
地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先

市役所ロビー展示 滝川市
17日（火）

～24日（火）
滝川市役所1階ロビー 滝川市保健センター

いわみざわ健康まつり 岩見沢市 29日（日） イベントホール赤れんが 岩見沢保健センター

がん検診促進
ニコニコキャンペーン

北海道医療センター
1日（日）～

10月31日（木）
北海道医療センター 北海道医療センター

がん予防パネル展
北海道

(公財）北海道対がん協会
4日（水）～
5日（木）

北海道庁1階ロビー
北海道対がん協会
011-748-5518

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 5日（木） 札幌市東区民センター 011-722-1110

がん市民公開講座 北海道医療センター 7日（土） 北海道医療センター 北海道医療センター

がん予防啓発パネル展 札幌東徳洲会病院
9日（月）～
30日（月）

札幌東徳洲会病院 011-722-1110

北海道がんサミット2019
北海道がん対策

「六位一体」協議会
14日（土）

札幌プリンスホテル
国際館パミール（6階）

北海道がんサミット事務局
011－811－9118

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 19日（木） 札幌市北区民センター 011-722-1110

市民向け健康講座 北海道医療センター 24日（火） 北海道医療センター 北海道医療センター

がん患者サロンイベント
「がんリハビリテーション教室」

手稲渓仁会病院
25日（水）

14：00～16：00
手稲渓仁会病院

渓仁会ビル

がん相談支援センター
担当：星野

011-685-2976

がん予防セミナー
北海道、札幌市

第一生命
26日（木） 共済ホール

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 27日（金） 札幌市北区民センター 011-722-1110

専門医だから、皆さんに伝えたい
～大腸がんの最新の基礎知識～

医療法人為久会
札幌共立五輪橋病院

28日(土) 南区民センター
札幌共立五輪橋病院
（011-571-9104）

医療公開講座 札幌東徳洲会病院 30日（月） 札幌市西区民センター 011-722-1110

岩内保健所
がん予防パネル展

岩内保健所
2日（月）～
30日（月）

岩内保健所
岩内保健所

企画総務課企画係
0135－62－1537

ブナの森診療所
「健康まつり」

黒松内国保
ブナの森診療所

21日（土） 黒松内町役場駐車場
黒松内町国保ブナの森診療所
（黒松内町役場保健福祉課）

がん予防パネル展 岩内保健所 21日（土） 共和町保健センター
岩内保健所

企画総務課企画係
0135－62－1537

がんサロン
ほっとほーむ

日鋼記念病院
がん相談支援センター

+緩和ケアチーム
4日（水）

日鋼記念病院
地域医療研修センター

0143-22-2225
(医療福祉相談室）

子宮頸がん検診・
乳がん検診

登別市 6日（金）
総合福祉センター

しんた２１
登別市保健福祉部
健康推進グループ

食と健康のまつり
室蘭市食生活改善推進
員協議会明日葉の会、
室蘭市

10日(火) 室蘭市保健センター 0143-45-6610

がんサロン 王子総合病院 10日（火） 王子総合病院
王子総合病院

がん相談支援室

第53回
市民公開がんセミナー

社会医療法人
製鉄記念室蘭病院

10日(火)
午後2：00～

製鉄記念室蘭病院
　がん診療センター

3階大講堂

事務部経営企画課
☎0143-47-4404

がんサロンはぁと
社会医療法人

製鉄記念室蘭病院
11日(水)

午後1：00～

製鉄記念室蘭病院
　がん診療センター2階

患者図書室はぁと

がん相談支援センター
☎0143-47-4337

これからの「中皮腫」の
話を北海道でしよう！

中皮腫サポートキャラバン隊 14日（土） 市立室蘭総合病院
中皮腫サポートキャラバン隊

０１２０-３１０-２７９

がんサロン
「ひまわりの会」

市立室蘭総合病院 18日（水）
市立室蘭総合病院

南棟２階
地域連携室
０１４３-２５-２２４１

後
志

当院リハビリセラピストによる、がんリハビリテーションの紹介
※教室終了後、がん患者サロン「さくら会」あり

糖尿病講演会の会場の一部にがん予防パネルを設置
し、出席者への普及啓発等を行う。

令和元年度（2019年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

「日本で最も健康なまち」を目指す一貫として町民へ健康に関する知
識や普及、健康への関心、健康作りの意欲向上等をめざし、講演会
や体操講座などを実施する。健康コーナーとして「たばこクイズラリー」
を設け、たばこに関する正しい知識の普及、禁煙のメリット、受動喫煙
についての理解を深める。パネル、リーフレット、モデルなどを展示する
中に、がん征圧に関するポスターを掲示する。

