
今年度の　　　　　　  は受けましたか？

11月19日に「健康と食のフェスタ2017」をＪＡ・Ａ
ＺＭで行いました。屋内では無料健康診断や健康に
関するイベント、屋外では県産食材やオリジナル食品
などが販売され、家族連れなど約１万人が訪れ、健
康に関する情報などを啓発することができました。

健康と食のフェスタ2017

6サンテ宮崎

宮崎県の子宮がんで亡くなる方の割合は
全国で（平成2８年人口動態統計）、ワースト何位でしょう？

★答えは次号で発表します。当選者の発表は発送を
もってかえさせていただきます。
★応募締切：平成30年４月６日（金） 当日消印有効

クイズの答えをお寄せ下さい。正解者の中から抽選で7名の方に図書カード（500円）を差し
上げます。ハガキに答えと、郵便番号、住所、氏名、「サンテ宮崎」をどこで見られたか、取り上げ
てほしいテーマ、感想などをお書き添えのうえ、右記へお送り下さい。メッセージはこのページ
で紹介する場合もあります。応募により得られた個人情報は、当選発送のみに使用します。

Ａ　　４位 Ｂ　　３位 Ｃ　　２位 Ｄ　  １位

前号の答え： B　2番目

〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2
〈送り先〉

 宮崎県健康づくり協会「サンテ宮崎」編集係

6サンテ宮崎

Sante
　Quiz
Sante
　Quiz

週末になると各地で開催される朝市やマルシェ。地どれの新鮮野菜や
農産加工品、ハンドメイド作品などが並びます。農家さんや作家さんと
直にお話しできるのも楽しみです。

□会 小林駅南公園
□問 同実行委員会事務局（小林まちづくり株式会社内）☎0984-27-3280

　小林駅裏の公園に約40店舗が登場。
有機農業団体Kobayashi Organicの朝どれ
野菜、野尻のハーブ、すき物産協会の加
工品、小林養鶏の炭火焼など、自然豊か
な小林ならではの食が軒を連ねます。限
定50～ 100食の「こばやしの朝食」500
円も人気です。

こばやしマルシェ
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朝市・マルシェ
行こう！

数量限定の朝食も人気！

開始1時間が勝負！早起きしてでかけよう

小林市

毎月
第2日曜日
9:00～13:00
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　毎回一万人以上が訪れ、全国的にも
注目される軽トラ市。約140店が登場
します。軽トラの荷台いっぱいに積ま
れた採れたて野菜や山盛りの果物、加
工品やできたてグルメなど盛りだくさ
ん。8時には行列ができるので、早め
の来場が必勝ポイントです。

トロントロン軽トラ市
川南町

毎月
第4日曜日
8:00～11:45

お店との
やりとりも楽しんでね！

□会 日南市漁業協同組合荷捌き所
□問 同実行委員会事務局（日南市水産林政課内）☎0987-31-1135

□会 川南町トロントロン商店街
□問 川南町商工会☎0983-27-0501

　朝日に照らされる荷捌き所には、近海
どれの鮮魚や干物、水産加工品を並べた
約20店舗が出店します。目玉は朝どれ
鮮魚の限定販売、早い者勝ちです。200
円のおかず券を購入すると、ご飯一杯に
ちりめんや焼き魚などお好きなおかず2
品と交換できます。

港あぶらつ朝市
日南市

毎月
第4日曜日
7:00～9:00

全長600m、全国に誇る軽トラ市

5 サンテ宮崎

人間ドック
平成30年1月～平成30年3月20日までの間、
期間料金で受診いただけます。

～当協会の人間ドックの特徴～
❶ 肺がんＣＴ、腹部超音波などあらゆる角度からのがん検診が受けられます。
❷ 半日（午前中）ですべての健診が終了します。
❸ 当日に医師から本日の結果説明があります。
❹ 結果を元に保健師、管理栄養士があなたに合った支援を行います。

