
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

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。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などの場合は、5月下旬ごろにはがきで別日を案内します。

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
または投薬を受けている）の方は除きます。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。
○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）。

相　談

保健
センター 不要5月27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）

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

市役所本館 12階
1203会議室 不要5月19日㈭

13時～14時15分
松﨑晋平医師（消化器内科）
「すい臓の病気　徹底解明」

1,000円（70歳以上の方は500円）

20歳以上の女性

と　　き ところ 費 用検 診／ 対 象

6月28日㈫　午前 保健センター レントゲン撮影・たんの検査 各500円

40歳以上 ※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。

6月28日㈫　午前 保健センター 1,000円（70歳以上の方は500円）

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）。

※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。　
※性経験がない方は、集団検診は受診できません。
※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。

1,500円

20歳以上の女性

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰ 午前

保健センター

※妊娠中・授乳中の方も受診できますが、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。 ※お子さん連れの方は、検査中のみ一時預かりがあります。

2,000円

40歳以上の女性

保健センター

保健センター

※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。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

対象／20歳以上の方（平成27年度に保健センターで測定された方、骨粗鬆症の治療中の方を除く）
とき／5月17日㈫・18日㈬ 9時30分～11時、13時30分～15時（ご都合の良い時間にお越しください。）

ところ／保健センター　申込み／不要　※裸足になれる服装でお越しください。 ※初日は混み合います。

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰・28日㈫ 午前

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰・28日㈫ 午前
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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

申し込みは 5月 1日㈮まで（先着順

ではありません）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、　382-4187、は

がき、窓口）、地区市民センター窓口

へ。

6月13日㈯　午前 保健センター 1,000円
胃がん

（バリウム）
40歳以上

※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、飲食や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）。

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番地の3

＜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、希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に5月中旬ごろはがきで別日を案内します。

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・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、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。

と　　き 費　 用ところ検 診 ／ 対 象

申し込みは5月1日㈮まで（先着順ではありません）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、
382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ。

保健センター 1,500円6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

※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。
※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性
保健センター 2,000円

※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。　※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

保健センター 1,000円
※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。
※性経験がない方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。受診を希望される
方は医療機関へご相談ください。

※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成13年4月1日
以前で、40歳の誕生日前日までの方）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

相　談

と　　き ところ 申込み内　　容相　　談
保健
センター

随時
（予約制）健康・栄養相談 保健師・栄養士による生活習慣病予防

などの相談
電話で健康づくり課
（ 327－5030）へ

※4月24日㈮・5月22日㈮に開催予定のすくすく広場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。

予防接種の予診票の交付や下記健診の受診票の交換・交付は、保健センター（健康づくり課：平日８時３０分～
１７時１５分）が窓口です。必要書類は、下記をご覧ください。
○「妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査の受診票」の交付
・母子健康手帳、前市町村の受診票、申請者の本人確認書類（運転免許証、在留カードなど）

○「予防接種の予診票」の交付
・母子健康手帳（接種履歴のわかるもの）、在留カード（外国籍の方）

○「乳児健康診査（４カ月児・１０カ月児）の受診票」の交付（地区市民センターでも交付できます）
・母子健康手帳、前市町村の受診票（交付されている方）、在留カード（外国籍の方）

転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ
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＜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、希望日が申し込み多数に

より抽選になった場合は、落選し

た方に 5 月中旬ごろはがきで別日

を案内します。

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。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などの場合は、5月下旬ごろにはがきで別日を案内します。

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
または投薬を受けている）の方は除きます。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。
○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）。

相　談

保健
センター 不要5月27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）

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

市役所本館 12階
1203会議室 不要5月19日㈭

13時～14時15分
松﨑晋平医師（消化器内科）
「すい臓の病気　徹底解明」

1,000円（70歳以上の方は500円）

20歳以上の女性

と　　き ところ 費 用検 診／ 対 象

6月28日㈫　午前 保健センター レントゲン撮影・たんの検査 各500円

40歳以上 ※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。

6月28日㈫　午前 保健センター 1,000円（70歳以上の方は500円）

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）。

※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。　
※性経験がない方は、集団検診は受診できません。
※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。