道民にがんやがん検診の正しい知識の普及啓発を行う
ため、がん予防に関するパネル展を開催する。

石
狩

胆
振

がん検診の方法や内容の啓発と受診の促進

【９月】

大腸がんの最新の基礎知識を学べる講演会

当院でのがん検診やがんへの取組みをパネル展示にて
来院者に啓蒙する

「地域の住民をがんから守りたい」をテーマに、精神科
（緩和ケア）・皮膚科・消化器内科・婦人科の医師が、市
民向けにわかりやすく講演します

外科医師より「乳がん」について、市民向けにわかりやす
く講演します

空
知

講演「血液検査で胃の健康度を調べましょう
～胃がんリスク検査とピロリ菌について」
講師　臨床検査技師主任　渡邉　勤

講演「生活習慣とがん」
血液･腫瘍内科部長　和野　雅治

講演「肺がんの最新情報」
呼吸器内科部長　山﨑　成夫

元気で健康寿命を迎えられるよう、健康について参加者
と共に学ぶ。内容：筋肉・体脂肪測定・骨密度測定・健
康相談・栄養相談・健康体操・大腸がんクイズラリー

がん患者と家族が学びを得たり、不安や辛さを話すこと
ができる会

岩内保健所正面玄関にがん予防パネルを設置し、来所
者への普及啓発を行う。

がん当事者同士の対話を中心とし、がん患者ご家族が心配事を相談
したり、語らう場です。今回は8/24、25に行われたＲＦＬ室蘭の振り返
りやがん征圧に向けた話し合いを通じてがん検診の普及を行う予定で
す。

腎臓がんとロボット支援手術（ダヴィンチ手術）について泌
尿器科主任医長の前鼻医師が講演

ミニ講座・情報交換会

行事の概要

がん検診料金を通常よりも22％割引とし、検診を促進す
るキャンペーンです

がん検診会場において乳がん検診触診モデルを展示する

講演「虫歯だけじゃない！お口の中のこわい病気
～口内炎・口腔がんなど～」

歯科口腔外科主任部長　西方　聡

中皮腫に関する講演等

健康づくりに関する各種普及啓発

がん患者や住民、医療提供者、行政、議員、企業、メディア
などが一堂に会し、患者が望むがん対策の実現に向けた講演
会、パネルディスカッションを開催する。

東京大学医学部付属病院放射線科　准教授　中川
恵一氏と歌手　アグネス・チャン氏による講演会

がん患者さんとその家族同士のふれあい等
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令和元年度（2019年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【９月】
行事の概要

くじらん健康教室 市立室蘭総合病院 20日（金）
市立室蘭総合病院

２階講堂
医療連携・患者支援推進センター

０１４３-２５-３１１１

けんこうフェスティバル2019 伊達市 21日（土）
伊達歴史の杜

カルチャーセンター

伊達市健康推進課
健康増進係

0142－82－3198

健康フェスタとまこまい2019
・苫小牧市
・（一財）ハスカッププラザ
・(公財)健康･体力づくり事業財団

22日（日）
・苫小牧市民会館
・苫小牧保健センター
・苫小牧市医師会館

0144-32-6407
0144-32-6410

（苫小牧市健康支援課）

がんサロンアロニア 伊達赤十字病院 26日（木） 伊達赤十字病院 がん相談支援センター

健康プラザデラックス 日鋼記念病院 28日（土） 日鋼記念病院
0143-24-1331

(広報広告室)

