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1

広報誌「Ｔたいむ」に
おける広報

下野新聞社
栃木県健康増進課

Ｔたいむ３月号 2017/3/1 栃木県健康増進課
℡:028-623-3094

広報誌「Ｔたいむ」の」「とち
ぎ健康クイズ」のコーナー
で、女性の健康づくりを特
集する

栃木県健康増進課
℡:028-623-3094

2

健康度あっぷメニュー
の提供

栃木県庁生協食堂
栃木県職員総務課
栃木県健康増進課

栃木県庁生協食堂 2017/2/20
～24

http://www.minn
ano-
seikyou.com/sho
kudou/index.html

栃木県健康増進課
℡:028-623-3094

「骨粗鬆症予防」や「貧
血予防」など女性の健康
を意識したメニューを提
供する

栃木県健康増進課
℡:028-623-3094

3

パンフレットの配布 県東健康福祉セン
ター

県東健康福祉セン
ター

2017/3/1～
8

8:30～17:15 県東健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-82-3323

所内に健康づくり、がん検
診関係等のパンフレットを
設置し、来所者に配布する

県東健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-82-3323

4

女性の健康週間 県南健康福祉セン
ター

栃木県庁小山庁舎東
館（県南健康福祉セ
ンター）入口

2017/3/1～
8

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

女性の健康について普及
啓発コーナーの設置、
リーフレットの配布

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

5

ヘルシーライフ推進
員等研修会

県南健康福祉セン
ター

栃木県庁小山庁舎
会議室

2017/3/1 10:00～
12:00

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

研修会において参加者
（ヘルシーライフ推進員
等）へ女性の健康に関す
るリーフレットの配布

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

6

小山地区食生活改善
推進団体連絡協議会

県南健康福祉セン
ター

栃木県庁小山庁舎
会議室

2017/3/10 13:30～
16:00

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

会議において参加者(食
生活改善推進理事）へ女
性の健康に関するリーフ
レットを配布

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

7

栃木地区食生活改善
推進団体連絡協議会

県南健康福祉セン
ター

栃木市保健センター 2017/3/14 13:30～
16:00

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

会議において参加者(食
生活改善推進理事）へ女
性の健康に関するリーフ
レットを配布

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

4．日時

平成28年度「女性の健康週間」（３月１日～３月８日）実績報告書
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8