1,500円

20歳以上の女性

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰ 午前

保健センター

※妊娠中・授乳中の方も受診できますが、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。 ※お子さん連れの方は、検査中のみ一時預かりがあります。

2,000円

40歳以上の女性

保健センター

保健センター

※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。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

対象／20歳以上の方（平成27年度に保健センターで測定された方、骨粗鬆症の治療中の方を除く）
とき／5月17日㈫・18日㈬ 9時30分～11時、13時30分～15時（ご都合の良い時間にお越しください。）

ところ／保健センター　申込み／不要　※裸足になれる服装でお越しください。 ※初日は混み合います。

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰・28日㈫ 午前

6月10日㈮ 午前・午後
6月19日㈰・28日㈫ 午前
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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

6月13日㈯　午前 保健センター 1,000円
胃がん

（バリウム）
40歳以上

※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、飲食や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）。

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番地の3

＜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、希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に5月中旬ごろはがきで別日を案内します。

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・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、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。

と　　き 費　 用ところ検 診 ／ 対 象

申し込みは5月1日㈮まで（先着順ではありません）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、
382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ。

保健センター 1,500円6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

6月8日㈪・13日㈯・30日㈫　午前・午後

※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。
※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性
保健センター 2,000円

※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。 ※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

保健センター 1,000円
※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。
※性経験がない方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。受診を希望される
方は医療機関へご相談ください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成13年4月1日
以前で、40歳の誕生日前日までの方）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

相　談

と　　き ところ 申込み内　　容相　　談
保健
センター

随時
（予約制）健康・栄養相談 保健師・栄養士による生活習慣病予防

などの相談
電話で健康づくり課
（　327－5030）へ

※4月24日㈮・5月22日㈮に開催予定のすくすく広場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。

予防接種の予診票の交付や下記健診の受診票の交換・交付は、保健センター（健康づくり課：平日８時３０分～
１７時１５分）が窓口です。必要書類は、下記をご覧ください。
○「妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査の受診票」の交付
・母子健康手帳、前市町村の受診票、申請者の本人確認書類（運転免許証、在留カードなど）

○「予防接種の予診票」の交付
・母子健康手帳（接種履歴のわかるもの）、在留カード（外国籍の方）

○「乳児健康診査（４カ月児・１０カ月児）の受診票」の交付（地区市民センターでも交付できます）
・母子健康手帳、前市町村の受診票（交付されている方）、在留カード（外国籍の方）

転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ
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※4 月 24 日㈮・5 月 22 日㈮に開

催予定のすくすく広場は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、

中止します。

転入の方（妊産婦・

乳幼児・小・中学生の

保護者の方）へのお知らせ

転入の方（妊産婦・

乳幼児・小・中学生の

保護者の方）へのお知らせ

　予防接種の予診票の交付や下記健

診の受診票の交換・交付は、保健セ

ンター（健康づくり課：平日８時３

０分～１７時１５分）が窓口です。

必要書類は、下記をご覧ください。

○「妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・

産婦健康診査の受診票」の交付

　・母子健康手帳、前市町村の受診票、

申請者の本人確認書類（運転免許

証、在留カードなど）

○「予防接種の予診票」の交付

・母子健康手帳（接種履歴のわか

るもの）、在留カード（外国籍の方）

○「乳児健康診査（４カ月児・１０カ

月児）の受診票」の交付（地区市

民センターでも交付できます）

・母子健康手帳、前市町村の受診

票（交付されている方）、在留カー

ド（外国籍の方）

5月1日㈰・3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・
祝）・8日㈰・29日㈰ イオンモール鈴鹿　WESTコート

　10時～11時30分、13時～16時30分
※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。

三重県赤十字血液センター 059-229-3582

無料保健
センター

5月20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
平成２７年11月～平成28年
1月生まれの乳児をもつ方