基本コース 期間料金26,000円
レディースコース 期間料金33,000円

050-3576-1328
お電話一本で予約完了！ [担当] 業務企画課申込み

方 法

＊年末年始、イベント等により日程が変更になる場合があります。お問い合わせの上、おでかけください。

低線量肺がんCT検診

●留意点 ・食事制限など検査前準備はありません。
 ・検査時間は、３～４分程度で終了します。

13：30～15：00（受付14：30まで）

低線量肺CT検査・問診

検 診 日

検診時間

検診内容

●35歳から49歳の方で受診を希望される方はご相談ください。
●ペースメーカ装着の方、妊娠中の方は受診を御遠慮ください。
●肺疾患の治療中の方は御遠慮ください。

50歳以上の方対 象 者

7,500円（税抜）料 金

平成30年1月～平成30年3月
毎週水曜日・木曜日の午後です（祝日を除く）
●お時間の指定ができます。（ご予約は前の週の金曜日までに！）

がん検診で早期発見しましょう
２人に１人ががんになります
３人に１人ががんで亡くなります

※宮崎市の方は、市から送られてきた受診券・無料クーポン券が利用できます。
　ご予約の際にご確認ください。

乳がん検診 （午後）
13：30～15：00（受付14：30まで）

マンモグラフィ検査・乳房超音波検査

検 診 日

検診時間

検診内容

●30歳から39歳の方で受診を希望される方はご相談ください。
●豊胸手術をされている方、ペースメーカ装着の方は受診を御遠慮ください。

●検診時間は、30分程度で終了します。

40歳以上の女性の方対 象 者

料 金

平成30年1月～平成30年3月
毎週水曜日・木曜日の午後です
●お時間の指定ができます。（ご予約は前の週の金曜日までに！）

50歳以上の方 マンモグラフィ1方向・乳房超音波 5,940円（税込）
40～49歳の方 マンモグラフィ2方向・乳房超音波 7,560円（税込）

※宮崎市の方は、市から送られてきた受診券・無料クーポン券が利用できます。
　ご予約の際にご確認ください。

乳がん検診 （夜間）
15：00～19：00（受付18：30まで）

マンモグラフィ検査・乳房超音波検査

検 診 日

検診時間

検診内容

●30歳から39歳の方で受診を希望される方はご相談ください。
●豊胸手術をされている方、ペースメーカ装着の方は受診を御遠慮ください。

40歳以上の女性の方対 象 者

料 金

平成30年　1月   9・23日　  2月 13・27日
　　　　　 3月 13・20日
●お時間の指定ができます。（ご予約は前の週の金曜日までに！）

50歳以上の方 マンモグラフィ１方向・乳房超音波 5,940円（税込）
40～49歳の方 マンモグラフィ2方向・乳房超音波 7,560円（税込）

●検診時間は、30分程度で終了します。

健康診断

開催日 イベント名 場所 時間 問合せ
毎月第1土曜日 12番街かっぱげんき市 都城中央通り12番街 10：00～13：00 同実行委員会☎0986-24-0160（山下）

毎月第1・3日曜日 いっちゃが宮崎楠並
木朝市 県庁前楠並木通 8：00～12：00 同実行委員会☎0985-23-4756

毎月第1・3日曜日 のべおか日曜市 延岡市役所玄関前 6：00～8：00 延岡市観光戦略課☎0982-34-7833

毎月第2日曜日 きよたけはんきゅう
軽トラ市 文化会館前通り 9：00～12：00 清武町商工会☎0985-85-0173

毎月第2日曜日 くまその里よろず市 滝の駅せきのお
前広場（都城市） 9：00～14：00 滝の駅せきのお☎0986-37-3405

毎月第3日曜日 青雲朝市 道の駅青雲橋
（日之影町） （5～10月7：30～）

8：00～10：00 日之影町農林振興課
☎0982-87-3906

毎月第3日曜日 ぷらっとひゅうが駅市 日向市駅西口
キャノピー下 9：00～12：00 日向商工会議所☎0982-52-5131

毎月第3日曜日 たかはるよりどり交流市 高原町中央商店街 8：30～11：00 同運営協議会☎0984-42-2115

毎月第3日曜日 よかむん市 串間商工会議所横広場
（1月は串間市漁協）7：00～9：00 串間市観光物産協会☎0987-72-0479

毎月第4日曜日 門川みんなと朝市 門川漁協 8：00～9：30 門川町まちづくり推進課
☎0982-63-1140

毎月第4日曜日 みまたん駅前よかもん市 三股町物産館前
よかもん屋駐車場 8：00～10：30 よかもん屋☎0986-52-3131

8月は12日、12月は29日
偶数月第2日曜日 なんごう日の出市 港の駅めいつ前 8：00～9：30 日南市南郷町総合支所

☎0987-64-1114