市町栄養業務改善業
務担当者会議

県南健康福祉セン
ター

栃木県庁小山庁舎
会議室

2017/3/22 10:0～12:00 県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

会議において参加者(管
内市町栄養士）へ女性の
健康に関するリーフレッ
トを配布

県南健康福祉センター
健康対策課
℡:0285-22-1509

9

リーフレットの配布 県北健康福祉セン
ター

県北健康福祉セン
ター

2017/3/1～
8

県北健康福祉センター
健康対策課栄養難病
℡:0287-22-2679

女性の来所者に対し、女性
の健康に関するリーフレッ
ト等を配布する

県北健康福祉センター
健康対策課栄養難病
℡:0287-22-2679

10

生活習慣病総合予防
対策事業

安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ターエントランス

2017/3/1～
8

終日 安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

センターエントランスにブー
スを設置し、来訪者に向け
て女性の健康づくりに関連
するパンフレットの配布及
びポスターの掲示を行う

安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

11

生活習慣病総合予防
対策事業

安足健康福祉セン
ター

安足健康福祉セン
ター

2017/3/1～
8

終日 安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

センターホームページのセ
ンターからのお知らせに女
性の健康週間であることを
表示し、外部サイト（厚生労
働省ＨＰ）リンクを貼る

安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

12

安足地区食生活改善
推進委員第4回理事
会

安足健康福祉セン
ター

赤見地区公民館 2017/3/10 13:30～ 安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

理事会参加者に女性の健
康づくりに関してのパンフ
レットの配布を行う

安足健康福祉センター
健康対策課
℡:0284-41-5895

13

運動講座 小俣地区生活習慣改
善推進員（小俣さわ
やか会）

小俣公民館 2017/3/2 10:00～
11:30

小俣地区生活習慣改善
推進員事務局
栃木県足利市健康増進
課
℡:0284-40-3115

中高年女性に対する日常
生活のひと工夫でできる
“ながら運動”の実技

栃木県足利市
健康増進課
℡:0284-40-3115
E-mail:
kenkou@city.ashikaga.ｌ
g.jp

14

健康バランス会のつ
どい

助戸地区生活習慣改
善推進員（健康バラ
ンス会）

助戸公民館 2017/3/3 10:00～
11:00

助戸地区生活習慣改善
推進員事務局
栃木県足利市健康増進
課
℡:0284-40-3115

参加者（中高年女性中
心）に対する健康チェッ
ク、食べ物のエネルギー
に関する展示、栄養士か
らのワンポイントアドバ
イス

栃木県足利市
健康増進課
℡:0284-40-3115
E-mail
:kenkou@city.ashikaga.ｌ
g.jp
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15

こころの健康セミナー 栃木市 栃木県栃木市
栃木保健福祉セン
ター

2017/3/1 10:00～
11:45

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：市民（参加者）
内容：講話、子宮頸がん、
乳がん検診のリーフレット
を配布し、受診勧奨を行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

16

健康あっぷ講座
（運動編）

栃木市 栃木県栃木市
都賀保健センター

2017/3/2 13:30～
15:00

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：市民（参加者）
内容：講話、実技、子宮頸
がん、乳がん検診のリーフ
レットを配布し、受診勧奨を
行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

17

健康あっぷ講座
（栄養編）

栃木市 栃木県栃木市
栃木保健福祉セン
ター

2017/3/2 10:00～
13:00

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：市民（参加者）
内容：講話、調理実習、試
食、子宮頸がん、乳がん検
診のリーフレットを配布し、
受診勧奨を行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

18

からだスッキリ栄養教
室（コレステロール
編）

栃木市 栃木県栃木市
岩舟健康福祉セン
ター（遊楽々館）

2017/3/3 10:00～
11:30

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：特定保健指導対象
者
内容：講話、試食、子宮頸
がん、乳がん検診のリーフ
レットを配布し、受診勧奨を
行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

19

特定保健指導
（中間・最終評価）

栃木市 栃木県栃木市
岩舟健康福祉セン
ター（遊楽々館）

2017/3/3 9:30～11:30 栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：特定保健指導対象
者
内容：計測、生活習慣の振
り返り、講話、子宮頸がん、
乳がん検診のリーフレット
を配布し、受診勧奨を行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

20

特定保健指導
（初回指導）

栃木市 栃木県栃木市
栃木保健福祉セン
ター

2017/3/7 9:30～11:00 栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：特定保健指導対象
者
内容：計測、講話、子宮頸
がん、乳がん検診のリーフ
レットを配布し、受診勧奨を
行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

21

健康あっぷフォロー
教室

市民 栃木県栃木市
栃木保健福祉セン
ター

2017/3/8 10:00～
11:30

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

対象：市民（参加者）
内容：参加者が自主的に
DVDを用いて運動を実践、
子宮頸がん、乳がん検診
のリーフレットを配布し、受
診勧奨を行う

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512
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22

からだスッキリ運動教
室

栃木市 栃木県栃木市
栃木保健福祉セン
ター、藤岡保健福祉
センター

2017/3/8 10:00～
11:30

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

糖尿病に関心のある住民
を対象にした、糖尿病とそ
の予防法についての医師
による講演会

栃木県栃木市
健康増進課
℡:0282-25-3512

23

ケーブルテレビでの
女性の健康週間の周
知

鹿沼市 2月から放映 栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-8312

ケーブルテレビで「女性
の健康週間」のPRを行う

栃木県鹿沼市健康課
℡;0289-63-8312

24

マタニティ歯科教室 鹿沼市 市民情報センター 2017/3/1 栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-2819

マタニティ歯科教室に来
所した妊婦に対し、女性
の健康づくりに関するパ
ンフレットを配布する

栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-2819

25

10か月児健診 鹿沼市 市民情報センター 2017/3/7 13:00～ 栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-2819