30組

無料
5月15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

妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組保健
センター

4月25日㈪から
（先着順）

3回接種ワクチン（ロタテック）2回接種ワクチン（ロタリックス）
生後6週～32週未満生後6週～24週未満

①母子健康手帳　②健康保険証　③接種費用（各医療機関の定める接種費用から助成額を除いた
額は自己負担）④市が定めるロタウイルスワクチン接種予診票（市内実施医療機関にあります）

助成対象者
3回（1回あたり3,000円）2回（1回あたり4,500円）助成回数・助成額

接種時に
必要なもの

教　室教　室

4月26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。

①②⑤⑥
100円

③④300円
⑦⑧無料

4月28日㈭から
（先着順)

保健
センター

30歳から59歳の女性

各
30人

基本講座 ①6月14日㈫②6月16日㈭10時～12時
選択講座 ③7月4日㈪④7月12日㈫13時～15時（栄養編）
⑤8月8日㈪⑥8月29日㈪10時～12時（整理収納編）
⑦9月2日㈮⑧9月14日㈬10時～12時「骨盤調整（運動編）」

無料65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人
6月13日㈪・30日㈭
10時～11時30分
（2回シリーズ）

4月27日㈬から
（先着順）

月 献 血5 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

健康診査健康診査

生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃ
ん訪問員」がお伺いします。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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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。

妊婦健康診査妊婦健康診査

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

無料保健
センター

頭と体を使って楽しく
取り組める介護予防の体験

稲生
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

65歳以上の方
40人5月25日㈬

10時～11時30分
4月27日㈬から
（先着順）

平成28年4月1日から、
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。

平成28年度に接種が望ましい時期の方は、平成15年4月2日から平成16年
4月1日生まれの女性ですが、平成25年6月の厚生労働省からの通知により積極的な接種勧奨を差し控えて
いるため、対象者への個別通知は行っていません。接種を希望される場合は、予診票が必要ですので、母子
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。

※いずれも1回目は、生後14週6日までに接種しましょう。お早めに市内実施医療機関にご相談ください。
※市外の医療機関で接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課で申請が必要です。母子健康手帳を持ってお越しください。
※費用助成の対象は、平成28年4月1日以降の接種に限ります（平成28年3月31日以前の接種は対象外です）。

予防接種予防接種
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5 月の下記の教室は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、中止し

ます。

・市民健康講座　　　　

・すくすくファミリー教室

5月1日㈰・3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・
祝）・8日㈰・29日㈰ イオンモール鈴鹿　WESTコート

　10時～11時30分、13時～16時30分
※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。

三重県赤十字血液センター 059-229-3582

無料保健
センター

5月20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
平成２７年11月～平成28年
1月生まれの乳児をもつ方

30組

無料
5月15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

妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組保健
センター

4月25日㈪から
（先着順）

3回接種ワクチン（ロタテック）2回接種ワクチン（ロタリックス）
生後6週～32週未満生後6週～24週未満

①母子健康手帳　②健康保険証　③接種費用（各医療機関の定める接種費用から助成額を除いた
額は自己負担）④市が定めるロタウイルスワクチン接種予診票（市内実施医療機関にあります）

助成対象者
3回（1回あたり3,000円）2回（1回あたり4,500円）助成回数・助成額

接種時に
必要なもの

教　室教　室

4月26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。

①②⑤⑥
100円

③④300円
⑦⑧無料

4月28日㈭から
（先着順)

保健
センター

30歳から59歳の女性

各
30人

基本講座 ①6月14日㈫②6月16日㈭10時～12時
選択講座 ③7月4日㈪④7月12日㈫13時～15時（栄養編）
⑤8月8日㈪⑥8月29日㈪10時～12時（整理収納編）
⑦9月2日㈮⑧9月14日㈬10時～12時「骨盤調整（運動編）」

無料65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人
6月13日㈪・30日㈭
10時～11時30分
（2回シリーズ）

4月27日㈬から
（先着順）

月 献 血5 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

健康診査健康診査

生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃ
ん訪問員」がお伺いします。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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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。