健康まつり
豊浦町総合保健福祉施設

やまびこ　保健センター
28日（土） 中央公民館 0142-83-2408

大腸がんクイズラリー 平取町役場保健福祉課 平日の月～金 ふれあいセンターびらとり
保健推進係

01457-4-6112

がんの健康教育 日高町 4日（水） 日高町もんべつ児童館
日高町健康増進課
（01456）2-6571

楽しいぱくぱく食育教室
新ひだか町保健福祉センター
健康生活部健康推進課保健
指導グループ

9日（月） みなと児童館 0146-42-1287

「救急の日」啓発普及事業

日高中部地区「救急の日」記念
事業実行委員会
　（日高医師会、静内保健所、日
高中部消防組合、新冠町、新ひ
だか町）

10日（火）　 新冠町レ・コード館
日高振興局保健環境部静内地
域保健室企画総務課企画係

0146-42-0251

がんに関する展示 日高町 中旬予定 門別図書館郷土資料館
日高町健康増進課
（01456）2-6571

門別図書館郷土資料館

道民健康づくり
パネル展

浦河保健所
20日（金）

～26日（木）
浦河町総合文化会館

玄関ホール
０１４６－２２－３０７１

産業まつり 浦河町 29日（日） 浦河町役場保健センター
浦河町保健センター

（０１４６－２６－９００４）

女性のがん検診
（乳・子宮がん検診）

今金町 3日（火）
今金町総合福祉施設
としべつ　保健センター

０１３７－８２－２７８０

令和元年度
保健医療福祉講演会

-渡島医師会
市民健康講座-

北斗市
渡島医師会

4日（水）
北斗市総合文化センター

（かなでーる）

北斗市役所
民生部保健福祉課
（0138）73-3111

第20回ふくしま
健康フェスティバル

福島健康フェスティバル
実行委員会

福島町
7日（土） 福島町福祉センター

福島町役場福祉課
0139-47-4682

乳・子宮がん検診 北斗市
9日（月）、
10日（火）

9日 北斗市保健センター
10日 七重浜住民センター

北斗市役所
民生部保健福祉課
（0138）73-3111

がん予防普及パネル展 渡島保健所
9日（月）

～13日（金）
渡島合同庁舎
1階道民ホール

渡島保健所企画総務課
企画係（鈴木）
0138-47-9012

乳がん検診 北斗市 11日（水） 七重浜住民センター
北斗市役所

民生部保健福祉課
（0138）73-3111

乳・子宮がん検診 北斗市
19日（木）、
20日（金）

侑愛会
北斗市役所

民生部保健福祉課
（0138）73-3112

杉浦貴之トーク＆ライブ
in 函館

杉浦貴之トーク＆ライブ
実行委員会

26日（木）
函館市芸術ホール

リハーサル室

ヨガカフェ「ＳＨＡＮＴＩＨ」
（シャンティ）
0138-76-6811

健康まつり 今金町 29日（日）
今金町総合体育館

あいきゅーぶ
０１３７－８２－２７８０

ヘルスアップはこだて in
Ｇスクエア

函館市 29日（日）
函館コミュニティプラザ

Ｇスクエア
（シエスタ函館４階）

健康増進課
0138-32-1532

檜
山

がん健康教育
檜山振興局保健環境部

保健行政室
（江差保健所）

27日（金） 江差中学校 0139-52-6718

「救急医療週間」の記念事業として講演会を実施し、会
場内にたばこやがん検診等の健康に関するブースを設
置し、普及啓発を行なう

日
高

一般市民を対象に、健康づくりサポーターとともに健康づ
くりに関わる体験・相談・展示イベントを開催。展示コー
ナーの中でがん検診の普及啓発・受診勧奨を行う。

「乳がんと共に生きる」をテーマに、医師・MSW・理学療
法士による講演

ふれあいセンター内オールシーズンパークにて大腸がんについての知
識、検査の内容、精密検査になったらどうしたらよいかなどポスター４
枚掲示
大腸がんのクイズ実施（ポスター内に答えがある）
答えてくださった方へメモ帳などの粗品をプレゼント、アンケート結果よ
り、未受診者へ受診勧奨
5大がんの予防について（ポスター掲示）
平取町のR1年度の健診案内（チラシ）配布
他、がん、特定健診等のパンフレット配布