10か月児健診に来所した
母親に対し、女性の健康
づくりに関するパンフ
レットを配布する

栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-2819

26

高血圧教室 鹿沼市 市民情報センター 2017/3/8 14:00～ 栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-8312

高血圧教室に来所した市
民に対し、女性の健康づ
くりに関するパンフレッ
トを配布する

栃木県鹿沼市健康課
℡:0289-63-8312

27

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 保健・福祉センター 2017/3/1 9:30～11:30 栃木県小山市健康増進
課
℡:0285-22-9527

9か月児健康診査に来た
母親や家族の方に乳が
ん・子宮がんチラシを配
布する。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

28

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 保健・福祉センター 2017/3/1 13:00～
16:00

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

乳児健康診査に来た母親
や家族の方に乳がん・子
宮がんチラシを配布す
る。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522



1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

平成28年度「女性の健康週間」（３月１日～３月８日）実績報告書

29

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 保健・福祉センター 2017/3/2 13:00～
16:00

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

3歳児健康診査に来た母
親や家族の方に乳がん・
子宮がんチラシを配布す
る。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

30

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 健康医療介護総合支
援センター

2017/3/7 9:30～11:30 栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

9か月児健康診査に来た
母親や家族の方に乳が
ん・子宮がんチラシを配
布する。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

31

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 健康医療介護総合支
援センター

2017/3/7 13:00～
16:00

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

乳児健康診査に来た母親
や家族の方に乳がん・子
宮がんチラシを配布す
る。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

32

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 保健・福祉センター 2017/3/8 9:15～11:30 栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

2歳児健康診査に来た母
親や家族の方に乳がん・
子宮がんチラシを配布す
る。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

33

乳がん・子宮がんチラ
シ配布

小山市 保健・福祉センター 2017/3/8 13:00～
16:00

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9527

1歳6か月児健康診査に来
た母親や家族の方に乳が
ん・子宮がんチラシを配
布する。

栃木県小山市
健康増進課
℡:0285-22-9522

34

女性がん集団検診 真岡市 真岡市総合福祉保健
センター

2017/3/2 13:00～
17:00

栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

女性がんPR・乳がん自己
触診法の周知

栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

35

特定保健指導 真岡市 真岡市総合福祉保健
センター

2017/3/1 9:00～12:00 栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

健診受診者を対象に、食
事・栄養面を含む食生活に
ついて個人の健診結果を
ふまえ指導・助言する

栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp
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36

特定保健指導 真岡市 二宮コミュニティセン
ター

2017/3/7 9:00～12:00 栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

健診受診者を対象に、食
事・栄養面を含む食生活に
ついて個人の健診結果を
ふまえ指導・助言する

栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

37

健康塾
～高血糖改善編～

真岡市 真岡市公民館 2017/3/8 9:30～12:00 栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

血糖値が高めの40～74歳
までの方を対象にした、高
血糖改善教室

栃木県真岡市
健康福祉部健康増進課
成人健康係
℡:0285-83-8122
E-mail:
kenkou@city.moka.lg.jp

38

健康おおたわら塾 大田原市 大田原市広報3月号 栃木県大田原市
健康政策課成人健康係
℡:0287-23-7601

毎月発行している市の広
報において「女性の健康
を考えよう　骨粗鬆症に
ついて」を3月号に掲
載。骨粗鬆症とは？防ぐ
ためには？大田原市の骨
粗鬆症検査等について紹

