
※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（乳がん検診は除く）。 

と　　　き ところ 定　  員 費　　用 申　　込　　み 

（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18年1月から3月生まれの 
乳児をもつ方で初参加の方 

平成17年6月から9月生まれの
子とその保護者で初参加の方 

妊娠中の方で初参加の方 

妊娠5カ月から8カ月の方
とその夫で初参加の方 

（1人での参加も可能です） 

離乳食コース

保健センター 

保健センター 

保健センター 

若干名 

30人 

20人 

内　　　容 

700円
程度 

材料費 
実費負担 

受付中 

5月29日㈪から 
（電話予約制） 

5月29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 
5月30日㈫から
（電話予約制） 

保健センター 30組 無  料 

無  料 

5月31日㈬から
（電話予約制） 

6月6日㈫ 10時～11時30分 

6月6日㈫ 13時30分～15時 

胃がん
40歳以上の方 

6月9日㈮、7月 7日㈮
9時～11時 

保健センター 各40人 
6月9日分は受付中、 

7月7日分は5月26日㈮から 

5月26日㈮から 

乳がん
（超音波による）
20歳以上の女性 

7月10日㈪
9時30分～11時、13時～15時 

6月12日㈪、7月10日㈪、21日㈮
13時～14時30分 

保健センター 

午前50人 
午後50人 

午前50人 
午後50人 

各100人 

1,800円 

900円 

1,000円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

7月21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 6月12日分は受付中、 
7月10日、21日分は5月26日㈮から 

5月26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 
　 21日㈬13時30分～15時30分 
　 28日㈬13時30分～15時30分 
7月 5日㈬10時～13時15分 
　 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 

6月 ９日㈮10時～11時30分 

7月11日㈫9時30分～12時30分 

7月 2 日㈰9時30分～11時30分  
　　または13時30分～15時30分 

助産師による講話・軽い体操、
おしゃべり会 

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 

マタニティクッキングコース
栄養士による講話、調理実習 

親子のふれあい遊び、 
手づくりおもちゃ製作など 

※講師は医師、助産師、栄養士などです。 

※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。 

※6月9日分は動きやすい服装でお越しください。 

子育てコース

プレパパ・ママコース

　　予防接種 

健康館 健康館 

　　相　談 　　相　談 

　　　　検　診検　診 　　検　診 

健康フロア 健康フロア 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 

6月8日㈭ 
13時30分～15時 医師による市民健康相談 5月22日㈪～6月2日㈮

※定員になり次第締切り 4人程度 島村 栄員医師（胃腸・外科） 

6月23日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー ー 

ー 保健センター 

6月23日㈮ 
受付10時～11時 

すくすく広場（育児相談） 母子健康手帳 
（育児相談希望者）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 

伊藤卓也さん・咲太くん・恵さん
しょう た

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 



■ポリオ予防接種
　春期（5・6月）はポリオ予防接種

の推奨期間となっています。市では

すべて個別接種で実施しています。

受け忘れがないかを確認し、母子

健康手帳、健康保険証、予診票を

持って市内実施医療機関で受けま

しょう。予診票がお手元にない方は、

健康づくり課または地区市民センタ

ーでお渡ししますので、母子健康

手帳を持ってお越しください。ポリ

オを接種するお子さんの保護者の

方で、昭和50年から52年までに生ま

れた方は、ポリオに対する抗体保有

率が低い年齢層であることが分か

っています。該当する年齢層の保

護者の方は、お子さんが接種を受

ける際に主治医にご相談ください。 

対象年齢／生後3～90カ月未満 
■日本脳炎
　日本脳炎については、厚生労働

省勧告（平成17年5月30日付）に

沿って、引き続き積極的な接種勧

奨を控えています。 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

健康館 

　　相　談 

　　検　診 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

32006・5・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 
　　この時季は、身の周

りの環境の変化などにともない、俗にいう5月

病になる人が多くなります。新しい環境、慣れ

ない環境で蓄積された疲れを取り除く方法を見

つけ、ストレスを解消し、心身ともにリフレッ

シュできる時間をつくりましょう。 

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 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 

伊藤卓也さん・咲太くん・恵さん
しょう た

伊藤卓也さん・咲太くん・恵さん
しょう た

 

 

 

救急医療体制
　休日や夜間、急に体調が悪く

なった場合の救急医療体制につ

いてお知らせします。 

●一次救急医療体制
　救急車を呼ぶほどではない軽症の

病気やけがの場合に受ける医療です。 

○まずは「かかりつけ医」に
　普段から、自分の健康管理をす

るためにも、かかりつけ医を決めて

おくとよいでしょう。いざというときも、

普段から診療を受けているかかりつ

け医に診てもらえば安心です。 

○「かかりつけ医」での受診が不可能な場合
「鈴鹿市応急診療所」をご利用ください。 

※事前に診療できる程度の病気かど

うか、電話で確認し、健康保険証と

診療代を忘れずにお持ちください。 

※応急診療所は急病患者の方のた

めの診療所です。引き続き治療

が必要な場合は、かかりつけの

医療機関などで治療を受けてい

ただくことになります。 

◆昼間診療　　382-5066　 　
http://www.city.suzuka.mie. 

　jp/safe/kyukyu/9502.html 

診療日／日曜日、祝日、年末年始
　　  （12月29日～1月3日） 

時　間／9時30分～12時、13時
　　　～16時30分 

科　目／内科・小児科・歯科 
◆夜間診療
診療日／毎日 
時　間／19時30分～22時30分 
科　目／内科・小児科 
※土・日曜日、祝日、年末年始（12月

29日～1月3日）は小児科専門医に

よる小児科診療のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一次救急医療体制での受診が
不可能な場合
　「救急医療情報センター」をご

利用ください。受診可能な医療機

関の紹介が受けられます。 

　382-1199（救急医療情報センター） 

また、「救急医療情報ネット」で

も医療機関の検索ができます。 

　http ://www.qq.pref .mie . jp/qq/qq 

　24tpmn_lt .asp（救急医療情報ネット） 

●二次救急医療体制
　一次医療機関からの紹介、ま

たは救急車で搬送される場合の

医療のことをいいます。市では

休日や夜間において、「鈴鹿中

央総合病院」と「鈴鹿回生病院」

で対応しています。 

 

　救急医療体制は、医療機関が

役割分担をし、皆さんが医療体制

を理解して利用いただくことで、

二次救急医療機関で重症な救急

患者の治療がスムーズに行われ

ています。普段からの健康管理、

体調がすぐれないときは、早めに

かかりつけ医に相談するとともに、

いざというときのためにも医療体

制について確認しておきましょう。 


