
  

■ＤＴ（ジフテリア・破傷風）2期予防接種
【小・中学生の保護者の方へ】
　乳幼児期に４回受けていただいたＤＰＴ１期(ジフテリア・百日咳・破傷風)予防接種の免疫を高めるため、ＤＴ２期
(ジフテリア・破傷風)として１回受けていただきます。まだの方は早めに接種しましょう。 
対象年齢　11～13歳未満 
ところ　実施医療機関 
回　数　対象年齢内で1回 
費　用　無料(対象年齢内で1回限り)
持ち物　母子健康手帳、健康保険証、予診票（予診票は市内実施医療機関にあります。市外で接種される場合は、
予診票を最寄りの地区市民センターまたは保健センターで受け取ってください） 

※実施医療機関へは、必ず保護者の方が同伴してください。 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

120人 

乳がん
（超音波による）

肺がん

相 　 　 談  

※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）。 

※保健師による健康相談・育児相談、栄養士による栄養相談は、随時電話で受け付けています。 

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

9月26日㈬
13時〜14時30分

午前50人 
午後50人 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

9月25日㈫
9時30分〜11時、13時〜15時

9月26日㈬
9時30分〜11時、13時〜15時

9月18日㈫
9時〜11時

保健センター 70人 

保健センター 2,800円 

40歳以上の女性 

20歳以上の女性 

40歳以上の方 

子宮がん

保健センター 

レントゲン撮影
200円 

たんの検査
600円 

7月26日㈭から
※定員になり次第締切り 

7月25日㈬から
※定員になり次第締切り 

7月25日㈬から
※定員になり次第締切り 

午前40人 
午後40人 

保健センター 1,800円 7月25日㈬から
※定員になり次第締切り 

20歳以上の女性 
※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。　※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。 

※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 

医師による
市民健康相談

4人 
程度 

7月23日㈪〜31日㈫
※定員になり次第締切り 

健康館 健康館 

　　相　談 　　相　談 

健康フロア 健康フロア 

と　　き 申　込　み 定員 備　　　　考 と こ ろ  

ー ー 保健センター 

保健センター 

8月24日㈮
9時30分～11時 

8月9日㈭
13時30分～15時 

すくすく広場
（育児相談・栄養相談）

母子健康手帳 
（育児相談・栄養相談希望者）持参 

※計測や遊びもあります。 

○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 

　　　　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

2 2007・7・20

3,282 4,141 4,922
5,847

7,721
9,248 9,933

12,796
14,444

20,294
23,748

29,941

34,307
36,659

村田由佳さん 

彩ちゃん 
さくらちゃん 

菅谷　亜弓　医師 
（産婦人科：更年期の訴えなど） 



　　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19年2月～4月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

内　　　容 

平成18年8月～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 

子育てコース

離乳食コース

30組 

30組 

15組 7月30日㈪から

7月23日㈪から

7月24日㈫から

調理実習（軽い食事とおやつ） 8月29日㈬9時45分〜12時

8月7日㈫10時〜11時30分
親子のふれあい遊び、 
手作りおもちゃの製作など 

「離乳食の進め方」 
～離乳初期から中期を中心に～ 

試食、栄養相談 
8月8日㈬10時〜11時30分

保健センター 

保健センター 

保健センター 
(調理室)

無料 

材料費 
実費負担 

無料 

　　検　診 

親子クッキングコース

健康館 

　　相　談 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.lg.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 
　　　梅雨の晴れ間は湿

度が高いため、汗が蒸発しにくく、体に熱がこ

もって熱射病になりやすくなります。特に、子ど

もの外出時には、綿などの汗を吸う服装と帽

子を身に付ける、こまめな水分補給、日陰での

休憩など、体調管理に気を付けましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 

■すくすくファミリー教室

32007・7・20

年に一度は乳がん検診を受けましょう　 

●生活様式の変化で乳がんは年々増加
　乳がん増加の背景には、食
生活の欧米化（高たんぱく質・
高脂肪・高エネルギーの食事）
と、それにともなう女性ホルモ
ンの変化があります。 
　日本では毎年約４万人の女
性が乳がんにかかると推定さ
れており、40～60歳に多くみら
れます。また、毎年１万人の女
性が乳がんで亡くなっており、
本市でも平成17年は7人が亡く
なっています。 

乳がん患者数（推計）　篠原出版新社『がん・統計白書－　
　　　　　　　　罹患/死亡/予後』（1999年）から 

　死　亡　者　数　　厚生労働省「人口動態統計」から 

乳がん患者数（推計）と死亡者数
●乳がんの予防
　まずは、食生活の見直し
が大切です。 
○動物性脂肪は控えめに
○食べすぎを避け、肥満を防ぐ
○野菜をしっかり食べる
　しかし、食生活の改善だ
けでは、乳がんを予防する
ことはできません。早期に
発見し治療をすることが最
善の対策法で、月１回の自
己検診と年に１回の定期検
診が重要です。 

●マンモグラフィによる乳がん検診
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死亡者数

●対　象　市内に住民登録・外国人登録をしている40歳以上の
女性（平成20年３月31日までに該当する年齢に達する方も含む） 

●と　き　9月1日㈯～10月31日㈬

●実施医療機関　鈴鹿回生病院、塩川病院 
●検診内容　問診、視触診、乳房エックス線検査 
●自己負担額　2,800円

●申込み　7月25日㈬～8月31日㈮(必着)までに、往復はがきの往信裏面に「乳がん検診受診希望」と記入の上、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号を記入し、返信表面に住所、氏名を記入の上、希望する医療機関へ 

・鈴鹿回生病院　〒513-8503　国府町112　鈴鹿回生病院　健診センター「乳がん検診」担当係 
・塩 川 病 院　〒513-0844　平田一丁目3-7　塩川病院　健康管理部 
●問合せ　鈴鹿回生病院  健診センター（　375-1300）　塩川病院　健康管理部（　378-1417） 
※電話、ファクスでの申込みはできません。 
※申込み後、病院から検診日を指定したはがきが返信されます。指定した日時が都合が悪い場合は可能な限り相談に応じます。 
※妊娠中の方や妊娠の可能性のある方、また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。 
※平成19年度内に市が行う乳がん検診集団検診と重複して受診することはできません。 

村田由佳さん 

彩ちゃん 
さくらちゃん 

村田由佳さん 

彩ちゃん 
さくらちゃん 


