
■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　平成20年4月から5年間に限って、毎年中学1年生にＭＲ

3期を、高校3年生相当にＭＲ4期を実施しています。特に、

麻しんの発病を確実に防ぐためには、2回の予防接種が

必要です。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。なお、平成21年4月

1日以降１年間の無料接種対象者は下記のとおりです。 

 
○2期（就学前1年間の者：平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ） 

○3期（中学1年生：平成8年4月2日～平成9年4月1日生まれ） 

○4期（高校3年生相当：平成3年4月2日～平成4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4月1日から平成22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、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。 

※ＭＲ4期の予診票は、広報すずか4月5日号に折り込みます。 
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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  

5月26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

100人
レントゲン撮影200円、
たんの検査600円

※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。 

謡ちゃん 岸本　ゆみさん 

※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。 
※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。 

3月26日㈭から

4月30日㈭、5月29日㈮
9時〜11時 保健センター 各40人 1,000円 3月27日㈮から

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

プレパパ・ママコース

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

妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方 

4月13日㈪10時〜11時30分 お産のイメージとリラックス法

4月26日㈰　9時30分〜11時30分
または13時30分〜15時30分

母子保健制度の紹介、もく浴体験、
妊婦体験など

30組 3月24日㈫から保健センター 無料 

離乳食コース
平成20年10月から12月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方 

4月14日㈫
10時〜11時30分

30組 3月25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 

4月20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 3月24日㈫から保健センター 材料費 
実費負担 

らく楽運動教室
（転倒予防教室）

65歳以上の方 

5月12日㈫、26日㈫、6月16日㈫、
30日㈫、7月14日㈫、28日㈫、
8月4日㈫、25日㈫、9月8日㈫、
15日㈫　13時〜15時

健康運動指導士による
体操、体力測定、ゲームなど

30人 3月23日㈪から保健センター 無料 

う た  

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。 

※申込みは、定員になり次第締切ります。 

※次回の乳がん・子宮がん検診の申込みは、広報すずか4月20日号で

お知らせします。 

※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。 

胃がん
（バリウムによる）

40歳以上の方 

※全2回シリーズ（動きやすい服装でお越しください。2回目はエプロンとタオルを持ってきてください） 

※10回シリーズ 
※定員になり次第締切り　　※電話で申込み後に参加申込書を送付します。 
※65歳以上で医師からの運動の制限がなく、日ごろ運動する機会が少ない方が対象です。 

※前日の21時以降は飲食、喫煙はしないでください。 
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乳幼児の健康診査について 

※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 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  

3月23日㈪〜31日㈫
※定員になり次第締切り 

4人程度 保健センター 
4月16日㈭

13時30分〜15時
医師による

市民健康相談

すくすく広場
（育児相談・栄養相談）

相談医　梶川　博之　医師（神経内科） 
「めまい・手足のしびれ」 

― ― 保健センター 
4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。 

市民公開健康相談
（医師による講演会と質疑応答） 3月23日㈪から50人 保健センター 

5月15日㈮
13時〜14時30分

相談医　伊藤　伸朗　医師（神経内科）
「ものわすれについて」 

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
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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
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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。 

謡ちゃん 岸本　岸本　ゆみさん 

と  き ところ

対  象

献血量

月の献血日程3・4
3月29日㈰、30日㈪、
4月12日㈰、28日㈫
10時～11時30分、
12時30分～16時 

鈴鹿ベルシティ 
（4月28日はアピタ鈴鹿店） 
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。 

う た  

謡ちゃん 岸本　ゆみさん 
う た  

平成19年度１歳６カ児健康診査の診察結果 

●乳児健診（4カ月児健診・10カ月児健診）
と　き／生後4カ月ごろ、10カ月ごろ 
ところ／県内の医療機関。かかりつけ医に電話などで

確認後受診してください。 

内　容／「母子保健のしおり」の乳児健康診査受診票で、
規定の項目は無料で受診することができます。 

※各受診票は使用できる時期が定められていますので、時

期を逃さないようにご注意ください。 

※母子保健のしおりを紛失された方、転入者で本市の母子保

健のしおりをお持ちでない方は再交付します。市民課、保健

センター（健康づくり課）、地区市民センターにお越しください。 

●幼児健診（1歳6カ月児健診・3歳児健診）
と　き／1歳6カ月ごろ、3歳6カ月ごろ 
ところ／保健センター 
内　容／お子さんが対象時期になったころ、保健センター

（健康づくり課）からご自宅に健診票を送付します。

日時を確認の上、お越しください。 

※健診時期の前後に他市から転入され健診を受けていない

方は、保健センターへご連絡ください。 

乳児健診、幼児健診は体の発育だけでなく、情緒

や運動機能の発達、また、さまざまな病気を発見す

る上でも大変重要な機会です。それぞれの健診の時

期も、発育発達を確認する上で適切な時期に設定さ

れています。 

健診の結果、医療機関などでの詳しい検査や治療

が必要な病気が発見されることもあります。お子さん

の健やかな成長を守るため、ぜひ健診を受けましょう。 

内　訳

要助言指導 要経過観察 施設紹介 治療中 

件  数 85件 129件 19件 45件 

内  容 
指しゃぶり 
など 

低身長、 
低体重など 

アトピー 
など 

停留睾丸、 
鼠径ヘルニア
など 

異常・所見あり 

277人 

受診者数 

2,007人 

異常なし 

1,730人 


