
（11）広報もおか 平成 25 年 10 月号（10）

　【申し込み・問い合わせ】◆健康フェスティバル…健康増進課　☎ 83-8121・83-8122
　　◆がん検診…健康増進課成人健康係　☎ 83-8122 FAX 83-8619
　　◆市ホームページ…　http://www.city.moka.tochigi.jp/

★食育＆減塩＆メタボコーナー
　【無料測定】体脂肪、腹囲、血圧測定、血液の流れ、肺年齢
　【ジュースの砂糖あてクイズ】クイズに答えたお子さん、
　　　先着 200 名に米粉パンをプレゼント！

★コットベリーちゃんと一緒に写真を撮ろう！
★バルーンアートコーナー
★食育コーナー（食育カルタ）
★カルシウムアップ試食コーナー
★薬の相談コーナー
★クイズラリー（粗品進呈）
★献血Q&Aコーナー（粗品進呈）

　健康フェスティバル 2013　健康フェスティバル 2013
「 未来につなごう 健康の輪 」「 未来につなごう 健康の輪 」

開催！

　元気で生き生きと暮らすためには、日頃から健康づくりへの取り組みが大切です。
　皆さんもイベントに参加して、ご自身やご家庭の健康づくりに取り組んでみませんか。

【とき】10 月 27 日（日）午前 9時 45 分～正午

【ところ】総合福祉保健センター
参加料
無料！　事前申し込みが必要なイベント事前申し込みが必要なイベント

※ 9月 30 日（月）午前 8時 30 分から電話受付開始

①骨密度検診＜各回 50 人＞①骨密度検診＜各回 50人＞
あなたの骨は大丈夫？

【受付時間】①午前 10時から

②午前 11時から

【内　容】骨密度測定、結果説明 強い歯をつくろう！
②フッ素塗布＆歯科相談＜各回50人＞②フッ素塗布＆歯科相談＜各回50人＞
【受付時間】①午前10時～10時10分

②午前11時～11時10分
【対　象】
◇年少児（H21.4.2 ～ H22.4.1 生）
◇年長児（H19.4.2 ～ H20.4.1 生）

日頃の疲れを癒やしませんか
③リラクゼーションコーナー＜各回10組＞③リラクゼーションコーナー＜各回10組＞
【受付時間】①午前 10時から

②午前 11時から
【内　容】ハンドマッサージ
※2人一組で申し込みください。
※当日参加枠（各回5組）もあります。

大好評「いざという時のために」
わが子を守ろう！

④救急法講習会コーナー＜各回10人＞④救急法講習会コーナー＜各回10人＞
【受付時間】①午前 10時 40分から

②午前 11時 30分から
【内　容】子どもの救急蘇生法
※当日参加もできます。

⑤⑤「わが家の朝ごはん」写真大募集！「わが家の朝ごはん」写真大募集！
【内　容】いつもの朝ごはん、ちょっ
　と頑張った日の朝ごはん、親子で
　一緒に作った朝ごはんなどの写真
【申込期限】10月 18日（金）
※応募用紙に写真を貼付して窓口へ
　申し込みください。
　応募者全員に参加賞を
差し上げます！

　応募用紙は、 健康増進課窓口

に用意してあります。
　市ホームページからもダウン
ロードできます。

秋風に吹かれながら
健康づくりをしませんか参加賞あり

⑥ふるさとウォーキング⑥ふるさとウォーキング
【時　間】午前 10時～ 11時
　※出発 15分前集合、雨天中止
【対　象】市内在住の方　先着 30人
【コース】保健センター（集合場所）
　…田町橋…長瀬橋…妹内橋…御橋
　…妹内橋…長瀬橋…保健センター
　※ 3km（60分コース）
【持ち物等】飲み物、帽子、タオル、
　動きやすい服装と靴
【申込期限】10月 18日（金）