がんに関する普及啓発・胃がん、肺がん、大腸がん、子
宮頸がん、乳がん検診の実施

がん検診及び健康づくりに関する普及啓発

早期発見し、適切な治療を行い、疾患の重症化を防ぎ、がんによる
死亡を減少させる。
⇒検診会場に乳がんの乳モデル、がん検診パンフレットを設置。

講演：「膵臓がんについて」
講師：函館五稜郭病院　副院長　矢和田　敦先生

がんの予防普及に関するポスターやパネルの展示

乳（マンモグラフィー）・子宮がん検診、健康教育、パンフ
レット配布

精神保健普及月間や健康増進月間とあわせて、食育やが
ん、メンタルヘルス等の健康に関する書籍、パンフレット等を
設置する

がんサバイバーの杉浦貴之氏によるトーク＆ライブの開
催。

健康づくりの指針となる「今金町健康増進計画」の確か
な実践に合わせて、「体験・参加」と「健康を考える機会」
を提供する。

生活習慣病予防とがん健診啓発のために、保健推進員
と保健センター職員により、検診啓発のポケットティッ
シュと札幌会場でのがん検診チラシを配布する。

市民公開講座･プチ検診・専門職およびがんピアサポー
ター相談・パネル展示　ほか

がんに関するパネルを展示し、がん検診受診勧奨やが
ん予防対策について町民に広く普及啓発する。

健康まつりでは健康、栄養に関した情報発信と展示、血
圧測定を実施する。
その際に、がん検診向上のポスターを展示する。

　食育推進計画の一環で実施しており、町内児童館・学童保育を利
用している小学生を対象に、栄養・歯科・保健の分野で健康教育を
実施。
　今年度保健編は「がんのひみつ」をテーマに実施している。

管理栄養士による栄養補助食品の調理アレンジについて

もんべつ児童館を利用する児童のうち、希望者に対して、保
健師および栄養士、保健推進員が健康教育を実施する。

渡
島

乳（マンモグラフィー）・子宮がん検診、健康教育、パンフ
レット配布

がん検診受診率ＵＰブースを設置し、胃がん検診・大腸
がん検診の予約受付や、乳がん触診モデル展示、がん
患者団体等のパネル展示などを行う。

施設入所者及び施設職員の乳・子宮がん検診、パンフ
レット配布

中学校３年生を対象に子どものころからの「ガン」につい
ての正しい知識を得る健康教育を実施する。町は、ガン
についてのパンフレットを配布予定。
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【９月】
行事の概要

懸垂幕の掲示
上川保健所と

旭川がん検診センター
の共催

１日（日）～
末日

上川合同庁舎壁面
上川保健所

企画総務課企画係

がん予防学級
(公財）北海道対がん協会

旭川がん検診センター
旭川市

3日（火）
イオンモール旭川駅前
イオンホール

北海道対がん協会
旭川がん検診センター
0166-53-7111

パネル展 名寄保健所
4日（水）～
17日（火）

イオン名寄店
風連特産館前

名寄保健所
企画総務課　企画係
01654－3－3121

出張ミニセミナー
・がん相談会

市立旭川病院 ２０日（金）
イトーヨーカドー旭川店内
「旭川市情報コーナー」

市立旭川病院
がん相談支援センター
0166(24)3181

がん予防普及パネル展
（公財）北海道対がん協会

旭川がん検診センター
旭川市

21日（土）
イオンモール旭川西
３階イベントスペース

北海道対がん協会
旭川がん検診センター
0166-53-7111

出張ミニセミナー
・がん相談会

市立旭川病院
留萌市立病院

４日（水）
留萌市立病院
５階　がんサロン

市立旭川病院
地域医療連携課　事務
0166(24)3181

乳がん・子宮がん検診 増毛町 8日（日） 増毛町保健センター ０１６４－５３－３１１１

食生活展での健診周知
浜頓別町役場保健福祉課

健康づくり係

2日（月）～
10月4日（金）

（土・日・祝日除く）
役場１階町民ホール

浜頓別町役場保健福祉
課

健康づくり係

各種健診【検診】　事業他
（職員研修・救急の日など）

稚内市

8日（日）
～28日（土）

※各行事を期間中
に実施

稚内市保健福祉センター他
稚内市 生活福祉部

健康づくり課

乳がんモデル展示 中頓別町 11日（水） 中頓別町保健センター 01634-6-1995

レディース検診
（乳がん・子宮がん検診）

猿払村保健福祉課 30日（月）
猿払村保健福祉

総合センター

猿払村保健福祉総合セン
ター

　電話01635-2-2040
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がん教育出前講座 北海道 9日（月） 若松小学校
北見保健所

０１５７－２４－４１７２

おびひろ健康まつり
おびひろ健康まつり

実行委員会
（事務局：帯広市）

1日（日） 帯広市保健福祉センター 帯広市健康推進課

「北海道がん征圧・がん検
診受診促進月間」事業

帯広保健所
9日（月）～
13日(金）

十勝総合振興局合同庁舎
道民ホール

帯広保健所
企画総務課企画係

9日（月）～
13日(金）

札内コミュニティプラザ

17日（火）～
20日(金）

幕別町役場

がん患者サロン
「エンポックル」

帯広厚生病院 18日（水）
帯広厚生病院
セミナールーム

がん相談支援科
0155-65-0101

（内線2124）

第43回地域住民公開講座 帯広厚生病院 26日（木）
帯広厚生病院

Kosei hall（ｺｳｾｲﾎｰﾙ）

がん相談支援科
0155-65-0101

（内線2124）

結果説明会
芽室町保健福祉課

保健推進係
27日（金） 保健福祉センター

保健福祉課保健推進係
0155-62-9724

がん検診・特定健診等
強化キャンペーン

釧路市
８日(日)

