
平成２９年度歯と口の健康週間行事予定表

地区 実施日時 実施場所 内容 問合せ先 申込方法

中央行事 みなとみらい 歯科相談 健康福祉局保健事業課 当日直接会場へ

噛むカムチェック

クイーンズサークル サイコロゲーム

肺のきれい度チェック等

鶴見 歯科健診、ブラッシング指導、 鶴見区福祉保健課 当日直接会場へ

フッ素塗布、歯科相談、ピエロのショー、 健康づくり係

体内年齢チェック、正しい乳がんの自己触診法、

食べ物に関するクイズやゲーム　等

神奈川 神奈川区役所本館 フッ素塗布 神奈川区福祉保健課

歯科健診 健康づくり係 当日直接会場へ

歯磨きアドバイス

歯科矯正相談

西 西区福祉保健課

健康づくり係　

食生活・健康・歯科相談、虫歯菌・歯周病チェック等

中 中区歯科医師会医師による口腔衛生に係る講話、 中区福祉保健課

口臭測定、唾液検査 健康づくり係

南 フッ化物（フッ素）塗布・指導、歯の健診・相談、ブラッシング指導 南区福祉保健課 当日直接会場へ

多目的ホール ※フッ化物（フッ素）塗布・指導については、満１歳から小学生のお子さんが対象 健康づくり係

港南 港南区総合庁舎 小学６年生以下は、フッ素塗布、歯科検診、 港南区福祉保健課 はがきかｅメール

３階　健診・検査フロア 健康づくり係

保護者は健康チェック（骨密度等）あり

保土ケ谷 保土ケ谷区役所 保土ケ谷区福祉保健課 メールか往復はがきで

受付時間 健康づくり係

応募多数の場合は抽選

当日消印有効

詳細は区ホームページで

旭 旭区福祉健康課

情報発信コーナー　 健康づくり係

パネル展示、無料お薬相談等

第一診察室・第二診察室　 【参加条件】

カンファレンスルーム

磯子 磯子区役所 乳幼児の虫歯予防や食べる機能に関する講演会 磯子区福祉保健課 健康づくり係へ

健康づくり係 電話またはＦＡＸ

金沢 金沢区役所 フッ素塗布と歯科検診 金沢区福祉保健課

健康づくり係 (kz-shikahoken@city.yokohama.jp)

（健診フロア） ※食育イベントを同時開催

申込後、当日直接会場へ

港北 トレッサ横浜 一般歯科相談、矯正歯科相談、ステージでイベント等 港北区福祉保健課 当日直接会場へ

健康づくり係

イベント広場

緑 中山とうきゅう 歯科相談、口腔ケアグッズの配布 緑区福祉保健課 当日直接会場へ

健康づくり係

中山駅北口徒歩１分

青葉 青葉区役所１０１会議室 歯科健診、お口の健康相談　 青葉区福祉保健課 当日直接会場へ

訪問歯科相談歯みがきアドバイス等 健康づくり係

対象：年齢不問、無料

都筑 都筑区総合庁舎 都筑区福祉保健課 当日直接会場へ

区民ホール 噛む力のチェック、歯みがきレッスン、お口の探検、歯科相談 健康づくり係

戸塚 戸塚区役所　 お話・歯みがきレッスン（こども向け）、歯科相談、 戸塚区福祉保健課　 当日直接会場へ

唾液テスト（むし歯菌の検査・歯周病チェック）　　 健康づくり係　　　　

健診フロア

栄 栄区役所　 栄区福祉保健課　　 当日直接会場へ

歯みがきレッスン 健康づくり係

歯科イベント広場

泉 泉区福祉保健センター こどものフッ素塗布と歯科相談 泉区福祉保健センター 往復はがき

保護者の歯科健診 福祉保健課健康づくり係 またはＥメール

6月18（日）

11:00～16:00 クイーンズスクエア1階 TEL：045-671-4042

FAX：045-663-4469

6月4日（日） 鶴見区役所1階

10:00～14:00

TEL：045-510-1832

FAX：045-510-1792

6月8日（木）

13:00～15:00 5階大会議室

TEL：045-411-7138

FAX：045-316-7877

6月8日（木） 西区役所3階 (1)口腔がん協力医及び航空外科専門医による問診・相談　 (1)事前予約制

(1)10:00～12:00 (2)未就学児のフッ素塗布、歯科相談、歯磨き指導 (2)事前予約制

(2)14:30～15:30 (3)骨密度測定、ストレスチェック、血管年齢測定、 TEL：045-320-8439 (3)当日直接会場へ

(3)13:30～16:00 FAX：045-324-3703

6月8日（木） 中区役所7階 予約制先着50名

14:00～16:00 703・704会議室 健康づくり係宛(5/11～電話)

