
■ポリオ予防接種
　春期（5・6月）はポリオ予防接種

の推奨期間です。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。なお、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 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　4月1日から開始となりましたＭＲ予防接種のうち、ＭＲ2期（平成23年4月1日開始予定）

が、予防接種法施行令の改正により、6月2日から変更となりました。 

 

 

 

 

　また、麻しん・風しんにかかったことがある場合は、かかっていない病気の予防接種が

定期接種（公費扱い）として受けることができるようになりました。対象者の方は、かかりつ

けの医師にご相談ください。 

 

　ＭＲ１期（予防接種対象者　１歳以上２歳未満で両方の病気にかかったことがなく、い

ずれの予防接種も受けていない方）に関する経過措置ついては、いずれか一方の予防接

種を受けている方、もしくは一方の病気にかかった方について接種区分が変更となりました。 

 

 

※定期予防接種を受けていただく際には、市の予防接種予診票が必要となります。 

※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。 

※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（乳がん検診除く）。 

と　　　き と こ ろ  定　  員 費　　用 申　　込　　み 

 妊娠中の方で初参加の方 

と　　　　　き 

検 診 ／ 対 象  

教 室 ／ 対 象  と こ ろ  定  員 費  用 申　込　み 

マタニティクッキング コース

平成18年2月から4月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

平成17年7月から10月生まれの
子とその保護者で初参加の方 

就学前（4歳以上）の子とその保護者 

離乳食コース

保健センター 

保健センター
（調理室） 

20人 

15組 

内　　　容 

材料費 
実費負担 

材料費 
実費負担 

受付中 

6月28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 
6月26日㈪から
（電話予約制） 

保健センター 30組 無  料 6月27日㈫から
（電話予約制） 

7月7日㈮ 10時～11時30分 

7月7日㈮13時30分～15時 

胃がん
40歳以上の方 

7月7日㈮、8月31日㈭
9時～11時 

保健センター 各40人 
7月7日分は受付中、 

8月31日分は6月26日㈪から 

6月26日㈪から 

8月4日㈮
13時～14時30分 

午前50人 
午後50人 

70人 900円 

1,000円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

8月4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。 

※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。 

7月11日㈫ 9時30分～12時30分 栄養士による講話、調理実習 

7月26日㈬9時45分～12時 おやつクッキングコース 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 

※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。 

子育てコース

ＭＲ２期 

麻しん・ 

風しん 

混合ワクチン 

予防接種対象者　５歳以上７歳未満で小学校就学前の１年間の方 

４月１日から６月１日まで ６月２日以降 

ＭＲワクチン１期接種済の方 
麻しん・風しん単抗原ワクチンの接種履歴に関係なく、 

麻しん・風しんの病気にかかっていない方 

麻しん・風しん ４月１日から６月１日まで（任意接種） ６月２日以降（定期接種） 

鈴鹿市麻しん・風しん助成制度で対応する公費扱い 公費扱い 単抗原ワクチン 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

健康館 健康館 
　　相　談 

　　　　検　診検　診 　　検　診 

健康フロア 健康フロア 
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○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
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○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 

岩間士憧くん・みづきさん
し どう

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 



　全コース予約制となっています。

毎月の「広報すずか20日号」に掲

載していますので、日程や対象者

を確認していただき、健康づくり課

へお申し込みください。 

相 　 談  

　　予防接種 

健康館 
　　相　談 　　相　談 

　　検　診 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

32006・6・20

と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 

7月13日㈭ 
13時30分～15時 医師による市民健康相談 6月26日㈪～7月7日㈮

※定員になり次第締切り 4人程度 駒田  幹彦医師（小児科） 

7月28日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー ー 

ー 保健センター 

7月28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 

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
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近鉄鈴鹿市駅
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○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 
　　 アトピーの原因の

一つとしてカビが挙げられます。日常のカビ

対策の一つとして、室内の温度が低く、湿度の

みが高い梅雨の時季は除湿機を使用し、湿度も

温度も高い時季は室温を低下させるだけでなく、

除湿も行うクーラーの使用が有効です。 

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 

岩間士憧くん・みづきさん
し どう

岩間士憧くん・みづきさん
し どう

すくすくファミリー教室
　教室には次の5つのコースがあり、妊

娠期・乳幼児期に必要な知識を持っても

らうことや、仲間作りを目的に行っています。 

○プレパパ・ママコース
○マタニティクッキングコース
○離乳食コース
○子育てコース
○おやつクッキングコース

　プレパパ・ママコース
　1回目は、軽い体操やリラックス法を

助産師さんから教えていただきます。

妊娠中に気を付けることなどの話もあ

ります。 

　2回目は、赤ちゃんの人形を使って、も

く浴の実習を行います。赤ちゃんの重

みを体験してください。2回目は日曜日に

開催していますので、お父さんなどご家

族の方も参加していただけます。 

参加者アンケートより
軽い体操・リラックス法
・体操で体を動かすことができてよかった。

ぜひ自宅でもしたいと思います。 

・助産師さんの話は、楽しくて分かり

やすかったです。 

・同じくらいの週数の方に会って話

ができてよかったです。 

もく浴
・本で見ているだけでは分から

なかったことが、実際やってみ

てよく分かりました。 

・夫ともく浴の体験ができたこと

がよかったです。 

・やり方が分からなくて心配だった

ので、体験できてよかったです。 

お父さんのアンケートより
・実際に一人ずつもく浴を体験

できてよかったです。 

・お風呂の入れ方を体験でき、少

しは気持ちの準備ができました。 

・普段妻が言っている大変さが

分かり、良い経験になりました。 

　マタニティクッキングコース
　妊娠中の栄養に関する話と調理

実習を行います。同じ妊娠中の方

同士、悩みなどのおしゃべりをしな

がら、楽しく料理しませんか。 

参加者アンケートより
・思ったより簡単にできるメニューで、

家でも作ってみようと思いました。 

・栄養について教えてもらうこと

ができて、参考になりました。 

・同じ班の人と、楽しく話をしな

がら料理できました。 

　離乳食コース
　3カ月から5カ月のお子さんがいる

保護者の方が対象です。離乳食の

初期・中期を中心に講義を行います。

試食もありますので、初期・中期の

固さや形を体験できます。ベビー

カーで会場に入っていただけますし、

授乳コーナーもありますので、お子

さま連れで参加していただけます。 

　子育てコース
　9カ月から11カ月のお子さんと保護

者の方が対象です。保育士さんによる

ふれあい遊びを一緒に楽しんだり、身

近な材料でおもちゃ作りをします。また、

グループに分かれてのおしゃべりタイ

ムや手作りおもちゃの展示も行います。 

　おやつクッキングコース
　4歳以上の就学前のお子さんと保

護者の方が対象です。おやつはお

菓子ではなく軽い食事と考え、手作

りおやつを知っていただきます。また、

4歳くらいになると、食事の準備や片

付けのお手伝いもできるようになって

きますので、そのきっかけにもしてく

ださい。年4回開催しています。 


