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鈴鹿市西条五丁目118－３ 
何も記入しないでください 何も記入しないでください 

（↑往信面あて先） （↑返信面の裏面） （↑返信面あて先） （↑往信面の裏面） 

鈴鹿市健康づくり課 
がん検診担当 

往信 

50

返信 

① 希望する検診名 
② 希望する検診日 
  （乳がん検診は午前か午後も記入） 

③ 氏名（ふりがな） 
④ 生年月日 
⑤ 住所（郵便番号） 
⑥ 電話番号 
 

記入例：①乳がん ②第1希望3月2日㈪ 午前、第2希望3月2日㈪午後※乳がん・子宮がん検診は申込み多数の場合は抽

選となります。抽選結果は、1月中旬ごろに往復

はがきの返信を用いて郵送します。 

※必要事項の記入漏れや往復はがき以外の申

込みは受付できません。 

※往復はがきの返信は受診券になります。乳がん

と子宮がん検診は、はがきを分けてそれぞれに

申込んでください。 

※申込みは、一つの検診につき1人はがき1枚です。

1枚のはがきで2人以上の申込みはできません。 

※一つの検診につき希望する検診日を二つまで

選択できます。希望日の記入がない場合は受

付できませんので必ず明記してください。なお、

子宮がんは午後のみの実施です。 

※はがきの記入方法について詳しくは、市ホームページ「乳がん・子宮がん検診の

予約申し込み方法」（　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/4209.html）を

ご覧いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。 
健康フロア 健康フロア 

予防接種予防接種 

健康館 健康館 

相　談 

予防接種 

○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 

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

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

2月3日㈫9時〜11時

検　診検　診 検　診 

40歳以上の方 

胃がん
（バリウムによる）

保健センター 

深津　湖春ちゃん 由優子さん    

※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。 

※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。 

※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。 

※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。 

3月2日㈪
9時30分〜11時、13時〜15時 保健センター 

乳がん
（マンモグラフィによる）

午前30人
午後30人

2,800円

12月24日㈬から(電話)

12月20日㈯〜1月5日㈪
(往復はがきのみ・消印有効)

12月20日㈯〜1月5日㈪
(往復はがきのみ・消印有効)

40人 1,000円

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　ＭＲ2・3・4期予防接種対象者は、無

料で接種できる期間が決められています。

過去に接種した予防接種の免疫を高める

ためにも、ぜひこの機会に接種しましょう。

平成20年4月から5年間に限って、毎年

中学１年生にMR３期を、高校３年生相当

にMR4期を実施します。なお、今年度の

無料接種対象者は右記のとおりです。 

 

○ＭＲ2期（就学前1年間の者：平成14年4月2日〜平成15年4月1日生まれ）
○ＭＲ3期（毎年中学1年生：平成7年4月2日〜平成8年4月1日生まれ）
○ＭＲ4期（高校3年生相当：平成2年4月2日〜平成3年4月1日生まれ）
ところ／実施医療機関（あらかじめ接種日時などを確認してください。また、
医療機関がご不明な場合は、健康づくり課へお問い合わせください） 

回　数／対象年齢内で1回 
費　用／無料（対象年齢内で1回限り、ただし、無料接種期間は平成21年3月31日まで） 
持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票 

※予診票がない方は、健康づくり課、最寄りの地区市民センターで母子健康手帳を提示

して受け取ることができます。 

こは る  

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。乳がん・子宮がん検診の

申込みは、往復はがきのみでの受付です（受付期間12月20日㈯～1月5日㈪（消印有効））。 

○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（乳がん検診は除く）。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 

40歳以上の女性 

20歳以上の女性 

2月13日㈮、3月2日㈪
13時〜14時30分

保健センター 各50人 900円子宮がん

2 2008・12・20

 



鈴鹿市応急診療所利用状況 

歯科166人

2％ 小児科5,791人

70％

内科2,285人

28％

合　計
8,242人

平成19年度　応急診療所利用者数
　平成19年度の応急診療所利用者数は、小児科5,791人、内科2,285人、歯科166人と

年々増加してきており、小児科受診者が約70％を占めています。普段から「かかり

つけ医」を決め、健康管理に注意してください。 

  急な病気のときには、「かかりつけ医」または「救急医療情報システム」へ連絡して

ください。鈴鹿市応急診療所を案内された場合は、必ず症状を連絡の上、健康保険

証、福祉医療費受給者証、診療費用を持ってお越しください。また、小児科専門医

が相談に応じる「みえ子ども医療ダイヤル」もありますのでご利用ください。    

○救急医療情報システム　　　382-1199    
○みえ子ども医療ダイヤル　　#8000番（携帯電話でも利用可能）
※ダイヤル式・ＩＰ電話の場合は、　　059-232-9955  

鈴鹿市応急診療所

所在地／西条五丁目118 -1　　　 382-5066・　382-7740 
　　　（担当：健康づくり課　　382-2252） 
※応急診療所は、鈴鹿市総合保健センターの中にあり、医師会・歯科医師会・
薬剤師会の協力で、休日・夜間の急病患者の方の応急診療をしています。 

※定員になり次第締切ります。　※動きやすい服装でお越しください。 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

予防接種 

相 　 　 談  

健康館 

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

12月22日㈪から50人 保健センター 
2月6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）

八木　秀行　医師（内科） 
「メタボリックシンドロームにご用心」 

受付中50人 保健センター 
1月16日㈮

13時〜14時30分
島村　栄員　医師（外科） 

「なぜ起こる？下痢、便秘～大腸がんについて～」 

― ― 保健センター 
1月23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●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　室教　室 教　室 

健康診査 

■すくすくファミリー教室

32008・12・20

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 

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。 

深津　湖春深津　湖春ちゃん 由優子由優子さん        

と  き ところ

対  象

献血量

月 献 血1 日 程の

4日㈰～6日㈫10時～
11時30分、12時30分～
16時　17日㈯14時～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。 

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
平成20年7月から9月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

1月9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 12月22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 

もっと楽しく介護予防
〜うた編〜 12月24日㈬から
65歳以上 

2月12日㈭
10時〜11時30分

音楽療法士による教室
なつかしの歌を歌ったり、

楽器演奏など
30人 保健センター 無料 

こは る  

深津　湖春ちゃん 由優子さん    
こは る  

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

※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。 


