
※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。 
※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。 

※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本人確認できるもの（免許証・保
険証など）を持参し、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）。 

と　　　き ところ 定　  員 費　　用 申　　込　　み 

肺がん
40歳以上の方 

5月12日㈮　9時～11時 保健センター 120人 レントゲン撮影   200円 
たんの検査  600円 

受付中 

（更年期をいきいき過ごすために） 
40歳～60歳の女性 

と　　　　　き 

検 診 ／ 対 象  

教 室 ／ 対 象  

相 　 談  

ところ 定　 員 費  用 申　込　み 

ホッとな女性講座

平成17年12月から平成18年2月生
まれの乳児をもつ方で初参加の方 

平成17年5月から8月生まれの
子とその保護者で初参加の方 

5月16、17日の骨密度測定
を受けられた方で20歳から
65歳の骨に関心のある方 

この1年間に骨密度測定を受けて
いない方。5月16日（火）は20歳
から49歳、17日（水）は50歳以上 

離乳食コース

保健センター 

保健センター 

保健センター 

25人 

300人（午前60
人、午後90人で
1日150人） 

25人 

内　　　容 

700円
程度 

300円程度 
(材料費)

4月20日㈭から 
（電話予約制） 

4月27日㈭から 
（電話予約制） 

4月27日㈭から 
（電話予約制） 

保健センター 30組 
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 

無  料 
4月25日㈫から
（電話予約制） 

保健センター 30組 無  料 

無  料 

4月26日㈬から
（電話予約制） 

5月9日㈫ 10時～11時30分 

5月9日㈫ 13時30分～15時 

5月16日㈫、17日㈬
9時30分～11時30分、13時～16時 

胃がん
40歳以上の方 

5月19日㈮、6月 9日㈮
9時～11時 

保健センター 各40人 
5月19日分は受付中 

6月9日分は4月24日㈪から 

乳がん
（超音波による）
20歳以上の女性 

5月30日㈫
9時30分～11時 

5月22日㈪、30日㈫、6月12日㈪
13時～14時30分 

保健センター 若干名 

午前50人 
午後50人 

50人 

受付中 1,800円 

900円 

1,000円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

6月12日㈪
9時30分～11時、13時～15時 

保健センター 2,800円 

40歳以上の女性 
  

子宮がん 保健センター 5月22日、30日分は受付中 
6月12日分は4月24日㈪から 

4月24日㈪から 

20歳以上の女性 

※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。 

※バスタオルを持ってきてください。 

※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。 

6月14日㈬13時30分～15時30分 
6月21日㈬13時30分～15時30分 
6月28日㈬13時30分～15時30分 
7月 5日㈬10時～13時15分 
7月12日㈬13時30分～15時30分 