9:00～12:00
コープさっぽろ貝塚店

釧路市
こども保健部健康推進

課
0154-31-4524

厚岸町いきいきふれあ
い食と健康まつり

厚岸町いきいきふれあい
食と健康まつり実行委員
会

８日(日)
9:30～12:30

厚岸町保健福祉総合セ
ンターあみか２１

厚岸町
保健福祉課

0153-53-3333

「がん征圧月間」に伴う「が
ん検診とがんパネル展」

・(公財)北海道対がん協会釧路
がん検診センター
・釧路市
・釧路町

15日(日)
7:00～11:30

釧路がん検診センター
釧路がん検診センター
0154-37-3370

日曜検診パネル展
（公財）北海道対がん協会

釧路がん検診センター
15日（日） 釧路がん検診センター

北海道対がん協会
釧路がん検診センター
0154-37-3370

根
室

がん征圧月間
ポスターの掲示

根室保健所
1日（日）～
30日（月）

保健所庁舎外出入口
根室保健所企画総務課

企画係

上
川

留
萌

宗
谷

ピンクリボンまくべつ
パネル展

十
勝

釧
路

検（健）診の実施、がん予防パネル展の開催

乳がん・子宮がん検診の実施
乳がんモデルの展示
がん予防等に関するパンフレットの配布、ポスターの掲示

市立旭川病院のスタッフが留萌市立病院に出向いて，
アピアランス（外見）ケアに関するミニセミナー，出張がん
相談会，ウィッグなどのケア用品の展示説明を行う。

がんに関する正しい知識の学習を通じて，生活習慣の改
善や定期的な検診受診の重要性を知ってもらうことを目
的とし，講演会を実施する。

懸垂幕によるがん征圧とがん検診受診促進の普及啓発

商業店舗に出向いて，医療費等の制度説明，アピアランス
（外見）ケアに関する展示説明，出張がん相談を開催する。

地域住民を対象に、がん検診の利便性向上と普及啓発
を目的として、がん検診の実施と、がん検診、特定健診
の普及啓発を行う。

がん検診にて乳がんモデルを展示し、触診部位等を表
示。
セルフチェックによってがんの早期発見につなげる。

町民がつくる健康なまちづくり計画「みんなすこやか厚岸21」に基づく
取り組みを推進し、生活に密着した健康意識と健康づくりにつながる
食の意識の高揚を図ることを目的とする。その中で、認定看護師とが
んについて学ぶコーナーを設ける。

パネル掲示とパンフレットの設置
7日（土）ポケットティッシュ・パンフレット配り

地域住民を対象に、がんに関する正しい知識の普及啓
発を目的としてパネル展を開催する。

○パネル・モデル展示　　○内視鏡体験コーナー
○呼気一酸化炭素濃度測定　○肺がん検診

がんに関する講演会の開催、がん検診のチラシの配布、
がんに関するパネルの展示を行う。

がん予防や検診に関するパネル展示、がん相談支援セ
ンター及び膵がん早期診断プロジェクト周知のためのポ
スター掲示、がんに関するリーフレットの配布

結果説明会の際に、ポスターの掲示、パンフレットの配布を行う。
会場内に肺がんのモデルや、乳がんの触診モデルを設置することで、
喫煙と肺がんのリスクや早期発見に向け自己検診の知識の普及を行
う予定。

本月間ポスターを掲示し、普及啓発を行う。

がん予防に向けた普及啓発活動（リーフレット配布・健康教育）

乳がん・子宮がん検診会場にて、ポスター展示、パンフ
レット配布、模型展示を実施

健診受診者増加へ向けた健診の普及啓発・周知を実施

がんに関する正しい知識を身につけることにより、がん予防の
ための生活習慣改善や、家族へのがん検診受診等を促進を
取り組むため、希望のあった小学校で実施する。

幕別町
乳がん子宮がんのパネル展示、乳がん触診モデル展
示、がん検診受診相談

幕別町健康推進係
0155-54-3811

地域の方々へのがんについての啓発活動の実施

地域のがん患者さん・ご家族を対象としたミニ講座と談
話会ミニ講座：医療用麻薬につて薬剤師からのお話し
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