
●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

○１２ 

　骨粗しょう症予防の話と骨
密度測定。お口の元気チェッ
クコーナーも同時開催
対象　２０～７０歳（昭和１５年４

月２日～平成３年４月
１日生まれ）の人

定員　各３０人（申込順）
費用　各７００円

○南

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
　　２時　　

１０月２６日（火）

骨密度測定
de

骨元気アップ
セミナー

○１０ 

　生活習慣改善と運動の必要
性についての講義と実技ほか
対象　２０歳以上で運動の実技

に支障のない人
定員　２０人（申込順）

○ウ午後２時
　～４時１１月１３日（土）サーキット

エクササイズ

　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　各１，０００円

○ウ

午前９時
　～正午１１月７日（日）

運動
プログラム
作成コース 午後１時１５分

　～４時１５分１１月１８日（木）

※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。

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

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 

［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 

●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

１０月１８日（月）

高齢者
認知症相談 ○2 ○橋１０月２０日（水）

○4 ○南１０月２１日（木）

○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

１０月１４日（木）

生活
リハビリ相談

○ウ１０月１８日（月）

さがみ湖
リフレッシュ
センター

１０月２２日（金）

●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

　赤ちゃんの発育にあった離乳食の講習
時間　○ウ○南＝午後１時～２時１５分・２時４５

分～４時、サン・エールさがみはら
＝午後２時～３時１５分

対象　平成２２年５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

○ウ１１月８日（月）

赤ちゃん
セミナー

○南１１月１５日（月）

サン・エール
さがみはら１１月２９日（月）

○１２ 

　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＝１５人（申込順）
費用　１００円（材料費）
※保育は相談に応じます。

○南１１月２日（火）
　　１６日（火）

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１０月１３日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○１１ 
　親子遊びや交流会
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　生後１～３か月の子どもとその

母親＝１５組（申込順）

○ウ１０月２９日（金）
ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～

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 

二本松○こ 、田名○こ 、
△陽光台○こ １０月１９日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△相武台○こ 、横山○こ １０月２０日（水）

△城山○こ 、△大野北○こ 、
相模台○こ 、上鶴間○こ １０月２１日（木）

鶴園中和田○こ 、
富士見○こ １０月２６日（火）

並木○こ １０月２７日（水）

□　　、△麻溝○こ １０月２８日（木） ○湖 

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

　健康や育児の相談
※希望者は直接会場へ（電話
相談も可）
※○城○津○湖○藤は来庁相談のみ
お問い合わせ○9 ○１０ ○１１ ○１２ 

○橋
○ウ
○南

午前８時３０分
　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

○１１ 
　食事の相談
持ち物　母子健康手帳か、健康

手帳（持っている人）
○ウ午前９時　　

　～１１時３０分１０月２２日（金）栄養相談
（栄養士）

○5 
　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）

○ウ午前９時
　～１１時

１０月５日（火）
エイズ等の
検査・相談

１０月１２日（火）

○橋午後２時
　～４時１０月１６日（土）

○１２ 
　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○南
午前９時　　
　　９時３０分
　　１０時　　
　　１０時３０分

１１月５日（金）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

●健康診査・検診・検査●
　がん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）・お口の健康診査・肝炎ウイルス検
診を、市内協力医療機関や公共施設などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙１１月１日号でお知らせします。
※１４歳以上で、肝炎ウイルス感染の心配がある人は、肝炎ウイルス検査を無
料で実施しています。

申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
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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。

愛 の 献 血
愛の献血にご協力を
お願いしますっち！ 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

献血キャラクター
けんけつちゃん

くすりの相談
日　時　１０月２１日（木）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

会　場時　間日にち
相模大野駅前
コリドー

午前１０時３０分～正午
午後１時３０分～４時１０月３日（日）

市役所前
午前１０時～正午１０月６日（水）
午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分１０月１３日（水）

骨髄バンク休日ドナー登録会
日　時　１０月３日（日）午前１０時～１１時３０分、

　　　　　　　　午後１時～３時３０分
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
ドナー登録できる人
○骨髄提供の内容を十分に理解している
○１８～５４歳で健康である
○体重が男性４５㎏以上、女性４０㎏以上

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

対　象　１６～６９歳の健康な人（６５～６９歳の人は、６０～６４歳の間に献血経験が必要）
所要時間　４０分程度
※２００ml献血をしない場合があります。　　※本人確認をしています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

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

難病講演会
　治療と療養の最新情報などをお話します。
ライソゾーム病
日　時　１０月２４日（日）午後１時～３時
会　場　南保健福祉センター
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で神奈川難病相談・支援センタ

