
HC No テーマ 人数 開催日

1
女性の健康教室
～更年期のからだと健康管理～

①順天堂大学医学部附属浦安病院　医師 飯塚　弘子 27 平成22年11月18日

2 性・性感染症について （社）いはらき思春期保健協会 和田　由香 756 平成22年7月15日

1 ｢子育て」って何だろう？ 市川健康福祉センター　保健師 組田　ゆきの 143 平成22年6月17日

2 受動喫煙防止のすすめ
市川健康福祉センター　保健師
　　　　　　　　　　　　　　　管理栄養士

野中　麗子
浪川　詔子

49 平成22年6月30日

3 「大切だよね。わたしのからだとこころ」 市川健康福祉センター　保健師 野中　麗子 305 平成22年7月14日

4 本当に怖いの？依存症 市川健康福祉センター　保健師 組田　ゆきの 249 平成22年10月7日

5 大切だよね、わたしのからだ 市川健康福祉センター　保健師 組田　ゆきの 336 平成22年11月25日

6 男性更年期と生活習慣病について 東京大学大学院研究科加齢医学　准教授 秋下　雅弘 17 平成22年12月7日

7
身体も心も健康に
～これからのライフスタイルを考えよう～

市川健康福祉センター　保健師 岩井　亜矢子 279 平成23年1月13日

①ソフィアクリニックますだ　院長 増田　知恵子

②松戸市役所保健福祉課　理学療法士 本田　雅代

野田 1
「更年期における女性の健康づくりについて」
～更年期をいきいきと過ごすために～

(社）千葉県助産師会 柏・野田・我孫子・流山地
区部会会長

足立　千賀子 25 平成23年1月18日

1 １０代からの健康管理 助産師会　印旛地区会長 路野　富子 45 平成22年7月15日

2 ホンネで話そう思春期の生と性 杉山母乳育児相談室　助産師 杉山　ふく子 377 平成22年9月15日

3 タバコの健康問題について タバコ問題を考える会　代表 大谷　美津子 700 平成22年9月29日

4 思春期の心身の健康のために 成田赤十字病院 佐藤　重子 1000 平成22年10月1日

5
「豊かな性と生を育むために」～いのち・性をみつめ
て～

印旛郡市地区助産師会 島森　孝恵 220 平成23年1月31日

1 「大切ないのち～体と心の成長を通して～」 (社）千葉県助産師会　会長 齋藤　葉子 17 平成22年12月2日

2 「見直そう！食生活～若さと健康を保つために～」 県立佐原病院　総合診療科　医長 庭野　元孝 604 平成22年12月22日

1 女性のこころと体の健康づくり 八日市場地域保健センター　保健師 木内　千恵子 33 平成22年7月23日

2 「いつまでも若々しく健康なこころと体をめざして」
海匝健康福祉センター　保健師
増田産婦人科　国保匝瑳市民病院

小林　俊子
増田  眞希

15 平成22年11月2日

3
自分のからだ、大切にしていますか
「高校生の健康・生活実態調査から、自分の健康を
考える」

国保旭中央病院付属看護専門学校
八日市場地域保健センター　保健師

小林　俊子
ピアレイン
ボー7名

80 平成22年10月4日

4
自分のからだ、大切にしていますか
「高校生の健康・生活実態調査から、自分の健康を
考える」

国保旭中央病院付属看護専門学校
八日市場地域保健センター　保健師

小林　俊子
ピアレイン
ボー7名

62 平成22年10月25日

1
思春期の今考えておく大切なこと
～自分を大切にし、相手も大切にする生き方～

助産師 青木　利江子 68 平成22年9月17日

2
思春期の今考えておく大切なこと
～自分を大切にし、相手も大切にする生き方～

助産師 青木　利江子 105 平成22年9月22日

長生 1 女性の健康講演会「更年期の変化と対応」 東京歯科大学市川総合病院　産婦人科教授 高松　潔　 27 平成23年2月3日

1
高校生のための健康教室
「性の健康づくり～命と健康～」

亀田医療技術専門学校副校長　助産師 熊澤　美奈好 249 平成22年7月15日

2
思春期保健セミナー
「子宮頸がんについて～大切なからだを守るため

井出医院　院長 井出　勝康 53 平成22年7月31日

3
青少年に対するエイズ・性感染症対策講習会
「性の健康づくり　エイズ・性感染症の知識と予防」

川口助産院　院長 川口眞理子 559 平成22年11月2日

1 性感染症 亀田総合病院　総合診療・感染症科　部長 細川　直登 465 平成22年7月13日

2
性の健康教室
～考えてみよう！命とエイズ・性感染症～

亀田総合病院　師長　助産師　不妊カウンセ
ラー

丸山　悦子 587 平成22年7月14日

3
若さを保つ秘訣！
～アンチエイジングな生活のススメ～

安房健康福祉センター　保健師 秋吉　尚香 15 平成22年8月10日

4
若さを保つ秘訣！
～アンチエイジングな生活のススメ～

鴨川地域保健センター　保健師 安田　ふさ子 205 平成23年2月3日

君津 1 「知っておきたい　タバコの害」 タバコ問題を考える会　教育部会講師 丸山　純 970 平成22年10月19日

市原 1
｢望ましい食事について」
「性・性感染症について」

管理栄養士　健康運動指導士
泌尿器科医

畑中　恵子
倉持　宏明

130 平成23年1月13日

1 「知っておいてほしい　身体や生活のはなし」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 220 平成22年7月12日

2 「性について　起こりうる問題と予防・対処」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 310 平成22年7月14日

3 「性について　起こりうる問題と予防・対処」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 139 平成22年9月2日

4 「健康講座　～新社会人になるために～」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 137 平成22年9月9日

5 「性について　起こりうる問題と予防・対処」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 160 平成22年12月14日

6 「体温と生活リズム」 千葉県健康づくり支援課　保健師 佐藤　千織 608 平成22年12月17日

7 「性と健康　～生命との出会い、大切な今～」 千葉県健康づくり支援課　保健師 吉岡　みどり 320 平成22年12月17日

8 健康な高校生活のために～性感染症を知ろう～ 千葉県健康づくり支援課　主幹 柳堀　朗子 1000 平成23年2月1日

計 42 回 合計 11698 人
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ココロとカラダのリラックス講座
①「ハッピーライフ送っていますか？」
～女性のライフステージからみた心の不調を踏まえ
て～

32 平成22年9月16日


