
地域 開催日時 開催場所 主催者

3日～10日 滝川市役所1階ロビー 滝川市保健センター

5日 滝川市役所1階ロビー 滝川市保健センター

8日～11日 市内がん検診会場 夕張市役所　保健福祉課　保健係

8日～11日 市内がん検診会場 夕張市役所　保健福祉課　保健係

18日～21日 空知総合振興局１階ホール 北海道岩見沢保健所

30日 イベントホール赤れんが 岩見沢市

1日
当別町総合保健福祉セン

ターゆとろ
当別町社会福祉協議会

5日～6日 北海道庁1階ロビー 北海道、北海道対がん協会

29日 中央区保健センター 健康フェスタ実行委員会

後
志

28日 岩内西小学校
岩内地域保健室
企画総務課　企画係

3日～
10月31日

北海道苫小牧保健所
正面玄関風除室

北海道苫小牧保健所

4日 大滝基幹集落センター 伊達市健康推進課

9日 日鋼記念病院 日鋼記念病院

11日
11：00～14：00

室蘭市保健センター
室蘭市食生活改善推進協
議会「明日葉の会」

11日
13：00～

製鉄記念室蘭病院
患者図書室はぁと

製鉄記念室蘭病院

11日 王子総合病院 王子総合病院

17日 だて歴史の杜カルチャーセンター 伊達市健康推進課

23日
・苫小牧市民会館
・苫小牧市保健センター
・苫小牧市医師会館

苫小牧市

27日15：00～
製鉄記念室蘭病院

がん診療センター3階大講堂
製鉄記念室蘭病院

4日・5日 日高町子育て支援センター 日高町役場　健康増進課

6日～25日 門別図書館郷土資料館
日高町役場　健康増進課
門別図書館郷土資料館

19日～25日
様似町中央公民館
ギャラリー21

様似町

30日 浦河町役場敷地内
浦河町保健センター
(キャンペーンのみ)

3日～7日 渡島合同庁舎1階道民ホール 渡島保健所

4日10時～ 森川姫川生活改善センター
森町健康推進委員会

（森町）

生活習慣病予防
キャンペーン

町内の産業まつりにて健診啓
発キャンペーンを実施

健康パネル展

目的：健康づくりのための正しい知識の普
及啓発を図る。自らの生活習慣を見直
し、行動変容を促すために必要な情報を
提供する。

がんに関する展示 がんの模型の展示

がんに関する展示 がんの模型や書籍等の展示

森町健康推進委員
会地区別研修会

年1～2回、各町内会に健康教育を実
施。今年度は森川町内会にて「がん予
防」をテーマに実施

がん予防普及
パネル展

パネル・ポスター掲示

　市役所ロビー展示

出張保健センター

事業概要

健康づくりに関する各種普及啓発

道庁でのがん予防普及啓発
パネル展

健康増進月間に合わせ、生活習慣病と
がん検診の普及啓発を実施する

市保健師、看護師が市役所ロビーに出向
き乳がん触診モデルで触診体験、がん検
診の普及啓発を実施する。

健康増進普及月間

がん予防パネル展示

健康づくりに関する各種普及啓発

大滝いきいき検診

特定健診、胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウ
イルス検診、エキノコックス症検診を同日
実施する。その他、受診した喫煙者への
短時間の禁煙指導や、がん予防に関する
パンフレットの据え置きを行う。

第48回がんサロン
「はぁと」

がん征圧パネル展

空
知

【９月】

中央区健康フェスタ
札幌市中央区健康イベントで
のがん予防普及啓発

COPD普及啓発活動

いわみざわ健康まつり

肺がんの模型の展示

COPDパンフレット設置

講演/健康促進イベント

けんこうフェスティバル
市健康づくりサポーターと協働して行うイ
ベント内にて、医師によるたばこの害など
についての講演を実施する。

平成30年度　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　行事一覧

事業名

岩内西小学校で5年生を対
象に講座を行う

受動喫煙防止
対策講座

食と健康のまつり
食と健康のまつりのひとつとして、大腸が
んクイズラリー実施。がん検診の普及・啓
発を行う。

第4回健康プラザ
デラックス

胆
振

がんに関する
特設コーナー

がん、がん検診に関するリーフレットやがん
検診受診動機付けポケットティッシュ等の
配布

健康フェスタ
とまこまい2018

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。

ミニ講座・情報交換会

福祉まつり
ふれあい広場

がん検診の重要性に関するポス
ターの掲示による健診受診勧奨

石
狩

患者と家族の会

第44回市民公開
がんセミナー

がんの治療・予防についての
普及啓発活動

がんサロン

日
高
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平成30年度　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　行事一覧

