
●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○3 　専門医による認知症についての
相談
定員　各３人程度（申込順）

○ウ午後１時
　～３時

３月１４日（月）高齢者
認知症相談 ○2 ○橋３月１６日（水）

○1 
○2 
○3 
○4 

　理学療法士などによる機能訓練
や住宅改修、福祉用具などの相談
定員　各３人（申込順）

○南
午後１時３０分
　～４時３０分

３月２４日（木）
生活

リハビリ相談
○ウ３月２８日（月）

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による健康・育
児相談、身体測定、親子遊びの紹介
など
※△印は、栄養士による栄養相談も
あり
※□印は、歯科衛生士による歯科相
談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○9 ○１１ ○１２ 

横山○こ 、並木○こ 、
相武台○こ ３月１６日（水）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

城山○こ 、△大野北○こ 、
上鶴間○こ 、麻溝○こ ３月１７日（木）

△□ �  ○湖 ３月２３日（水）

●子どもとお父さん、お母さんのための教室●
　※母子健康手帳と筆記用具を持参してください。

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分、２時４５分～４時
対象　平成２２年１０月生まれの初めての子の保護者とそ

の家族
定員　各２０人（申込順。調整あり）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）

へ

○南４月１８日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ４月２５日（月）

○１１ 

　子どもの生活習慣病予防の話し合いと簡単な
調理実習
時間　午前９時３０分～正午
対象　１歳６か月～３歳未満の子どもの保護者
定員　１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ４月１４日（木）
　　２７日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○8 

　「子育てに向いていない」「子どもがかわい
く思えない」などと感じているお母さん同士が
語り合い、気持ちを楽にする場
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　乳幼児の母親
※保育あり（要予約）

○ウ３月９日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

申し込み・お問い合わせ
1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○9 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（総合調整班）○1 
1０４２－７６９－８２９５中央保健センター（成人）○１０ 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７６９－８２３３中央保健センター（母子）○１１ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１２ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３４６疾病対策課○5 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３４４健康企画課（総務）○6 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１５ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○7 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１６ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○8 

主な実施会場
中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区橋本

６－２－１シティ・プラザはしもと○橋
南区相模大野

６－２２－１南保健福祉センター○南
緑区久保沢

２－２６－１城山保健福祉センター○城
緑区中野６１３－２津久井保健センター○津
緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤

［発 行］相模原市　 〒２５２-５２７７　相模原市中央区中央 ２丁目１１番１５号　　ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　［編 集］総務局渉外部広聴広報課　1042-769-8200

別冊　保健・介護予防事業案内 （平成23年） 

●もっと健康になるための教室●
申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○１０ 

　体力測定と健診結果をもとに運
動プログラムを作成
対象　２０歳以上で肥満か、コレス

テロール等が高く、運動が
必要な人（６か月以内に受
診した健診結果が必要）

費用　１，０００円

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分４月７日（木）運動

プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

●特定相談●
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医などが助言・指導
対象　お酒の量を減らした

い人とその家族など
定員　２人（申込順。調整

あり）

午後１時３０分
　～３時３０分３月１５日（火）

みんなの
アルコール
相談

　専門医などが助言・指導
対象
　思春期相談
　　１３～１７歳のメンタルな

問題を抱える人とその
家族など

　ひきこもり相談
　　１８歳以上でひきこもり

の状態にある人とその
家族など

定員　各２人（申込順。調
整あり）

午前９時
　～１１時３月１１日（金）

思春期・
ひきこもり
特定相談

午後２時
　～４時３月１７日（木）

不登校やひきこもりなどに悩む人へ

～ひとりで悩まないで～

全国親の会 相模原大会
　子どもや若者に関わる問題を一緒に考え、不安や焦りを解消し
ませんか。
第１部　体験談と質疑応答
第２部　自律訓練法とグループディスカッション
日にち　３月２１日（祝）
時　間　午前１０時３０分～午後４時１５分
会　場　あじさい会館
講　師　金盛浦子さん（東京心理教育研究所所長）
対　象　不登校、ひきこもり、ニート、家庭内暴力、摂食障害な

どの子どもを持つ人、子育てに悩んでいる人、教育関係の
人＝３５０人（申込順）

※保育あり（要予約）
申し込み　電話か、ファクスに氏名、電話番号を書いて、ＳＥＰ

Ｙ（セピィ）倶楽部（1０３－３９４２－５００６　6０３－５９４０－
４０３０）へ

ひきこもり相談会
　ひきこもり問題を抱える家族などのグループ相談会です。
日にち　３月１６日（水）
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

会　場　けやき会館
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

金
盛
浦
子
さ
ん
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

●健康診査・検診● ７０歳以上の人は無料

歯科健康診査（お口の健康診査）
対象・費用検査項目会　場日にち

対象　平成２２年４月２日～２３年４月１日に
４０～６５・７０歳の誕生日を迎える人

費用　５００円

 口  腔 内診査
こう くう

（むし歯や歯
周病の有無な
ど）

市内協力
医療機関随　時

肝炎（Ｂ型・Ｃ型）ウイルス検査
申し込み会　場日にち費　用対　象

コール 
センター 
（1０４２－
７７０－７７７７）

市内協力
医療機関随時

無料

１４歳以上で、肝炎ウイルス感染の心
配がある人（広範囲な外科的処置や
妊娠・出産時の多量出血の経験があ
るなど）

１，２００円４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査
を受けたことがない人

　市内協力医療機関などで、健康診査やがん検診などを随時実施しています。
健診には受診券が必要です（平成２２年度に発行した市内協力医療機関用
の受診券は平成２３年３月３１日まで使用できます）。

