
  

■ポリオ予防接種
　秋期（10・11月）はポリオ予防

接種（個別接種）の推奨期間です。

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 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　4月1日から開始されたＭＲ予防接種のうち、ＭＲ2期の対象者が、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。まだお済みでない方は早めに接種しましょう。 

 

 

 

 

　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。 
※5歳以上7歳未満の方で、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（保育園・幼稚園の年長児）にある方で、平成18年4月1日から6月1日
に麻しん、または風しん単抗原ワクチンを接種された方は、健康づくり課へご連絡ください。 

　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。 

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 

と　　　　　き 教 室 ／ 対 象  と こ ろ  定  員 費  用 申込み（電話予約制） 

平成18年5月から7月生まれの 
乳児をもつ方で初参加の方 

平成17年10月から平成18年1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 

離乳食コース

20人 

内　　　容 

材料費 
実費負担 受付中 

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 9月27日㈬から 
10月10日㈫
10時～11時30分 

10月16日㈪
9時30分～12時30分 

マタニティクッキングコース

子育てコース

栄養士による講話、調理実習 保健センター 

30組 9月26日㈫から 
10月10日㈫
13時30分～15時 

親子のふれあい遊び、 
手作りおもちゃの製作など 保健センター 無  料 

※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（電話予約制） 

胃がん
40歳以上の方 

11月13日㈪　9時～11時 保健センター 40人 
検 診 ／ 対 象  

11月6日㈪
13時～14時30分

11月14日㈫
13時30分～14時30分

70人 

午前50人 

50人 

午後50人 

1,000円 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

11月6日㈪
9時30分～11時、13時～15時 

11月14日㈫
9時30分～11時、13時30分～15時 

保健センター 

旭が丘公民館 

保健センター 

旭が丘公民館 
2,800円 

40歳以上の女性 

子宮がん

9月25日㈪から 

9月25日㈪から 

9月25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。 

※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。 

　　　　検　診検　診 　　検　診 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 

健康館 健康館 
　　相　談 

健康フロア 健康フロア 
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○鈴鹿郵便局
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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
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○
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●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 

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん



　　予防接種 

相 　 談  

　　検　診 

いさお 

健康館 
　　相　談 　　相　談 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

32006・9・20

と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 

10月12日㈭ 
13時30分～15時 医師による市民健康相談 9月25㈪～10月6日㈮

※定員になり次第締切り 
4人程度 田中　公　医師（内科） 

10月27日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー ー 

ー 保健センター 

10月27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

○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 
　　いよいよスポーツの

秋の到来です。普段なかなか運動する時間が

ない方も、この機会に、自分の健康について

考え、広報すずか7月5日号で特集した「ウォ

ーキング」など、適度な運動を始めてみては

いかがでしょうか。 

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 

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん

 

 

 

栄養教室参加者募集
　8回の講義と調理実習

（バランス献立・適塩・肥

満予防・高脂血症予防・

骨粗鬆症予防などに関す

る献立）で、食生活を中

心に広範囲に健康づくり

を学びます。 

対　象　教室修了後、食生活改善推進員として、市民の
健康増進を目的としたボランティア活動を行う意欲の

ある18歳以上の市民の方 

と　き　11月29日㈬、12月13日㈬、20日㈬、平成19年1月17日
㈬、31日㈬、2月14日㈬、28日㈬、3月7日㈬（8回すべて参加） 

※初回は13時30分～15時30分、2回目以降は10時～15時30分 

ところ　保健センター 
内　容　調理実習と講義（詳しくは初回に説明） 
定　員　25人（定員になり次第締切り） 
費　用　5,000円（教材費・食材料費）※2回目以降お米持参 
申込み　9月20日㈬～11月13日㈪（電話で健康づくり課へ） 

食生活改善推進員とは
　食生活改善推進員（ヘルスメイト）は、「家族の健康」

とともに食を通じて地域の人々に「健康を考え、食を考える人」

が増えることを目的に、講習会の開催やイベントの参加など、

知識の普及・啓発活動を行っており、子どもからお年寄りま

で地域の方々の健康を支える活動をしています。 

○主な活動内容
・各地区の公民館な

どで、生活習慣病

予防教室や男性

の料理教室、低栄

養予防などの講習

会や食事会を実施 

・子育て支援センターや保育所・学童保育所などで、親子

で簡単なおやつ作りに挑戦し、楽しい体験の場を提供 

ヘルスメイトになって
・家族の健康について考えるようになりました。健康寿命

が少しでも延びるようにしたいです。 

・体に良いものを食べるようになりました。今まではお

いしいものばかりでしたが。 

・地域の人やお隣さんの食べ物まで気が付くようになりました。 

 

ヘルスメイトからのご案内
男性の料理教室（はたち会）
　季節の食材を使って、

男性一人でも作れる料

理を中心に紹介、調理

実習を行います。料理

に興味のある男性の方

を募集しています。初

めての方も大歓迎です。 

と　き　月1回（原則として第3金曜日）10時～13時 
ところ　保健センター調理室 
費　用　500円（米1合持参） 
申込み・問い合わせ　ヘルスメイト会長　市川宅（　 374-2796） 

そしょう 


