
健康づくり課（保健センター内）
受付時間 平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

〒513-0809　西条五丁目 118-3

　382-2252　 382-4187　 

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

集団検診集団検診
○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中（医師の指示により、定期的に検診申し込みは5月31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（専用ダイヤル　327-5030、ファ

クス　382-4187、はがき、窓口）、地

区市民センター窓口へ

○市内に住民登録をしている方が対

象です。ただし検診部位について

治療中・経過観察中の方は除きま

す。持病のある方は主治医にご相

談ください。また、同じ種類の検

診は、年度内に 1 回しか受けられ

ません。

○市民税非課税世帯・生活保護世帯

の方は無料です（乳がん検診・肺

がん検診のたんの検査・子宮がん

検診の HPV 検査は除く）。

○検診当日の受付時間は午前が 9 時

から 11 時まで、午後が 13 時か

ら 15 時までです。

※7 月 12 日 ( 水 ) は検査時のみ、

お子さんの一時預かりを行います

（予約不要）。

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

※7月12日㈬は検査時のみ、お子さんの一時預かりを行います（予約不要）。
と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

胃がん
（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、または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、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医
にご確認ください）。

1,000円

肺がん
40歳以上

7月20日㈭　午前

7月20日㈭　午前

保健センター

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。

レントゲン撮影・たんの検査　各500円

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

7月12日㈬・29日㈯ 午前・午後 保健センター
※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。

※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。

1,500円

7月12日㈬・29日㈯ 午前・午後
保健センター 1,800円乳がん

（視触診とマンモグラフィ）
40歳以上の女性

7月20日㈭　午前

保健センター 1,000円

※生理中・性経験がない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。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方には、同時に実施します。

子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

7月12日㈬　午前・午後
7月20日㈭　午前
7月29日㈯　午後

＜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は

がきによる通知はありません。申

し込まれた日時にお越しください。

ただし、希望された検診日が申し

込み多数で抽選を行った場合は、

落選した方に 6 月中旬ごろはがき

で別日を案内します。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要6月23日㈮

9時30分～11時（育児相談・栄養相談・助産師に
よるおっぱい相談・身体計測）

と　　き ところ 備　　　　　考申 込 み相　　談
すくすく広場 母子健康手帳（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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

健康手帳を持って健康づくり課までお越しください。接種に際しては、接種医とよくご相談ください。

　生後 2 ～ 3 カ月の赤ちゃんのご家

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

る前月の下旬に案内を郵送します。

教　室教　室

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

材料費保健
センター

マタニティ
クッキングコース

妊娠中の方
20組6月28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

無料保健
センター

健康ひろば
（体力チェック編）
65歳以上の方

むし歯予防コース（幼児）
１歳半～２歳未満の幼児と

その保護者の方

40人6月26日㈪
10時～11時30分

転倒予防に役立つ
体力チェック

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

不要ふれあいセンター
ふれあいホール

市民健康講座
（医師による講演会と質疑応答）

6月15日㈭
13時15分～14時30分

濵口幸吉医師（耳鼻咽喉科）
「めまいと難聴　
なぜ起こる？どう治す？」

5月30日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

健康セミナー（筋トレ編）
20歳～64歳の
運動を始めたい方

30人7月6日㈭
10時～12時

自宅でも実践できる
エクササイズと生活習慣

病予防の講話
5月31日㈬から
(先着順)

5月24日㈬～
6月20日㈫
（先着順）

無料保健
センター

離乳食コース
平成28年12月～平成29年
2月生まれの乳児をもつ方

30組6月14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
5月29日㈪から
（先着順）

無料保健
センター 20組

6月15日㈭
10時～11時30分

むし歯予防の話、ブラッ
シング指導、個別相談

5月23日㈫から
（先着順）

むし歯予防コース（乳児）
平成28年9月～10月生まれ
の乳児とその保護者の方

無料保健
センター 30組

6月29日㈭
10時～11時30分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

5月23日㈫から
（先着順）

※基本講座（①または②）は必ず参加してください。同じ内容の講座は1回しか参加できません。

下表のとおり行っています。詳細は、広報4月5日号の折り込みチラシや市ホームページをご覧ください。

予防接種予防接種

■高齢者用肺炎球菌（23 価）

  予防接種
　今年度の対象者は、過去にこのワ

クチンの接種歴がない方で下記の表

に該当する年齢の方、または 60 歳以

上 65 歳未満の方で医師が特に必要と

認めた方です。費用は、8,000 円の

うち自己負担 5,000 円（生活保護受

給者は無料）です。
必要と認めた方です。費用は、8,000円のうち自己負担5,000円（生活保護受給者は無料）です。
年 　 齢

65歳となる方
生 年 月 日

昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
年 　 齢

85歳となる方
生 年 月 日

昭和  7年4月2日生～昭和  8年4月1日生
70歳となる方 昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生 90歳となる方 昭和  ２年4月2日生～昭和  ３年4月1日生
75歳となる方 昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生 95歳となる方 大正1１年4月2日生～大正1２年4月1日生
 80歳となる方 昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生 100歳となる方 大正  ６年4月2日生～大正  ７年4月1日生

※接種には予診票と健康手帳が必要

です（予診票は市内実施医療機関、

健康手帳は健康づくり課、戸籍住

民課、保険年金課、地区市民セン

ターにあります。）

※市外の医療機関で接種する場合は、

あらかじめ健康づくり課で申請し、

予診票を受け取ってください。

※65 歳となる方のうち、これまで

に本市の費用助成制度を利用して

いない方に限り、個別にはがきを

送付しました。

※定期接種の対象にならない方でも

接種希望の場合は、本市が行う費

用助成制度（助成額 3,000 円）

を利用できます。

赤ちゃん訪問赤ちゃん訪問

妊婦健康診査妊婦健康診査

　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。

　１歳６カ月、３歳６カ月児

健康診査健康診査

妊婦健康診査妊婦健康診査

乳　児　乳児期に 2回（4カ月・

10 カ月）、県内の協力医療機

関で、公費負担で受けられま

す。

幼　児　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。