２３年度分の市内協力医療機関用受診券
国民健康保険に加入している４０～７４歳の人、過去３年間にがん検診・お
口の健康診査・健康診査（７５歳以上）を受診した人などには、４月か６月
に受診券を送付しますので、申し込みの必要はありません。

申し込み 受診券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
※メディカルセンターがん検診は健康企画課（1０４２－７６９－９２２０）へ

結核健診
対象・費用・受付時間日にち・会場・締切日

対象　６５歳以上（２３年度中に６５歳になる人を含む）で、
職場等で胸部Ｘ線を受ける機会のない人

費用　無料　　受付時間　午後１時３０分～２時３０分
がん検診〈検診車〉と同じ

がん検診
検診種目・費用・受付時間など会　場日にち

胃２，９００円、大腸５００円
子宮（頚   部のみ）１，７００円

けい

　　（頚部＋体部）２，２００円
乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）８００円
　（Ｘ線＋ 喀  痰 ）１，７００円

かく たん

※子宮（頚部＋体部）は、医師の判断
により実施します。

市内協力
医療機関随　時

施　

設

胃９００円、大腸５００円
子宮（頚部のみ）６００円
乳（視触診のみ）４００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）２００円
　（Ｘ線＋喀痰）７００円
受付時間
　男性＝午前８時３０分～９時３０分
　女性＝午前９時３０分～１１時
　男女とも＝午後１時３０分～２時３０分
　※胃は午前のみ
締切日　検診日の７日前
　　　　（金・土・日曜日の場合は木曜

日、５月７日（土）と８日（日）は
４月２７日、５月１０日（火）は４月
２８日、５月１３日（金）と１５日（日）
は５月２日）

※申込多数の場合は締切日前に受け付
けを終了する場合があります。

 乳（視触診＋マンモグラフィ）
時間　指定した時間
定員　午前・午後各２５人（抽選）
締切日　検診日の１４日前
　　　　（土・日曜日の場合は金曜日、

５月１３日（金）と１５日（日）は４
月２８日、５月１８日（水）は５月
２日）

津久井保健センター４月１６日（土）

検
診
車

緑台小学校４月１７日（日）

南保健福祉センター４月１８日（月）

ウェルネスさがみはら４月２３日（土）

北総合体育館４月２７日（水）

銀河アリーナ４月２８日（木）

城山総合事務所５月７日（土）

南保健福祉センター５月８日（日）

サン・エールさがみはら５月１０日（火）

ウェルネスさがみはら５月１３日（金）

桂北小学校５月１５日（日）

銀河アリーナ５月１８日（水）

大野小学校５月２２日（日）

ウェルネスさがみはら５月２７日（金）

東林小学校５月２９日（日）

南保健福祉センター５月３０日（月）

乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
受付時間　午後１時～２時
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－

７６９－９２２０）へ

メディカル
センター日程はお問い合

わせください

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

南メディカル
センター

対象　○胃・大腸・肺＝４０歳以上の人　○子宮＝２０歳以上の女性
　　○乳（視触診のみ）＝３０歳以上の女性
　　　　（視触診＋マンモグラフィ）＝４０歳以上の女性で２年に１回の受診
注意　乳は、授乳中や生理中、生理前１週間は受診をご遠慮ください。

くすりの相談
日にち　３月１７日（木）
時　間　午後１時３０分～３時
会　場　市薬剤師会会議室（ウェルネスさがみはら６階）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市薬剤師会　1０４２－７５６－１５０２

急病などで困ったときは（電話番号をよく確かめて）
相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。

医科

休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
　日曜日・祝日・年末年始の昼間
　　午前８時４５分～１１時３０分、午後１時１５分～４時３０分

歯科

休日当番柔道整復施療所案内　7０１２０－１９４１９９
　日曜日・祝日・年末年始の昼間　午前９時～午後５時

接骨

高齢者筋力向上トレーニング
中央区コース〈全２４回〉

　機器を使った筋力トレーニング、ストレッチなどを行います。
日にち　５月１０日～７月２９日の毎週火・金曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の６５歳以上で、足腰の衰えを
　　　感じている人＝１０人（選考）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で３月７日までに介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

相模原協同病院　市民健康教育公開講座
　～がん治療、緩和ケアと共に生活していく知恵と勇気～

日　時　３月２６日（土）午後２時～４時４０分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
定　員　２００人（先着順）※希望者は直接会場へ

講  演
●がんからの出発
講　師　緒方真子さん（県立がんセンター　患者会「コスモス」世話人代表）

●あなたが寄り添ってくれたから…You raise me up
講　師　高橋卓志さん（長野県松本市神宮寺住職）

お問い合わせ　相模原協同病院　1０４２－７７２－４２９１

アルコール家族教室
　アルコール問題の理解や対応について学びます。
日　時　３月２３日（水）午後２時～４時　　会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤のアルコール問題のある人とその家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

元気高齢者向け筋力向上トレーニング教室
〈全１２回〉

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人＝１０人（抽選）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で３月３１日までに同会場へ
※この事業は民間スポーツジムが開催し、市が支援しています。

電話番号会　場時　間日にち
1０４２－７７４－６７２５
（午前８時３０分～
午後５時３０分）
※土・日曜日、祝日
を除く

ワールドウィング
町田アネックス相模原
（中央区清新５－２４－１２）

午後１時　　
　～２時３０分

４月１２日～５月２７日
の毎週火・金曜日
（４月２９日、５月３
日を除く）

（特定）健康診査
検査項目会　場日にち費　用対　象
問診、身体
計測（腹囲・
ＢＭＩなど）、
血液検査、
尿検査など

市内協力
医療機関随時

１，０００円国民健康保険加入の４０～７４歳の人

無料後期高齢者医療制度加入の人

１，０００円医療保険未加入で生活保護を受給
している人など

※社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。