更年期ってなんだろう 
更年期で変わる心と体 
運動してリフレッシュ！！ 
更年期を快適に過ごす食生活の工夫 
更年期を語ろう 

骨コツ教室 5月23日㈫13時30分～16時 骨密度アップ作戦（保健師・
栄養士による講話、おやつ作り） 

親子のふれあい遊びなど 

※講師は医師、助産師、栄養士などです。 

※当日は費用と筆記用具とエプロンと三角巾を持っ
てきてください。 

※健康手帳をお持ちの方は持ってきてください。 
※託児はありません。 

※バスタオルを持ってきてください。 
※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。 

※測定は、はだしですので、ストッキングなどはご遠慮ください。 ※健康手帳をお持ちの方は持ってきてください。 

子育てコース

骨密度測定会

　　予防接種 

健康館 健康館 

　　相　談 　　相　談 

　　検　診 　　　　検　診検　診 　　検　診 

健康フロア 健康フロア 

2 2006・4・20

と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 

5月11日㈭ 
13時30分～15時 医師による市民健康相談 4月24日㈪～5月2日㈫

※定員になり次第締切り 4人程度 森下 文夫医師（泌尿器科） 

5月26日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー 

ー ー 

ー 保健センター 

5月26日㈮ 
受付10時～11時 

すくすく広場（育児相談） 育児相談希望者は 
母子健康手帳を持参 

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○
●保健センター

親子でスマイル 親子でスマイル 親子でスマイル 一 口 メ モ 一 口 メ モ メ 
モ 

KENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 

馬仁田楓ちゃん・暁子さん
ま　に た　かえで　 　　 とき こ

　　相　談 

いずれも申込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　受付時間8時30分～17時15分）へ 



　4月1日からＭＲワクチンが定期の

予防接種になったことで、麻しん・

風しん予防接種は任意の予防接種

になりました。市では麻しん・風しん

予防接種費助成制度を実施します。 

　市内に住所がある方で、生後12

カ月に達した日以降、生後90カ月

未満の方で、平成18年3月31日ま

でに麻しん・風しんのどちらか一

方の予防接種しか受けられなかっ

た方、もしくは、どちらか一方の

病気にかかり、かかっていない病

気の予防接種を受けられなかった

方は、健康づくり課までお問い合

わせください。 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

健康館 

　　相　談 

　　検　診 　　検　診 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

32006・4・20

健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp  　受付時間　8時30分〜17時15分

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○
●保健センター●保健センター

親子で親子でスマイル 親子で親子でスマイル 親子で親子でスマイル 親子でスマイル 
　　就学や就職などは人

生の節目の重大な出来事です。これらの出来事

はそれ自体で心理的ストレスとなり、不安・いらだ

ちごと（情動ストレス）をひき起こす誘因となります。

スポーツや趣味を楽しんだり、空白時間をつくる

などして、ストレスを解消しましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　教　室 

　　　　健康診査健康診査 　　健康診査 

馬仁田楓ちゃん・暁子さん
ま　に た　かえで　 　　 とき こま　に た　かえで　 　　 とき こ

馬仁田楓ちゃん・暁子さん

 

 

 

●肥満予防について
　肥満が生活習慣病の温床にな

っていることが、問題になっていま

す。肥満は糖尿病や高脂血症、

高血圧に心臓病、脂肪肝などの

発症の原因の一つとなり、わたし

たちの健康的な生活を脅かします。 

　さわやかスリム教室では、自分

の生活スタイルを見直し、太りや

すい生活習慣の原因を探し出して、

よりよい生活スタイルを身に付け

ることをめざしています。自分一

人ではなかなか継続できないこと

がありますが、教室の仲間と一緒

に学んでいくことで、励みになります。 

　新しいことを始めたいと思って

いる方や生活習慣を見直したい

方などは、ぜひこの機会に教室へ

の参加を考えてみてください。 

 

●さわやかスリム教室（肥満予防教室）
対　象　65歳未満の方で太りぎ
み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・内容 
○6月2日㈮13時30分～15時30分

｢きちんと知りたい肥満の話｣ 

○6月16日㈮13時30分～15時30分

｢運動体験・ウォーキング｣ 

○6月30日㈮13時30分～15時30分

｢今の食生活を続けていて大丈夫？｣ 

○7月14日㈮13時30分～15時30分

｢運動体験・ストレッチ｣ 

○7月28日㈮13時30分～15時30分

｢食の常識・ウソ？ホント？｣ 

○8月4日㈮10時～13時15分 

　｢太らない料理のコツ(実習)｣ 

○8月18日㈮13時30分～15時30分

｢続けられる肥満解消法を考えよう｣ 

ところ　保健センター 
定　員　25人 
費　用　700円程度（材料費） 
申込み　4月20日㈭から（電話

予約制） 

 

 

●日常生活の意識が大きく変わ

りました。家族も食事内容に

協力してくれました。来年は

ウォーキングを始めようと思

います。 

 

●この教室で明るくダイエット

に取り組めたことがうれしか

ったです。知らなかったこと

が多かったのでこれからは実

践できることは取り入れて、

頑張ります。 

 

●楽しく参加させていただきあ

りがとうございました。肥満

についてもいろいろ勉強にな

りとてもよかったです。 

 

●3カ月でしたが、大変楽しか

ったです。今後も少しでも体

重を少なくして毎日を楽しく

過ごしていきます。 

さわやかスリム教室
参加経験者の声

さわやかスリム教室
参加経験者の体重の減少（平均）

　BMIをご存知ですか。体格をしめす
指標の一つで、体重(キログラム)÷
身長(メートル)÷身長(メートル)の
計算式で表されます。 

18.5未満　　　　　　や　せ 
18.5～25未満　　  標　準 
25～30未満　　　　肥　満 
30以上　　　　　 高度肥満 

スリム教室参加後 
（３カ月） 

(kg)
0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

以降 
同窓会継続 

　　相　談 

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 