(13:30 受付開始) TEL：045-224-8332

FAX：045-224-8157

6月1日（木） 南区役所1階　

13:30～15:30

※口臭・咬合力・口腔乾燥測定については、成人の方で先着100名が対象 TEL：045-341-1186

FAX：045-341-1189

6月1日（木）

14:00～16:00 歯磨きのアドバイス等を行います（定員200名、費用無料） kn-mushibayobou@city.yokohama.jp

TEL：045-847-8438 (件名は「むし歯予防デー申し込み」　としてください)

FAX：045-846-5981 で５月11日～27日までに申込みを（１家族１通）

 6月8日（木） (1)子どものフッ素塗布（200名）と保護者の歯科健診・歯科相談

本館3階 (2)歯周病啓発コーナー 定員200名

13:00～14:30 (3)ママとパパの健康情報コーナー がん検診、特定健診の緩衝 TEL：045-334-6346

(時間指定有） (4)食育コーナー 5/29まで受付

食事バランス、野菜350g摂取の啓発　

対象:歯の生えている未就学児とその保護者

6月1日（木） (1)旭区役所１階　 (1)10:00～15:00 (1)当日直接会場へ

9:30～16:00 無料歯科相談、歯みがき指導、唾液による検査(むし歯菌＆歯周病菌）、 (2)コンクールは、以下の参加条件を満たす方。

TEL：045-954-6146 ・旭区歯科医師会会員の歯科医院で、4月10（月）～5月10日（水）

(2)旭区役所３階　 (2)11：00～12:00 FAX：045-953-7713 までに一次審査を受け、通過した方（定員30名まで）

旭区高齢者8020よい歯のコンクール、2次審査・表彰式等

1.旭区に在住の方

2.コンクール開催日（平成29年6月1日）に満70歳以上の方

3.自分の歯が20本以上ある方

4.平成27・28年度コンクールに参加していない方

6月1日（木）

10:00～11:30 7階 701会議室

TEL：045-750-2445

FAX：045-750-2547

6月8日（木） はがき、FAXまたはeメール

14:30～16:30 5階 （区内在住・在園・在学のおおむね３歳～小学校２年生対象。先着250人）

（受付 14:15～16:15） TEL：045-788-7840～2 にて受付（6月5日必着）

FAX：045-784-4600

6月4日（日）

12:30～16:00 南棟1階

TEL：045-540-2362

FAX：045-540-2368

6月1日（木）

10:00～12:00 JR横浜線　

TEL：045-930-2357

FAX：045-930-2355

6月1日（木）

13:00～15:00

TEL：045-978-2441　　

FAX：045-978-2419

6月10日（土） <食育フェアと同日開催>

10:30～13:30

TEL：045-948-2350

FAX：045-948-2354

6月8日（木）　　

13:30～15:30 5階　

（受付は14:30まで） TEL：045-866-8426　　　

FAX：045-865-3963

6月4日（日） フッ素塗布（おおむね1歳6か月～小学生）

 10:00～13:00 新館2階

（受付は12:30まで）　　　　 TEL：045-894-6964　　　

歯科相談（先着50人） FAX：045-895-1759

6月1日（木）

14:00～15:00 1階

TEL：045-800-2445   

FAX：045-800-2516



平成２９年度歯と口の健康週間行事予定表

地区 実施日時 実施場所 内容 問合せ先 申込方法

瀬谷 瀬谷区福祉保健課

健康づくり係

お口の健康チェック、口臭チェック、むし歯菌の検査、矯正相談等

演題「シニアからはじめよう！美味しく楽しく食べ続けるために」

講師：東京都健康長寿医療センター研究所

自立促進と介護予防研究チーム

認知症とうつの介入の促進

歯科医師／研究員　枝広 あや子氏

6月4日（日） (1)高齢者よい歯のコンクール（口腔審査・表彰式） (1)申込み5月26日まで

(1)9:００～11:30 (1)(2)瀬谷区役所5階 (2)未就学児歯科相談・フッ素塗布、大人の歯科相談、 (2)(3)当日直接会場へ

(2)11:45～13:45 (3)瀬谷公会堂 TEL：045-367-5746

(3)11:30～12:30 (3)歯科医師会による講演会 FAX：045-365-5718