栃木県大田原市
健康政策課成人健康係
℡:0287-23-7601

39

「広報やいた」での広
報

矢板市 2017/3/1 栃木県矢板市
健康増進課
℡:0287-43-1118

市の広報誌で女性の健康
週間のPRを行う

栃木県矢板市健康増進
課
℡:0287-43-1118

40

2歳児歯科健診 矢板市 矢板市保健福祉セン
ター

2017/3/3 13:00～ 栃木県矢板市子ども課
℡:0287-43-3600

2歳児歯科健診時に、母
親に対してパンフレット
を配布し、がん検診の受
診勧奨をする

栃木県矢板市子ども課
℡:0287-43-3600

41

3歳児健康診査 那須塩原市 西那須野保健セン
ター

2017/3/1 受付
13:00～
13:30

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/003854.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:3歳児、その家族
内容:身長・体重測定
、医師による診察（内科・歯
科）尿検査、歯科衛生士に
よるブラッシング指導、発
育発達の確認、栄養士に
よる食育の話、保健師によ
る相談、心理相談（希望

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
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42

母親学級 那須塩原市 西那須野保健セン
ター

2017/3/2 13:15～
15:00

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/000569.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:妊婦、その家族
内容:第3課「産後のイメー
ジづくりとみんなでトーク」
・産後のママのこころとから
だ
・産後の生活をイメージしよ
う（親学習）
・保健師による相談

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

43

3歳児健康診査 那須塩原市 黒磯保健センター 2017/3/3 受付
13:00～
13:30

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/003854.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:3歳児
内容:身長・体重測定、医師
による診察（内科・歯科）、
尿検査、歯科衛生士による
ブラッシング指導、発育発
達の確認、栄養士による食
育の話、保健師による相
談、心理相談（希望者）

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

44

健康相談会 那須塩原市 西那須野保健セン
ター

2017/3/7 9:00～10:30 http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/001811.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:市民
・健診の結果相談
・生活習慣病等の予防や
改善のための相談
・健康づくりのための相談
・バランスのよい食事の展
示

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

45

育児相談 那須塩原市 黒磯保健センター 2017/3/6 受付
9：30～11:00
13:30～
15:00

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/001815.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:乳幼児
内容
・身長・体重測定、保健師
等による相談、栄養士によ
る離乳食、栄養相談

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

46

2歳児歯科検診・相談 那須塩原市 黒磯保健センター 2017/3/7 受付
13:00～
13:30

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/003854.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象:3歳児
内容:身長・体重測定、歯科
医師による診察、歯科衛生
士によるブラッシング指
導、発育発達の確認、栄養
士による家族の食生活の
話、保健師による相談、心
理相談（希望者）

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

47

1歳6ヵ月児健康診査 那須塩原市 黒磯保健センター 2017/3/8 受付
13:00～
13:30

http://www.city.n
asushiobara.lg.jp/
16/003854.html

健康増進課
黒磯保健センター
℡:0287-63-1100
西那須野保健センター
℡:0287-38-1356

対象：1歳6ヵ月児
内容:身長・体重測定、医師
による診察（内科、歯科）、
発育発達の確認、栄養士
による幼児の食事とおやつ
の話、保健師による相談、
母子保健推進員による事
故防止活動、心理相談（希

那須塩原市健康増進課
℡:0287-63-1100

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/000569.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/000569.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/000569.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001811.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001811.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001811.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001815.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001815.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/001815.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/16/003854.html
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女性の健康づくり事
業
「骨元気教室」

さくら市健康増進課 氏家保健センター 2017/3/15 10:00～
13:30

栃木県さくら市
健康増進課
℡:028-682-2589

対象:骨粗しょう症検査を受
けた女性で骨密度の低下
がある方
内容:保健師による講話及
び運動、栄養士による骨元
気食材献立により調理実
習及び栄養指導

栃木県さくら市
健康増進課
℡:028-682-2589

49

CKD予防教室 那須烏山市 保健福祉センター 2017/3/2 9:30～11:30 栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

平成28年度特定健診で
eGFR値が要指導の方に対
し医師、保健師、管理栄
養士による講話及び調理
実習

栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

50

血管若返り教室 那須烏山市 保健福祉センター 2017/3/7 9:30～11:30 栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

平成28年度特定健診受診
者のうち以下に該当する
方
①70才未満の方で、血糖
値および脂質項目におい
て要指導および要医療の
方
②特定保健指導対象の方
③特定健診受診者のう
ち、食生活改善に関心の
ある方やその家族

栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

51

食生活相談 那須烏山市 保健福祉センター 2017/3/9 9:00～16:00 栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

管理栄養士･保健師によ
る食事・運動等の保健指
導及び個別指導

栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

52

女性の健康習慣周知 那須烏山市 保健福祉センター 2017/3/1 栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

市の広報誌（3月1日お知
らせ版）に掲載

栃木県那須烏山市
健康福祉課
℡:0287-88-7115

53

ヘルシーライフスタイ
ル講座

下野市 下野市保健福祉セン
ターゆうゆう館

2017/3/8 10:00～
12:15
（受付9:45
～）

http://www.city.s
himotsuke.lg.jp/c
t/other00003340
0/h28life.pdf

栃木県下野市
健康増進課
℡:0285-32-8905

下野市在住の30.40.50代
の女性で、健康づくりに興
味のある方
女性の健康についての講
話・コアトレの実践
食生活の講話、ヘルシーお
やつの試食

栃木県下野市
健康増進課
℡:0285-32-8905

http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000033400/h28life.pdf
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000033400/h28life.pdf
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000033400/h28life.pdf
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000033400/h28life.pdf
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子育て中の母親向け
「女性の健康づくり」
に関する普及啓発

上三川町 上三川いきいきプラ
ザ保健センター

2017/3/2
2017/3/3
2017/3/6

12:40～
14:40
12:30～
13:15
12:30～
13:15

栃木県上三川町健康課
母子健康係
℡:0285-56-9132
成人健康係
℡:0285-56-9133

乳幼児健診（2歳児歯科
健診3月2日、10か月児健
診3月3日、3歳児健診3月
6日）において、20～30
歳代のライフステージに
おける女性の健康づくり
についてのちらしを配布

栃木県上三川町健康課
成人健康係
℡:0285-56-9133

55

健康診査結果説明に
おける定期的な健診
受診等の啓発

上三川町 上三川町役場
健康課

2017/3/1～
8

8:30～17:15 栃木県上三川町健康課
成人健康係
℡:0285-56-9133

町の集団健診受診者に結
果を返却する際、定期的
な健診受診や女性の健康
づくり等について説明を
行う

栃木県上三川町健康課
成人健康係
℡:0285-56-9133

56

町報健康コラム欄
「ハピネス健康クラブ」
に関連記事の記載

茂木町 栃木県茂木町
保健福祉センター
「元気アップ館」
℡:0285-63-2555

全町民向けに女性の健康
づくりに関する内容（骨粗
しょう症を主に）を掲載する

栃木県茂木町
保健福祉センター
「元気アップ館」
℡:0285-63-2555

57

子宮がん乳がん予防
のパンフレット配布

芳賀町 保健センター 2017/3/1 13:00 栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028-677-6042

4ヵ月児健診・6ヵ月児相
談の保護者に対し、パン
フレット配布する

栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028-677-6042
E-mail:
kenkou@town.haga.tochi
gi.jp

58

子宮がん乳がん予防
のパンフレット配布

芳賀町 保健センター 2017/3/4 13:00 栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028-677-6042

１歳6ヵ月児健診の保護
者に対し、パンフレット
配布する

栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028-677-6042
E-mail:
kenkou@town.haga.tochi
gi.jp

59

子宮がん乳がん予防
のパンフレット配布

芳賀町 保健センター 2017/3/8 13:00 栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028-677-6042

10ヵ月児健診の保護者に
対し、パンフレット配布
する

栃木県芳賀町
健康福祉課健康係
℡:028－677-6042
E-mail:
kenkou@town.haga.tochi
gi.jp

60

からだスッキリ教室
～知識編～

野木町 野木町保健センター 2017/3/1 14:00～
15:30

栃木県野木町役場
健康福祉課
℡:0280-57-4171

糖尿病に関心のある住民
を対象にした、糖尿病とそ
の予防法についての医師
による講演会

栃木県野木町役場
健康福祉課
℡:0280-57-4171
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61