　当日楽しめるイベント当日楽しめるイベント（申し込み不要）（申し込み不要）

当日楽しめるイベントは、内容当日楽しめるイベントは、内容
が変更になることがあります。が変更になることがあります。

おすすめコース紹介
（参考にどうぞ！）

★健康チェックコース
①リラクゼーション
　（予約制）10:00

または、
　ふるさとウォーキング
　（予約制）10:00

↓
②骨密度検診
　（予約制）11:00

↓
③試食コーナー

↓
④血圧・体脂肪・腹囲
　測定（無料）

★ママと一緒コース
①フッ素塗布
　（予約制）10:00

↓
②救急法講習会
　（予約制）10:40

↓
③ジュースの砂糖あてクイズ
　（米粉パンプレゼント）

↓
④クイズラリー
　（粗品プレゼント）

↓
⑤献血Q&Aコーナー
　（粗品プレゼント）

ほかにも楽しいイベントが盛りだくさんです。ほかにも楽しいイベントが盛りだくさんです。
参加お待ちしています！参加お待ちしています！

早期発見が重要！早期発見が重要！

【対象者】今年度 41・46・51・56・61歳になる方
【検診料】無 料無 料  ※対象者には、5月末に無料クーポン券を郵送しています
【申込方法】電話で下記窓口へ申し込みください。
　問診票と検査キットを郵送します。※検診日は問い合わせください

大腸がん検診は、２日分
の便を採取し、検診日に
提出します。

ご存じですか？大腸がん検診が無料で受けられますご存じですか？大腸がん検診が無料で受けられます

    女性がん検診女性がん検診（子宮がん・乳がん検診）（子宮がん・乳がん検診）＊10月はピンクリボン月間です＊＊ 10月はピンクリボン月間です＊

　市内の委託医療機関で受診できる「施設検診」を実施中です。平成24年度の女性がん検診受診状
況のグラフをみると、20～ 30歳代の受診が少ない状況です。女性のがんは、若い頃からの予防が大
切です。まだ未受診の方は、自分の将来のためにも検診を受けましょう。申し込みをお待ちしています。

■乳がん検診（施設検診）
　【対象】30歳から【検診料】400円～ 600 円（自己負担）
◆乳がん◆乳がん…乳腺にできるがんで、主にかたい「しこり」ができ
　　　　　 ます。女性の約 15人に 1人がかかっています。
　　　　　 40 ～ 50 歳代でかかる方が多いがんですが、30 歳30 歳
　　　　　 代からリスクが高まります　　　　　 代からリスクが高まります。

早期発見を早期発見を

　するためには…　するためには…

【定期検診を受ける】【定期検診を受ける】検診を希望する方は、下記窓口へ申し込
　みください。受診券等を送付します。
【自己触診を行う】【自己触診を行う】生理終了1週間後の、胸の張りが治まった状
　態がベストです。閉経後は、日を決めて行いましょう。

会場内で写真を展示

    大腸がん検診大腸がん検診（大腸がん無料クーポン検診事業）（大腸がん無料クーポン検診事業）

■増えている「大腸がん」の患者数、私は大丈夫と
　思っていませんか
　　食生活の欧米化の影響で、男女とも 40歳代から大腸
　がんになる可能性が高まります。男性に多い傾向男性に多い傾向にあり
　ますが、女性のがん死亡原因の第一位となっています。女性のがん死亡原因の第一位となっています。
■真岡市民の大腸がん検診受診率は「28％」　
　　平成 24 年度の真岡市民の大腸がん検診受診率は 28%で
　す。定期的に受診するだけで、大腸がんの死亡リスクが 60大腸がんの死亡リスクが 60
～ 80%も減ります。～ 80%も減ります。自覚症状のない病気だからこそ、毎年定期的に検診を受けましょう。

受けよう がん検診受けよう がん検診

■子宮がん検診（施設検診）
　【対象】20歳から【検診料】800円～ 1,000 円（自己負担）
◆子宮頸部がんは、20～ 30 歳代で急増◆子宮頸部がんは、20～ 30 歳代で急増
　　性交渉でのウイルス（HPV）の持続感染により「がん化」
　します。誰でも子宮頸部がんになる可能性が高く、初期段初期段
　階は、症状がないため気付きにくい病気　階は、症状がないため気付きにくい病気です。
◆子宮体部がんは、50～ 60 歳代で増加◆子宮体部がんは、50～ 60 歳代で増加
　女性ホルモンの影響や、食事の欧米化が原因とされています。

平成 18年度 年代別にみた
大腸がんの罹患者数（全国）（人）
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（出典：国立がん研究センター）

20～ 30歳代の若い世代の20～ 30歳代の若い世代の
受診が少ない状況です！受診が少ない状況です！

（人）
平成 24年度

真岡市女性がん検診受診状況
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