事業名

4日13:00～16：00 函館中央病院 函館中央病院

7日14:00～15：00 函館中央病院 函館中央病院

8日 北斗市保健センター 北斗市

9日 北斗市保健センター 北斗市

17日 七重浜住民センター 北斗市

29日午前9時
～午後1時半

せたな町ふれあいプラザ
せたな町、せたな町社会福
祉協議会

30日～
10月1日

函館蔦屋書店2F
ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ

ピンクリボンin函館TeamPINK！

3日
イオンホール

（イオンモール旭川駅前４
階）

旭川市
公益財団法人北海道対がん
協会

4日 美深町役場保健センター
美深町役場保健福祉課保
健福祉グループ

11日 士別市立病院　2階会議室 旭川厚生病院

18日10：00
～20日16：00

イオン名寄店 名寄保健所

22日 イオンモール旭川西 北海道、北海道対がん協会

29日
10:00～13:30

留萌振興局　1階 留萌保健所

30日11:00～ 天塩町福祉センタ－ 留萌地域エンパワメント協議会

4日 中頓別町保健センター 中頓別町

4日～29日 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

12日 中頓別町保健センター 中頓別町

9日　10:40～ すぱーく東藻琴 社会福祉協議会

30日 北見市民会館

北見保健所、北見市、北見（医
師会・歯科医師会・歯科衛生士
会・栄養士会・薬剤師会、作業
療法士会・理学療法士会）他

十
勝

2日 帯広市保健福祉センター 帯広市

2日 釧路町保健福祉センター 釧路町

2日 厚岸町保健福祉総合センター
厚岸町いきいきふれあい食と
健康まつり

医療従事者向け公
開講座in士別

医療従事者向けセミナー

がん予防パネル展
ショッピングモールでのがん予
防普及啓発パネル展

パネル展
ポスター掲示とパンフレット配

布

乳がん検診

・乳がん検診の際に、乳房の模型を使っ
て自己触診の方法をデモンストレーション
する。
・予防可能な５大がん予防のポスター展
示。
・模型を使用し自己検診で乳がんを見つ
ける体験を待ち時間を使って住民さんに
行ってもらう。
・受診者全員にがん予防のパンフレットを
配布する。

よりみちの駅フェスタ2018
（ピンクリボンキャンペ－ン）

乳がんに関する普及啓発し、セルフ
チェックや検診受診者の増加を促す

平成30年度
がん予防学級

一次予防としての生活習慣の改善や，二
次予防としての定期的な検診受診の重要
性について知ってもらうため，医師及びが
ん経験者による講演会を開催。

留萌地域エンパワメント協議
会フォ－ラム(ピンクリボン
キャンペ－ン）

乳がんに関する普及啓発し、セルフ
チェックや検診受診者の増加を促す

乳がん検診 乳がん触診モデル体験

留
萌

ふれあい広場

健康相談を実施する際に、ポスターの掲
示、パンフレットの配布とがん予防の啓
発、健康相談を実施する。（老人福祉大
会と同日実施）

北見市健康まつり

保健所ブースの1つとして、大腸がんにつ
いてのパネルを展示し、クイズラリーを実
施。
がんパンフレット配布等し、がん検診の普
及啓発を図る。

オ
ホ
ー

ツ
ク

厚岸町いきいきふれ
あい食と健康まつり

様々な角度から健康を見つめなおすた
め、食事、健診などの事業を実施する

帯広市健康まつり
帯広市健康イベントでのがん
予防パネル展

釧路町健康まつり
釧路町健康イベントでの骨検
診とがん予防ミニパネル展

ピンクリボンフェスタ
2018in函館

ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾄｰｸｼｮｰ、
乳がんを正しく理解しよう！講演会
等

集団乳がん検診
地域の会場で集団検診と健康教育をす
る。がんに関するパンフレットを配布する。
乳がん模型を展示し体験する。

集団子宮・
乳がん検診

地域の会場で集団検診と健康教育をす
る。がんに関するパンフレットを配布する。
乳がん模型を展示し体験する。

集団子宮・
乳がん検診

地域の会場で集団検診と健康教育をす
る。がんに関するパンフレットを配布する。
乳がん模型を展示し体験する。

がん患者を対象としたヨガ教室

第13回せたな町健康づく
りの集い・ふれあい広場’
１８せたな

地域住民に対し、健康づくりについて、各
種相談や体験ブース等を設置し、がん検
診の勧奨や普及啓発活動を行う。

渡
島

アピアランスケア相談会 アピアランスケア相談会

がん患者向けヨガ教室

上
川

がん検診 大腸がんクイズラリー

宗
谷

各種健診（検診）事業他
（職員研修・救急の日・
消防フェアなど）

がん予防普及啓発活動
(リーフレット・健康教育)
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事業名

9日
9：00～12：00

イオンモール釧路昭和 釧路市

16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
釧路市
釧路町

16日 釧路がん検診センター
釧路市、釧路町、北海道対
がん協会

根
室

2日
午前10時～午後3
時

根室市総合文化会館
根室市
ねむろ健康まつり実行委員会

釧
路

がん検診とがんパネ
ル展

地域住民の検診及びがんに
関する正しい知識の普及啓発

がん検診・特定健診
等強化キャンペーン

がん検診の実施及び普及啓
発

ねむろ健康まつり
各種健康チェック・相談
展示による健康づくりの啓発

釧路がん検診セン
ター日曜検診

日曜がん検診に合わせた、が
ん予防パネル展