からだスッキリ教室
～運動編～

野木町 野木町保健センター 2017/3/6 13:30～
14:30
15:00～
16:00

栃木県野木町役場
健康福祉課
℡:0280-57-4171

生活習慣病予防をはじめ、
健康増進・体力向上・筋力
増強等が目的の住民を対
象にした運動教室

栃木県野木町役場
健康福祉課
℡:0280-57-4171

62

健診結果説明会 野木町 野木町公民館 2017/3/7 13:30～ 栃木県野木町役場
住民課
℡:0280-57-4136

基本健診や人間ドッグ等を
受診した住民を対象にし
た、健診結果の見方やメタ
ボリックシンドロームについ
ての、保健師・栄養士によ
る講話

栃木県野木町役場
住民課
℡:0280-57-4136

63

すっきりスリム教室 高根沢町 高根沢町保健セン
ター

2017/3/2
2017/3/6

10:00～
11:15

栃木県高根沢町保健セ
ンター
℡:028-675-4559

町民を対象とする運動指
導
ストレッチ・リンパマッサー
ジ・筋トレ

栃木県高根沢町
健康福祉課
℡:028-675-4559
E-mail:
kenkou@town.takanezaw
a.tochigi.jp

64

心の健康教室 高根沢町 高根沢町保健セン
ター

2017/3/6 11:30～
13:00

栃木県高根沢町保健セ
ンター
℡:028-675-4559

町民を対象とする心の健
康教育
ストレスとの上手な付き合
い方を学ぶ

栃木県高根沢町
健康福祉課
℡:028-675-4559
E-mail:
kenkou@town.takanezaw
a.tochigi.jp

65

リーフレットの配布 高根沢町 高根沢町保健セン
ター

栃木県高根沢町保健セ
ンター
℡:028-675-4559

女性ならではの疾患や健
康管理法に関するリーフ
レットの配布

栃木県高根沢町
健康福祉課
℡:028-675-4559
E-mail:
kenkou@town.takanezaw
a.tochigi.jp

66

結果説明会 那須町 保健センター 2017/3/16 9:00～ 那須町保健センター
℡:0287-72-5858

健診結果説明会の来所者
にパンフレットを配布

那須町保健センター
℡:0287-72-5858

67

広報掲載 那須町 那須町保健センター
℡:0287-72-5858

対象:一般町民
3月号の町広報に女性の
健康週間や検診等につい
ての広報文を掲載

那須町保健センター
℡:0287-72-5858



1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先4．日時

平成28年度「女性の健康週間」（３月１日～３月８日）実績報告書
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普及啓発
（パンフレット配布）

公益財団法人
栃木県保健衛生事業
団

① とちぎ健康の森
    エントランス
② 栃木県保健衛生
　　事業団 人間ドック
    待合室

2017/3/1
2017/3/8

9:00
17:00～

公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181

とちぎ健康の森及び当事
業団人間ドック来所者を対
象に、乳がんや子宮頸が
んなどに関するパンフレット
等を置き、知識の普及を行
う

公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181
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健康情報提供 とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセン
ター

2017/3/1～
8

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
℡:028-623-5566
健康の森管理課
℡:028-623-5858

女性特有のがん、各ライフ
ステージにおける女性特有
の健康課題の啓発のた
め、ポスター掲示、リーフ
レット配布を行う

とちぎ健康の森
とちぎ健康づくりセンター
健康づくり課
℡:028-623-5566
健康の森管理課
℡:028-623-5858
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普及啓発
（新聞紙面告知）

公益財団法人
栃木県保健衛生事業
団

下野新聞１面突出し
部分
（フルカラー45ｘ
108mm）

未定 未定 公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181

一般県民を対象に女性の
健康週間に関する記事を
掲載し普及啓発を行う

公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181
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普及啓発
（テレビでの告知）

公益財団法人
栃木県保健衛生事業
団

とちぎテレビの番組
「情報マルシェ」内

未定 未定 公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181

一般県民を対象に女性の
健康週間に関する４５秒告
知を放送し、普及啓発を行
う

公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
管理部 健康情報課
℡:028-623-8181


