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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 

　平成20年4月に小学校に入学される方へ
　定期の予防接種の受け忘れがないか、母子健康手帳で確認して、受け忘れている予防接種がある場合はかかり

つけ医に相談し、小学校入学までに済ませておきましょう。 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　平成18年6月2日の予防接種法施行令改正により、ＭＲ予防接種の対象者が以下のとおりになりました。ＭＲ2

期は、対象年齢内でも定期接種(無料)として接種できる期間が決められていますので注意しましょう。 

※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（無料）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。 

※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です。 

※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。 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

【ＭＲ1期】
対　象　1歳以上2歳未満で、麻しん・

風しんいずれの病気にかかったこ

とがなく、麻しん・風しんいずれ

の予防接種も受けていない方

【ＭＲ2期】
対　象　小学校就学前の1年間の方（5歳以上7歳未満）で、麻しん・風

しんいずれの病気にもかかったことがない方に限ります（過去の麻

しん・風しん単抗原予防接種履歴に関係なく接種できます）。今年

度の無料で接種できる期間は、平成20年3月31日までとなっています。

※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）。 

※今年も医療機関で受ける基本健診・がん検診を実施しています。実施期間

は10月31日（水）までです。詳しくは、広報すずか8月5日号をご覧ください。 

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

12月14日㈮
9時30分〜11時、13時〜15時

午前50人 
午後50人 

午前40人 
午後40人 

1,800円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

12月3日㈪
9時30分〜11時、13時30分〜15時

12月4日㈫
9時〜11時

12月17日㈪
9時〜11時

保健センター 

旭が丘公民館 2,800円 

40歳以上の女性 

40歳以上の方 

保健センター 

保健センター 

1,000円 10月30日㈫から

10月26日㈮から
※定員になり次第締切り 

10月26日㈮から
※定員になり次第締切り 

70人 

50人 
12月3日㈪

13時30分〜14時30分

12月14日㈮
13時〜14時30分

保健センター 

旭が丘公民館 

900円 
10月26日㈮から

※定員になり次第締切り 

※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 
聴覚障害の方は、ファクスでも申込みができます(　382-4187)。 

※定員になり次第締切り 

※定員になり次第締切り 

40人 
胃がん

（バリウムによる）

20歳以上の女性 

乳がん
（超音波による）

40歳以上の方 

肺がん 120人

レントゲン
撮影200円

たんの検査
600円

10月30日㈫から

※たんの検査は、検診当日に会場でお申し込みください。 

子宮がん
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。 

※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。 

※胃・大腸の手術を受けたことが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。 

健康館 健康館 

　　相　談 

○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 
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●出産前後小児保健指導事業
〜小児科の先生に子育ての相談をしてみませんか？〜
　妊娠中から出産直後は、子育てについて一

番心配や不安の多いころといえます。そこで、

本市では安心して子育てをしていただけるよ

うに、妊娠中から小児科医に会って子育ての

アドバイスが受けられる出産前後小児保健指

導事業を行っています。アドバイスを受ける

ことで、かかりつけの小児科医を見付ける良

い機会にもなります。 

　ぜひ、気軽に家族の方と一緒にご相談ください。 

対　象　本市に住民票のある妊娠後期（妊娠28週）
から産後56日までの妊産婦とその家族 

回　数　1人1回 
費　用　無料 

○受け方
①市内のかかりつけの産婦人科医（実施医療機関）に、この
制度の利用を希望し、産婦人科医師から紹介状をもらう。 

②かかりたい小児科（実施医療機関）へ連絡し、予約をする。 
③紹介状を持って小児科を訪れ、小児科医の子育て相
談を受ける。 

○内容
・赤ちゃんの病気のこと
・熱の測り方
・予防接種の日程
・生まれてからのこと
・オムツの当て方
　昨年は、産婦人科医から28件の紹介があり、小児科

医の指導を受けました。初めは子育てに不安があったり

イライラしたりするなどの訴えのあった方も、ゆったりと

小児科医の子育て相談を受けることで、こうした不安も

解消されています。 

　子育ての悩みについて安心してお尋ねください。 

・お風呂（もく浴）の入れ方　
・お乳の飲みは？
・うんちの色は？
・顔のぶつぶつは？
・おへそのじくじくは？ など　　予防接種 

と　　　き 教 室 ／ 対 象  

相 　 　 談  

と こ ろ  定 員 費 用 申込み（電話予約制） 

平成19年5月～7月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

内　　　容 

平成18年11月～平成19年2月生まれ
の子とその保護者で初参加の方 

子育てコース

離乳食コース

30組 

30組 

10月29日㈪から

10月23日㈫から

11月6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 
11月5日㈪10時〜11時30分

保健センター 

保健センター 無料 

無料 

※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。 

　　検　診 

市民公開
健康相談 50人 10月22日㈪から

※定員になり次第締切り 

健康館 

　　相　談 　　相　談 
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 

11月30日㈮ 
9時30分～11時 

11月16日㈮ 
13時～14時30分 

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。 

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 
　　　今年も恒例の健康

展を11月18日(日)に保健センターで開催します。 

当日は血圧測定や体力測定を行ったり、各種

の健康相談コーナーを設けたりする予定です。

自分の健康について見つめ直す良い機会に

なりますので、ご家族でお越しください。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　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

■すくすくファミリー教室

32007・10・20

中島中島くるみちゃん 亜里沙亜里沙さん 中島くるみちゃん 亜里沙さん 

あい　さ 

八木　秀行　医師（内科） 
医師による講演会と質疑応答 

「基本健康診査を上手に使いましょう」 （ （ 