妊婦健康診査妊婦健康診査

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

無料保健
センター

頭と体を使って楽しく
取り組める介護予防の体験

稲生
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

65歳以上の方
40人5月25日㈬

10時～11時30分
4月27日㈬から
（先着順）

平成28年4月1日から、
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。

平成28年度に接種が望ましい時期の方は、平成15年4月2日から平成16年
4月1日生まれの女性ですが、平成25年6月の厚生労働省からの通知により積極的な接種勧奨を差し控えて
いるため、対象者への個別通知は行っていません。接種を希望される場合は、予診票が必要ですので、母子
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。

※いずれも1回目は、生後14週6日までに接種しましょう。お早めに市内実施医療機関にご相談ください。
※市外の医療機関で接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課で申請が必要です。母子健康手帳を持ってお越しください。
※費用助成の対象は、平成28年4月1日以降の接種に限ります（平成28年3月31日以前の接種は対象外です）。

予防接種予防接種
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■ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチ

ン第２期（定期予防接種）

対　象　平成 26 年 4 月 2 日～平成

27 年 4 月 1 日生まれの方　

と　き　令和３年 3 月 31 日まで　

ところ　実施医療機関

費　用　無料（1 回に限ります）　持

ち物　予防接種予診票、母子健康

手帳、健康保険証

※予診票がない方は、母子健康手帳

を持って健康づくり課または地区

市民センターへお越しください。

※外国籍の方は、母子健康手帳と対

象児の在留カードを持って健康づ

くり課へお越しください。

■風しん第５期（定期予防接種）

令和２年度対象者　昭和 37 年 4 月

2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれ

の男性　

※対象者には 4 月上旬にクーポン券

を送付しました。また、令和元年

度対象者（昭和 47 年４月２日～

昭和５４年４月１日生まれ）の方

で、まだ抗体検査を受けられてい

ない方にもクーポン券を送付しま

したので、新しいクーポン券をご

利用ください（使用期限：令和 4

年 3 月末）。

5月1日㈰・3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・
祝）・8日㈰・29日㈰ イオンモール鈴鹿　WESTコート

　10時～11時30分、13時～16時30分
※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。

三重県赤十字血液センター 059-229-3582

無料保健
センター

5月20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
平成２７年11月～平成28年
1月生まれの乳児をもつ方

30組

無料
5月15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

妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組保健
センター

4月25日㈪から
（先着順）

3回接種ワクチン（ロタテック）2回接種ワクチン（ロタリックス）
生後6週～32週未満生後6週～24週未満

①母子健康手帳　②健康保険証　③接種費用（各医療機関の定める接種費用から助成額を除いた
額は自己負担）④市が定めるロタウイルスワクチン接種予診票（市内実施医療機関にあります）

助成対象者
3回（1回あたり3,000円）2回（1回あたり4,500円）助成回数・助成額

接種時に
必要なもの

教　室教　室

4月26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。

①②⑤⑥
100円

③④300円
⑦⑧無料

4月28日㈭から
（先着順)

保健
センター

30歳から59歳の女性

各
30人

基本講座 ①6月14日㈫②6月16日㈭10時～12時
選択講座 ③7月4日㈪④7月12日㈫13時～15時（栄養編）
⑤8月8日㈪⑥8月29日㈪10時～12時（整理収納編）
⑦9月2日㈮⑧9月14日㈬10時～12時「骨盤調整（運動編）」

無料65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人
6月13日㈪・30日㈭
10時～11時30分
（2回シリーズ）

4月27日㈬から
（先着順）

月 献 血5 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

健康診査健康診査

生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃ
ん訪問員」がお伺いします。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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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。

妊婦健康診査妊婦健康診査

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

無料保健
センター

頭と体を使って楽しく
取り組める介護予防の体験

稲生
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

65歳以上の方
40人5月25日㈬

10時～11時30分
4月27日㈬から
（先着順）

平成28年4月1日から、
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。

平成28年度に接種が望ましい時期の方は、平成15年4月2日から平成16年
4月1日生まれの女性ですが、平成25年6月の厚生労働省からの通知により積極的な接種勧奨を差し控えて
いるため、対象者への個別通知は行っていません。接種を希望される場合は、予診票が必要ですので、母子
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。

