分
の心や体の変化について、仲間と語り
合いませんか。（５回シリーズ） 
対象／40歳から60歳の女性　とき・内容
／○10月7日㈮13時30分～15時30分「更
年期ってなんだろう」　○14日㈮13時30
分～15時30分「更年期で変わる心と体」
○21日㈮13時30分～15時30分「運動して
リフレッシュ！！」　○11月11日㈮10時～13
時15分「更年期を快適に過ごす食生活
の工夫」　○18日㈮13時30分～15時30
分「更年期を語ろう」　ところ／保健セ
ンター　講師／医師、助産師、栄養士な
ど　定員／30人　費用／1,000円程度（材
料費）　申込み／8月26日㈮から 
 
健康こつ講座（骨粗鬆症予防教室）
■骨密度測定会
対象／20歳以上の骨密度測定を受けた
ことのない方　とき／9月13日㈫、14日
㈬9時30分～11時30分、13時～16時 
※13日（火）は20歳～49歳、14日（水）は50歳

以上の方が対象 

ところ／保健センター　定員／1日150人
費用／無料　申込み／8月25日㈭から 
※測定は裸足で行います。 

 

■骨コツ教室
対象／20歳から65歳の骨に関心のある方
とき・内容／○1日コース　9月21日
㈬10時～14時30分　「骨密度アップ作
戦」（保健師・栄養士による講話、調
理実習）○3日コース　・9月20日㈫
13時30分～15時30分「きちんと知りた
い骨の話」（保健師・栄養士の講話） 
・27日㈫13時30分～15時30分「丈夫な
骨を作ろう！」（運動体験） ・10月4日
㈫10時～13時15分「カルシウムアップ
作戦」（調理実習） 
※どちらかのコースを選択してください。 

ところ／保健センター　定員／各コー
ス25人　費用／800円程度（材料費）　
申込み／8月25日㈭から 
 
機能訓練（17年度後期）
対象／市内に住民登録をしている満40
歳以上の方で、医療終了後も訓練が必

要な方や心身機能の低下により訓練が
必要な方　とき／10月から18年3月まで
の第2・4月曜日（祝日は除く）13時30分
～15時30分　ところ／保健センター　
講師／理学療法士など　費用／無料　
申込み／8月22日㈪から 
※申請書、所定の健康診断書が必要です。 

 

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)
／○10月7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」○17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」○30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／8月31
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／10月24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／材料費実費負担　申込み／8月
31日㈬から（電話予約制） 
 
■子育てコース
　親子の触れ合い遊びを通じて、仲間
づくりをしましょう。 
対象／平成16年9月から12月生まれの
子とその保護者で初参加の方　とき／
9月9日㈮13時30分～15時　ところ／
保健センター　内容／親子の触れ合い
遊びなど　定員／30組　申込み／8月
30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4月から6月生まれの乳
児をもつ方で初参加の方　とき／9月9
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／8月29日㈪から（電
話予約制） 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
9月8日（木） 

13時30分～15時 
医師による
市民健康相談

8月22日（月）～9月2日(金) 
※定員になり次第締切り 

4人程度 相談医：駒田幹彦　医師（小児科） 

9月30日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

9月30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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　　　暑い夏には快適な

冷房ですが、冷やしすぎると体がだるく感じ

たり、頭痛・神経痛など体調に影響を及ぼし

ます。軽い運動などをして血行を促進したり、

外気温を考慮した温度設定や、衣服による調

節などをして冷房病を防ぎましょう。 
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　ナスの皮に含まれるアルカロイドは医

薬品にも利用されている化合物で、が

ん細胞の増殖を抑え、脳腫瘍の成長を

抑制する働きがあり、注目されています。

また、ナスのポリフェノールにもがん抑制の

効果がみられます。成分が特定できな

いものの、ナスのしぼり汁に乳がんの細

胞の増殖を抑える働きがあることが京

都府立医大の実験で確かめられ、その

抑制率は、ヘタで74.8％、皮で73.7％、

実では59.2％という数値が出ています。

ナスは94％が水分で、昔からのぼせを抑

えて体を冷やすと言われています。比

較的カリウムを多く含むので、利尿を促

進してむくみを抑える働きがあり、食塩

の取りすぎによる高血圧の改善に有効

です。皮に発がん抑制成分が多いので、

皮付きのまま調理しましょう。ナスの有

効成分は加熱しても効果は変わりません。 

 

　　　災害時の初期手当て 

○想定される災害
　9月1日は防災の日、9月9日は救急

の日です。災害や事故などに対しては、

常に迅速に対応できるように、市や

医師会は救急計画を作成し、被災者

救済や、連絡網の確保、ライフライン

回復についての検討、訓練を行い、

市民の生活と健康を守るために日ご

ろから準備をしています。特に想定さ

れる災害は、ここ10年以内に10％～

20％、30年以内に60％程度の確率で

起こるであろうと予想されているマグ

ニチュード8.1の東南海地震です。 

 

○災害に備えて　
　大規模地震が発生した場合、市に

災害対策本部が設置され、災害対

策本部は人的被害や医療機関の被

害状況、活動状況を把握した上で各

地区に医療救護所を設置し、医師

会に対して、医療救護班を派遣する

よう要請します。医師会は医師会長

の指示のもと、神戸、白子、平田地

区に救護班を派遣する体制が組まれ

ています。しかし、大規模な自然災

害などによって、同時に多数のけが

人が発生した場合、平常時のような

救急車による救護は期待できない事

態も考えられます。このような場合は、

当然自主救護に努めなければなりま

せん。そのためにも普段から応急手

当の知識を身に付け、手当てに必要

な用品を備えておく必要があります。

また、傷病者が発生した場合にお互

いに助け合って救護できるように、近

所あるいは組織内で救護活動時に

おける協力体制や環境を作っていく

ことも大切なことです。 

○救急フェアを行います
と　き　９月４日㈰ 
ところ　鈴鹿ハンター 
内　容　一般の人でも行える一次
的救命手当（心肺蘇生、止血など）

の講習会 

※市民の皆さんにも参加していただき、

災害時の初期手当てに役立ててください。 
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