
※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。 

健康フロア 健康フロア 

予防接種 

相 　 　 談  

健康館 健康館 

相　談 相　談 
と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　　考 と こ ろ  

9月22日㈪から50人 保健センター 
11月21日㈮

13時〜14時30分
市民公開健康相談

（医師による講演会と質疑応答）
すくすく広場

（育児相談・栄養相談）

加藤　公　医師（整形外科） 
「骨粗しょう症やひざの痛みの新対策」 

9月22日㈪〜29日㈪
※定員になり次第締切り 4人程度 保健センター 

10月9日㈭
13時30分〜15時

医師による
市民健康相談

駒田　幹彦　医師（小児科） 
「子どもの病気」 

― ― 保健センター 
10月24日㈮

9時30分〜11時
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 

KENKOUKAN

教　室教　室 教　室 

健康診査 

■すくすくファミリー教室

と　　　　き と こ ろ  定  員 費　　用 申込み 検 診 ／ 対 象  

11月14日㈮
9時〜11時

9月29日㈪
9時〜11時

保健センター 

検　診検　診 検　診 

40歳以上の方 
肺がん

20歳以上の女性 
子宮がん

40歳以上の方 

胃がん
（バリウムによる）

100人
レントゲン撮影200円、
たんの検査600円

保健センター 

※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。 
※たんの検査を希望される方は、検診当日に会場で容器をお渡しします。 

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 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

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 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

中川　怜子さん 千江ちゃん 

※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。 
※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。 

※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。 

※申込み多数の場合は抽選となります。 

※記入方法については、広報すずか8月20日号または
市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　life/benri/4209.html）をご覧ください。 

9月30日㈫から(電話)

受付中(電話)
40人 1,000円

10月17日㈮、11月12日㈬、17日㈪、
12月8日㈪13時〜14時30分

9月20日㈯〜26日㈮
（往復はがき・消印有効）保健センター 各50人 900円

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

離乳食コース

子育てコース

平成20年4月から6月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

10月6日㈪
10時〜11時30分

離乳食の進め方
「5〜8カ月ごろの離乳食について」

試食、栄養相談
30組 9月22日㈪から保健センター 無料 

マタニティクッキングコース
妊娠中の方で初参加の方 

10月1日㈬
9時30分〜12時30分

元気な赤ちゃんを産むために
〜バランス食調理実習〜

20人 受付中保健センター 材料費
実費負担 

平成19年10月から平成20年1月生まれ
の子とその保護者で初参加の方 

10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

30組 9月24日㈬から保健センター 無料 

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

認知症サポーター
養成講座

今日からできる介護予防
〜口腔・食事会編〜

10月31日㈮
13時30分〜15時
（受付13時から）

泉　美幸さん（認知症の人と家族の会
三重県支部代表）　「認知症の方やその
家族を温かく見守る応援者の養成」

35人 
9月22日㈪から
※定員になり次
第締切り 

9月22日㈪から
※定員になり次
第締切り 

保健センター 無料 

健康づくり大学
（メタボリックシンドローム予防教室）

5回シリーズ
65歳未満の方で、現在高血圧や
糖尿病などで治療中でない方 

10月7日㈫9時30分〜11時30分、
11月4日㈫9時30分〜11時30分、
12月2日㈫10時〜13時30分、
1月13日㈫9時30分〜11時30分、
2月6日㈮13時〜15時

メタボリックシンドローム
予防について、保健師・栄養士・
健康運動指導士・医師による
講話など(広報ずすか8月20日号

健康フロア参照)

30人 受付中保健センター 
1,000円
（調理実習費） 

65歳以上 

10月30日㈭
10時〜14時

歯科医師・歯科衛生士による
高齢期の口の健康、高齢者に
理想的な食事の試食会

30人 保健センター 100円
（教材費） 

ち 　 え  

肺がん・胃がん検診の申込みは、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 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。子宮がん検診の申込みは、

往復はがきのみでの受付です。 

※持ち物については、申込み時にお問い合わせください。 

※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、長寿（後期高齢者）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（肺がん

検診のたんの検査は除く）。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。 

※定員になり次第締切り 

※定員になり次第締切り 

2 2008・9・20



年に一度はがん検診を受けましょう 

●本市の現状
現在、日本人の死因は、がん・心臓病・脳卒中が上

位となっています。その中でもがんは、昭和56年から死

因の第1位であり、一生のうちにがんにかかる可能性は

男性の2人に1人、女性の3人に1人とされています。　 

本市のがん死亡者の内訳を見ると、肺がん・胃がん・

大腸がんが大半を占めています。 

●健康づくりのお手伝い
　がんは、体の異変に気づいたときには、治癒

が困難なほど進行していることがあります。その

ため、自覚症状がなくても定期的にがん検診を

受け、がんの早期発見に努めることが大切です。 

　本市では、一年を通して胃がん・肺がん・乳

がん・子宮がんの集団検診を保健センターで実

施しています。また、8月1日から10月31日まで、

市内指定医療機関で、胃がん・大腸がん・前立

腺がん・子宮がん検診を実施しています。日ご

ろ検診を受ける機会のない方は、ぜひこの機会

にがん検診を受けましょう。 

※保健センターでのがん検診は、毎月の広報すずか

20日号をご覧ください。また、市内指定医療機関

でのがん検診は、10月31日(金)まで実施しています。

詳しくは、広報すずか7月5日号をご覧ください。 

本市の平成17年がんによる死亡数割合
（鈴鹿保健福祉事務所人口動態統計年報(Ｈ17確定数)から）

気管・気管支、肺がん
23％

胃がん
15％

肝臓がん
9％

乳房・子宮がん
3％

膵臓がん
7％

胆のうがん
6％

食道がん
2％

白血病
4％

その他
19％

結腸・直腸がん
12％

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

予防接種予防接種 

健康館 

相　談 

予防接種 

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 

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

32008・9・20

検　診 

中川　怜子中川　怜子さん 千江千江ちゃん 

と  き ところ

対  象

献血量

月 献 血9 日 程の

23日㈫

10時～11時30分、

12時30分～16時 

鈴鹿ベルシティ 

18～69歳 

全血献血400ml

※65歳以上の方の献血については、献血される方の健康を
考え、60歳から64歳の期間に献血経験がある方に限ります。
また、献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。 

■ポリオ予防接種
　10月、11月はポリオ予防接種の推奨期間です。
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。 
  予診票がない方は、健康づくり課、地区市民
センターで、母子手帳を提示して受け取ること
ができます。 
対象月齢／生後3～90カ月未満 
※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。保護者で該当する年齢

層の方は、お子さんが接種を受ける際に主治

医にご相談ください。 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　平成18年4月からＭＲ2期予防接種が開始になっていますが、新たに平
成20年4月1日から5年間に限って、毎年中学1年生を対象に（ＭＲ3期）・
高校3年生相当を対象に（ＭＲ4期）を、対象期間中に1回に限り無料で接
種できることになりました。ＭＲ2・3・4期予防接種は、いずれも過去の接種
履歴に関係なく対象者なら接種できます。 
　過去に接種した予防接種の麻しん、風しん、またはMMR(麻しん・風しん・
おたふくかぜ混合)の免疫を高めるためにも、ぜひこの機会に接種しましょう。 
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、予防接種予診票 
※実施医療機関へは、あらかじめ接種日時などを確認してください。 

※予診票がない方は、健康づくり課、地区市民センターで、母子手帳を提示して受け

取ることができます。 

ち 　 え  

中川　怜子さん 千江ちゃん 
ち 　 え  


