
健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3

集団検診集団検診 申し込みは、8月20日㈬から9月5日㈮までに、市ホームページ「がん検診」のページでインタ
ーネット予約、または健康づくり課（電話、ファクス、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

○検診車で受ける検診です。
○市内に住民登録をしている方が対象です。
○同じ種類の検診は、年度内に2回以上受けることはできません。
○過去に治療・手術などを受けたことがある方や現在治療中の方は、受診をお勧めできません。
　かかりつけの医療機関で検診を受けてください。
○生活保護世帯・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、乳がん検診、子宮がん検診の
　HPV検査は除く）。

10月14日㈫、11月7日㈮
午前・午後

10月14日㈫、11月7日㈮、22日㈯、
　午後

1,500円

10月5日㈰、19日㈰、11月5日㈬
12月1日㈪　午前・午後

保健センター

1,000円（70歳以上は500円）
HPV検査（希望者のみ）　
20～29歳は500円追加
30～39歳は1,500円追加

子宮頸がん
（細胞診）
20歳以上の女性

保健センター

10月5日㈰、11月9日㈰　午前 保健センター 1,000円（70歳以上は500円）

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

胃がん
（バリウム）
40歳以上の方

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診でき
ません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。
※検診前日21時以降と当日の朝は飲食・喫煙しないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

11月9日㈰　午前 保健センター レントゲン 500円
たんの検査 500円肺がん

40歳以上の方 ※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。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。
※HPV検査（20～39歳の方）は希望の方のみ実施します。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

10月5日㈰、19日㈰、21日㈫、
11月5日㈬、15日㈯、22日㈯、
12月1日㈪　午前・午後

保健センター 2,000円

乳がん
（視触診とマンモグラフィ）

40歳以上の女性

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や
乳房内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャ
ントを施行されている方は受診できません。
※バスタオルを持参してください。
※乳がん検診ネットワークカードをお持ちの方は持参してください。

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

①希望する検診名、②希望する検診日（午前・午後も記入）、③氏名（ふりがな）、④生年月日、⑤郵便番

号・住所、⑥電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ。

※申し込み後に健康づくり課からの通知はありませんので、申し込んだ日時にお越しください。ただし、

希望された検診日が申込み多数の場合は、9月中旬ごろにはがきで別日を案内します。
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無料保健
センター

9月9日㈫
10時～11時30分

離乳食の進め方について
(５～８カ月頃の離乳食）、

栄養相談

離乳食コース
平成26年3月から5月生まれ
の乳児をもつ初参加の方

8月26日㈫から
（先着順）30組

無料保健
センター

9月11日㈭
10時～11時30分

虫歯予防の話・ブラッシング指導、
個別相談

むし歯予防コース
1歳半～2歳未満の幼児
とその保護者の方

8月28日㈭から
（先着順）

20組

無料保健
センター

9月29日㈪
10時～11時30分

笑うことをきっかけに楽しく
取り組める介護予防の体験

8月27日㈬から
（先着順）

30人

無料庄野
公民館

10月1日㈬、10月15日㈬、
10月29日㈬（3回シリーズ）

10時～11時30分

健康運動指導士による
体操やゲームなど

8月27日㈬から
（先着順）

20人

無料保健
センター

9月7日㈰
9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

8月25日㈪から
（先着順）

各
15組

材料費保健
センター

10月17日㈮
9時45分～12時45分

妊娠中の栄養についての
講話、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中の方

8月25日㈪から
（先着順）20人

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。

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

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

■すくすくファミリー教室

■介護予防教室

教　室教　室

健康ひろば
（笑いヨガ編）
65歳以上の方 

10月16日㈭
13時～14時15分

相　談

保健
センター 不要9月26日㈮

9時30分～11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱい
相談・身体計測）

母子健康手帳持参（相談希望者）
※おっぱい相談は希望者多数の
場合、ご希望に沿えないことが
あります。

と　　き と こ ろ 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。

市役所本館
12階

1203会議室

福島達樹医師(整形外科)
「腰痛について知っておこう」

講演会は
不要

市民健康講座
（医師による講演会と
質疑応答、個別相談）

※個別相談は14時15分～14時45分。先着2人で、申込みは8月22日㈮～10月8日㈬。

　生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいる家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。対象の方
には、訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育て
情報紙の提供などです。費用は無料です。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

※動きやすい服装でお越しください。

りんりんころばん教室
65歳以上で医師から
の運動制限がない方
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健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3



　　　健診費用の助成を受けるためには、妊娠届出をして母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果
票）の交付を受けましょう。県外医療機関で受診された方は、後日公費助成の手続きが必要で、申請期間は
県外で受診した日から１年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

予防接種予防接種
■水痘（みずぼうそう）ワクチンと高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）が定期接種になります

　予防接種法施行令の一部改正に伴い、今年10月から実施されます。いずれも経過措置が設けられます。
【水痘（みずぼうそう）ワクチン】

対象者／生後12カ月～36カ月未満　接種回数／3カ月以上の間をおいて2回　費用／無料（対象者に限る）
標準的な接種時期／1回目：生後12カ月～15カ月未満　2回目：1回目接種後6カ月～12カ月
経過措置／平成26年度に限り、生後36カ月～60カ月未満の方を対象に1回（一部自己負担あり）
※すでに水痘ワクチンを接種した方、水痘にかかったことがある方は対象外です。
※現在実施している水痘ワクチンの費用助成は、平成27年3月31日で終了する予定です。平成26年10月以降、
助成内容について一部変更があります。詳しくは、健康づくり課、または接種医療機関へお問い合わせください。

【高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）】

対象者／・ 65歳の方（平成31年度から実施）
　　　　・ 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己身辺の日常生活活動が極度に制限さ
　　　　れる程度の障がいがある方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
　　　　不可能な程度の障がいがある方
接種回数／1回　費用／8,000円のうち自己負担は5,000円（生活保護受給者は無料）
経過措置／平成26年度～平成30年度に限り、各年度に65歳・70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
を対象に1回（平成26年度は101歳以上の方も対象）

保健センター地図

○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

月 献 血9 日 程の

　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
診日の変更希望は、健康づ
くり課へ。

とき・ところ　9月15日（月・祝）、23日（火・祝）、
28日㈰10時～11時30分、13時～16時30分

　イオンモール鈴鹿　WESTコート
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

健康診査健康診査

問合せ  三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

●平成26年度（平成27年3月31日まで）の経過措置対象者は次の方です。

65歳
年　齢 生年月日 年　齢 生年月日

昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日 85歳 昭和4年4月2日生～昭和5年4月1日
70歳 昭和19年4月2日生～昭和20年4月1日 90歳 大正13年4月2日生～大正14年4月1日
75歳 昭和14年4月2日生～昭和15年4月1日 95歳 大正8年4月2日生～大正9年4月1日
80歳 昭和9年4月2日生～昭和10年4月1日 100歳以上 大正4年4月1日以前の生まれの方

※過去に肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことがある方は対象外です。
※現在実施している高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）の費用補助は継続する予定です。詳細が決まりまし
たら、市ホームページや広報すずかなどでお知らせします。
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