ー（1０４５－３２１－２７１１）へ

特発性拡張型心筋症・
肥大型心筋症・拘束型心筋症
日　時　１０月２９日（金）午後２時～４時
会　場　ソレイユさがみ
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０

－７７７７）へ

特定相談・精神科セカンドオピニオン外来
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医が診察
対象　精神科治療中で、自身の治療方針について主治医以

外からの意見を求める人
※医療過誤や訴訟に関する内容などは受けられない場合が
あります。

定員　２人（申込順）　　費用　２，０００円

午後２時
　～４時１０月１８日（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

　専門医などが助言・指導
対象　アルコールや薬物に関する問題を持つ人とその家族等
定員　２人（申込順）

午後１０時
　～正午１０月１９日（火）アルコール・薬物

特定相談

　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等
　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等
定員　各２人（申込順）

午後２時
　～４時１０月２１日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

じぃじ、ばぁばの
たのしい孫育て講座

　孫とのかかわり方や子育て事情を学びます。
日　時　１０月２９日（金）午前１０時～正午
会　場　津久井保健センター
対　象　間もなく孫が生まれるか、２歳までの

孫がいる人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－

８３４４）へ

政令指定都市移行記念

健康フェスタ２０１０
　体力測定、健康相談、体験コーナーなど
日　時　１０月１６日（土）午前１０時～午後３時
会　場　ウェルネスさがみはら

申し込み　電話で１０月１２日までにコールセンタ
ー（1０４２－７７０－７７７７）へ

対象・定員
（申込順）時　間申し込みが必要な催し

１２０人午前１０時
　～正午

医療講演会「 腎 
じん

 臓 病に
ぞう

ならないように、なっ
てしまったら！！」

１５人医療相談会

市内在住か
在勤・在学
の人＝５０人

午後１時３０分
～３時　

長野信一さんのチェア
エクササイズ
～イスを使って体操し
よう～

こどもを産み育てたい
カップルのための妊娠前教室
　子どもを産み育てるということや、不妊治療
などについて学びます。
日　時　１０月２４日（日）午後１時３０分～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　将来赤ちゃんが欲しいか、不妊かなと

思っている、または不妊治療を開始して
いる人かカップル＝３０人（申込順）

申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－
８３４５）へ

アルコール家族教室
　症状の理解や対応について学びます。
日　時　１０月２７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依存症の

人の家族＝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

１０月１日～１１月３０日

麻薬・覚せい剤乱用防止運動
日　時　１１月７日（日）午後１時３０分～３時ごろ
会　場　伊勢丹相模原店入り口付近

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

体験！ 発見！ すぐ実践！
明日を変えるプロジェクト

生活習慣病予防教室〈全２回〉
　カラダ年齢や血管年齢・運動量の測定、生活
習慣病予防について学びます。
日にち　１１月１０日（水）・１７日（水）
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　城山保健福祉センター
定　員　２５人（申込順）
申し込み　電話で城山保健福祉課（1０４２－７８３

－８１２０）へ

潜在看護師就労支援研修会〈全３回〉
　最新医療・看護に関する知識、技術習得や看
護現場の体験などをします。
日にち　１１月２６日（金）～２８日（日）
時　間　午前９時３０分～午後４時
会　場　相模原協同病院　　費　用　１，０００円
※研修会受講者は病棟研修（１２月～平成２３年１
月）に参加できます。

対　象　看護師、保健師、助産師、准看護師の
いずれかの免許がある人＝２４人（申込順）

申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、
氏名、年齢、電話番号、離職年数、免許
の種類、保育希望の有無、Ｅメールアド
レス（持っている場合）を書いて、１１月
１９日までに同病院総務管理課（1０４２－
７７２－４２９１　6０４２－７７１－６７０９　Ｅメール
postmaster@sagamiharahp.com）へ

うつ病家族の集い〈全３回〉

時　間　午後２時～４時
会　場　○橋＝シティ・プラザはしもと
　　　　○ウ＝ウェルネスさがみはら
　　　　○南＝南保健福祉センター
対　象　うつ病患者の家族＝各１５人（申込順）
申し込み　電話で各申込先へ
○橋＝緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１１
○ウ＝中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６
○南＝南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７１５

日にち会場テーマ
１１月２６日（金）○橋

講義「うつ病の理解」１回目 １１月５日（金）○ウ
１１月１８日（木）○南
１２月３日（金）○橋講義と分かち合い

「家族のこころの健
康を保つために」

２回目 １１月１９日（金）○ウ
１２月１日（水）○南

１２月１０日（金）○ウ講義「うつ病の人の
社会復帰について」３回目

※３回目は合同で行います。