※いずれも1回目は、生後14週6日までに接種しましょう。お早めに市内実施医療機関にご相談ください。
※市外の医療機関で接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課で申請が必要です。母子健康手帳を持ってお越しください。
※費用助成の対象は、平成28年4月1日以降の接種に限ります（平成28年3月31日以前の接種は対象外です）。

予防接種予防接種
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乳　児
乳児期（4 カ月・10 カ月）に県

内の協力医療機関で、公費負担で

受けられます。ただし、「母子保健

のしおり」冊子中の健康診査票

（4 カ月・10 カ月）が必要です。

健康診査票がないときは、健康づ

くり課に問い合わせてください。

個別通知はありません。健康診査

を受けるときは、医療機関に予約

が必要です。

幼　児
１歳６カ月、３歳６カ月児の健康

診査を行います。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（保健センター内）

へご連絡ください。

妊　婦
健診費用の助成を受けるためには、

妊娠の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、公費助成の

手続きが必要です。申請期間は最

初に県外で受診した日から１年以

内です。

5月1日㈰・3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・
祝）・8日㈰・29日㈰ イオンモール鈴鹿　WESTコート

　10時～11時30分、13時～16時30分
※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。

三重県赤十字血液センター 059-229-3582

無料保健
センター

5月20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
平成２７年11月～平成28年
1月生まれの乳児をもつ方

30組

無料
5月15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

妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組保健
センター

4月25日㈪から
（先着順）

3回接種ワクチン（ロタテック）2回接種ワクチン（ロタリックス）
生後6週～32週未満生後6週～24週未満

①母子健康手帳　②健康保険証　③接種費用（各医療機関の定める接種費用から助成額を除いた
額は自己負担）④市が定めるロタウイルスワクチン接種予診票（市内実施医療機関にあります）

助成対象者
3回（1回あたり3,000円）2回（1回あたり4,500円）助成回数・助成額

接種時に
必要なもの

教　室教　室

4月26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。

①②⑤⑥
100円

③④300円
⑦⑧無料

4月28日㈭から
（先着順)

保健
センター

30歳から59歳の女性

各
30人

基本講座 ①6月14日㈫②6月16日㈭10時～12時
選択講座 ③7月4日㈪④7月12日㈫13時～15時（栄養編）
⑤8月8日㈪⑥8月29日㈪10時～12時（整理収納編）
⑦9月2日㈮⑧9月14日㈬10時～12時「骨盤調整（運動編）」

無料65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人
6月13日㈪・30日㈭
10時～11時30分
（2回シリーズ）

4月27日㈬から
（先着順）

月 献 血5 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

健康診査健康診査

生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃ
ん訪問員」がお伺いします。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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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。

妊婦健康診査妊婦健康診査

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

無料保健
センター

頭と体を使って楽しく
取り組める介護予防の体験

稲生
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

65歳以上の方
40人5月25日㈬

10時～11時30分
4月27日㈬から
（先着順）

平成28年4月1日から、
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。

平成28年度に接種が望ましい時期の方は、平成15年4月2日から平成16年
4月1日生まれの女性ですが、平成25年6月の厚生労働省からの通知により積極的な接種勧奨を差し控えて
いるため、対象者への個別通知は行っていません。接種を希望される場合は、予診票が必要ですので、母子
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。

※いずれも1回目は、生後14週6日までに接種しましょう。お早めに市内実施医療機関にご相談ください。
※市外の医療機関で接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課で申請が必要です。母子健康手帳を持ってお越しください。
※費用助成の対象は、平成28年4月1日以降の接種に限ります（平成28年3月31日以前の接種は対象外です）。
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　生後 2 ～３カ月ごろの赤ちゃんの

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、子育て情報の提

供などです。費用は無料です。

　生後２８日以内の方は、助産師な

どの新生児訪問もあります。ご希望

の方は予約が必要ですので、健康づ

くり課へご連絡ください。

今後、新型コロナウイルス感染症

の影響により、事業が中止・延期

する場合があります。最新情報は、

市ホームページをご覧いただく

か、健康づくり課までお問い合わ

せください。

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/life/benri/pdf/koyobouichiran.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/4220.html

