
●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 

　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

○ウ

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分

１月１４日（金）

骨密度測定
de

骨元気アップ
セミナー

　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　１６人 （申込順）

午前１０時
　～正午１月１４日（金）踏み台

エアロビクス

　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

午後１時１５分
　～４時１５分

１月１２日（水）

運動
プログラム
作成コース １月２０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

１２月１３日（月）
高齢者
認知症相談

○4 ○南１２月１６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

１２月１６日（木）

生活
リハビリ相談 ○城１２月１７日（金）

○ウ１２月２０日（月）

●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　午後１時～２時１５分、２時４５分～４時
対象　平成２２年７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１月１７日（月）

赤ちゃん
セミナー

○南１月２４日（月）

○１４ 

　妊娠、出産、育児に関する知識・技
術の習得と仲間づくり
時間　午後１時３０分～４時
対象　妊娠２０週以降の初めて出産する

人とその家族
申込期限　１２月２８日

○津
１月１７日（月）
　　２４日（月）
　　３１日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３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１２月８日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

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

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 

� 、大野北○こ 、
△上鶴間○こ 、麻溝○こ 
○湖 

１２月１６日（木）ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター 二本松○こ 、△田名○こ 、

△大野南○こ １２月２１日（火）

●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１２月２０日（月）栄養相談
（栄養士）

　ひきこもり問題を抱える家族の
グループ相談会
定員　１５人程度（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時１２月１５日（水）ひきこもり

相談

○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

１２月１４日（火）

エイズ等の
検査・相談

１２月２１日（火）

○橋午後２時
　～４時

１２月１１日（土）

１２月１８日（土）

　その日のうちに結果がわか
るエイズ検査（無料・匿名）
定員　１５人（申込順）

○ウ午前９時　　
　～１０時３０分１２月７日（火）エイズ

即日検査

●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、市内協力医療機関などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙１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

会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分１２月７日（火）

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献血を行わない場合があります。　　※本人確認を行っています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

●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

　専門医が意見提供します。
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・調整あり）　　費用　２，０００円

午後２時
　～４時１２月２０日（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

　専門医などがお酒の量を減らしたい、家族の飲み方が心
配等の相談に応じます。
対象　アルコールや薬物に関する問題を抱える女性とその家

族等
定員　２人（申込順・調整あり）

午後１時３０分
　～３時３０分１２月２１日（火）

みんなの
アルコール相談
～女性編～

　専門医などが助言・指導します。
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・調整あり）

午後２時
　～４時１２月１６日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

くすりの相談
日　時　１２月１６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

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　１２月２２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を抱

えている人の家族＝１０組（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1 

０４２－７６９－９８１８）へ

医療従事者は
２年に１度の届け出を

　平成２２年１２月３１日現在で医師、歯科医師、薬
剤師の資格がある人と、市内で勤務している保
健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
歯科技工士の資格がある人は届出票を提出して
ください。
届出票の提出　医事薬事課にある届出票（市ホ

ームページの 暮らしの情報 → 健康・衛
生・医療 → 医事薬事 からダウンロード
可）を直接か郵送で１月１７日（必着）ま
でに同課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５）へ

※医療・福祉関係の職場に勤務している人には、
勤務先に届出票を送ります。

※医師、歯科医師、薬剤師は、現在就労してい
ない人も必ず届け出てください。

お問い合わせ
医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

相模原協同病院

市民健康教育公開講座
テーマ　大切な 女  性 を守るために

ひ と

　　　　～乳がんのお話～
講　演　乳がんを体験して
講　師　山田邦子さん 

　（タレント）
講　演　最新の乳がんの
　　　　診断と治療
講　師　谷　眞弓さん
　　　　（相模原協同病院乳腺外科認定医師）
日　時　１月８日（土）午後２時～４時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

定　員　５００人（申込順）
申し込み　同病院ホームページ（http://www. 

sagamiharahp.com/）から

お問い合わせ
相模原協同病院　1０４２－７７２－４２９１

山田邦子さん

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

コレステロール、血糖値、血圧が気になりはじめた人へ
□1 公開講座

会　場内　容日にち
シティ・プラザはしもとコレステロール値はこうして下げる１月１１日（火）○A 
南保健福祉センター血糖値はこうして下げる１月１７日（月）○B 
ウェルネスさがみはら血圧はこうして下げる１月２１日（金）○C 

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で○A は緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）、○B は南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）、

○C は中央保健センター（1０４２－７６９－８２９５）へ

□２ コレステロールが気になりはじめた人へ〈全４回〉
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体組成、
血管年齢等を測定し、
脂質異常症の予防やコ
レステロール値や中性
脂肪値の改善をめざし
ます。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝８人程度（選考）
①中性脂肪が１５０～２９９㎎／dl
②ＬＤＬコレステロールが１２０～１３９㎎／dl
③ＨＤＬコレステロールが３５～３９㎎／dl
④検査値が①②よりも高い、もしくは③よりも低
く医師が許可した人

※内服治療をしている人は、医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分から
は□１ 公開講座の○A 
を受講

１月１１日（火）

午前１０時～正午
１月１８日（火）
２月１日（火）
３月３日（木）

内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体組成、
血管年齢等を測定し、
糖尿病の予防や血糖値
の改善をめざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①空腹時血糖値が１００～１２５㎎／dl
②HbA１cが５．２～６．０％
③検査値が①②よりも高く医師が許可した人
※内服治療をしている人は、医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分から
は□１ 公開講座の○B 
を受講

１月１７日（月）

午後２時～４時１月２７日（木）

午前１０時～正午
２月１４日（月）
３月１４日（月）

会　場　シティ・プラザはしもと
申し込み　電話で１２月１７日までに緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

□３ 血糖値が気になりはじめた人へ〈全４回〉

会　場　南保健福祉センター
申し込み　電話で１２月１７日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

□４ 血圧が気になりはじめた人へ〈全４回〉
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体組成、
血管年齢等を測定し、
高血圧の予防や血圧の
改善をめざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①血圧の上が１３０～１３９㎜Hg
②血圧の下が８５～８９㎜Hg
③血圧が①②よりも高く医師が許可した人
※内服治療をしている人は、医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分から
は□１ 公開講座の○C 
を受講

１月２１日（金）

午前１０時～正午
１月２８日（金）
２月１０日（木）
３月１０日（木）
会　場　ウェルネスさがみはら
申し込み　電話で１２月１７日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２９５）へ




