
●検診

 

 

 

※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、老人保健医療対象者で

65歳以上70歳未満の障害認定を受けて

いる方、生活保護世帯の方、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 

 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／11月
21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／9月26日㈪から 
※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。 

 

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／受付中 
 

乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／11月
11日㈮ 9時30分～11時、13時～15時　

11月25日㈮ 9時30分～11時、13時30分

～15時　ところ／11月11日分は保健セ
ンター、11月25日分は旭が丘公民館　

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
／9月26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。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／10
月13日㈭、31日㈪、11月11日㈮13

時～14時30分　11月25日㈮13時30

分～14時30分　ところ／10月13日、
31日、11月11日分は保健センター、

11月25日分は旭が丘公民館　定員
／各100人（11月25日分は50人）　

費用／900円　申込み／10月13日、
31日分は受付中、11月11日、25日

分は9月26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。 

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

前立腺がん検診　10月14日㈮まで 

○胃・大腸・子宮がん検診　10月31日㈪まで 

※詳しくは、8月5日号の広報すずかをご覧ください。 

 

 

●教室

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。 

対象／40歳～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（調理実習費）　申込み
／受付中（定員になり次第締切り） 

 

さわやかスリム教室（肥満予防教室）
内容／9月28㈬から7回シリーズ
運動、調理など　申込み／受付中 
 

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／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／受付中 
 

■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10月から平成17年1月生
まれの子とその保護者で初参加の方　

とき／10月18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／10月4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5月から7月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方　と
き／10月18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／10月3日㈪から

（電話予約制） 

 

 

●予防接種

　麻しん・風しんの予防接種は、平成

18年4月1日付けでMR（麻しん・風しん

混合）ワクチンとなり、接種回数が2回

となります。対象年齢は、第1期：生後

12～24カ月未満、第2期：5歳以上7歳

未満の者であって、小学校就学の始期

に達する日の1年前の日から当該始期

に達する日の前日までの間にある者に

変更されます。 

　平成18年4月1日で満2歳に達する方で、

まだ麻しん・風しん予防接種が完了して

いない方は、平成18年3月31日までに接

種が完了できるようかかりつけの医師に

ご相談ください。 

 

 

●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 
10月13日(木) 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

9月26日（月）～10月7日(金)
※定員になり次第締切り 

4人程度 萩原正芳　医師（内科）  

10月28日(金) 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

10月28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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　　　身体活動量が多い

人や、運動をよく行っている人は、高血圧・

肥満・骨粗鬆症などになる割合や死亡率が低

いことが認められています。スポーツの秋の

到来です。まずは手軽な歩行を中心とした身

体活動量の増加を心掛けてみましょう。 
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　サンマには脂質が多く含まれて

いて、100g中に24.6gもあります。

また、カルシウムやマグネシウム、鉄、

鉄、亜鉛などのミネラル、ビタミンＡ・

Ｂ群・Ｄ・Ｅ、ナイアシン、葉酸な

どのビタミン類も十分に含まれてお

り、タンパク質も良質で、含有量も

十分です。また、青魚であることか

ら、ＥＰＡやＤＨＡが豊富に含まれ

ています。こうした栄養素のうち、鉄、

亜鉛や造血作用のあるビタミンＢ12、

葉酸は貧血防止に大いに力を発

揮し、さらにビタミンＢ群は、疲労

回復などにも効果が大きいです。

また、ＥＰＡやＤＨＡは、動脈硬化

や心筋梗塞などの予防に有効です。

サンマは口先が黄色いものが脂の

のりが良く、目のきれいなものが新

鮮ですので、より栄養が高いとい

えるでしょう。 
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　　予防接種 
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子どもの事故 
子どもの事故死
　子どもは大人が予想もしなかった

ことで事故を起こすことがあります。

0歳児の事故死で最も多いのは窒

息が原因によるものです。主に吐い

たものを喉につまらせたり、ベッド

内でふとんや枕で口や鼻をふさい

でしまうことによる窒息が多く起きて

います。その他、事故死で多いのは、

交通事故や転落、転倒、溺死です。

1～4歳児では、事故死の原因で半

数以上を占めているのが交通事故

と溺死によるもので、溺死の半数以

上は家庭の浴槽で起きています。

また、5歳以上では交通事故による

事故死が半数を超えています。 

事故死の原因
　なぜ子どもの事故は起きるのでしょ

うか。それは、乳児期は手に触れたもの

は何でも口に持っていく行動特性があ

ることや、大きくなるにつれて自己中心

的な行動を取ったり、好奇心が強くなり、

大人には想像もできないような遊び

方をしたり、道具を使うからです。　 

事故の防止
　子どもの事故を防止するためには、

周囲にいる大人が環境を整えることが

大切です。何でも口の中に入れるよう

になると、小さなおもちゃやタバコを誤

飲することもあります。誤飲する可能

性のあるものは、子どもの手の届かな

いところに置きましょう。浴槽は水を抜

いておいたり、浴室に鍵をかけるよう

にするとよいでしょう。子どもがいる家

庭やこれから子どもを迎える家庭では、

今一度、子どもの視点に立って、事故

防止の環境を整えてください。もし事

故が起きた場合は速やかに応急処置

をし、子どもの反応や様子をみたうえで、

医療機関で受診しましょう。 
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