
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２５日（月）高齢者
認知症相談 ○4 ○南１１月８日（月）

○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２８日（木）

生活
リハビリ相談

１１月１１日（木）

○ウ１１月１日（月）

●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

○１２ 
　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）

○南午前９時　
～１１時３０分

１１月９日（火）

栄養相談
（栄養士）

○9 ○橋１１月１０日（水）

○１１ ○ウ午後１時　　
　～３時３０分１１月２６日（金）

○6 
　ブラッシング方法など歯の
お手入れについての相談や、
すぐに測れるお口の元気度チ
ェック

○ウ午前９時
　～１１時３０分１１月５日（金）歯科相談

（歯科衛生士）

　歯科治療や口の悩みについ
ての相談
相談　○6 

午前９時　　
　～１１時３０分

１１月９日（火）
電話歯科相談
（歯科医）

１１月１６日（火）
１１月３０日（火）

○6 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分１１月８日（月）特別歯科相談

（歯科医） ※○南 、○橋、○津でも実施。日程はお問い合わせください。

○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１９日（火）

エイズ等の
検査・相談

１０月２６日（火）
１１月２日（火）
１１月９日（火）

○橋午後２時
　～４時

１０月３０日（土）
１１月１３日（土）

○7 

　診察、基本検査（身体測定、
尿・血液検査、胸部Ｘ線、心
電図）と保健指導
定員　各４０人（申込順）
費用　各５，０５０円
※健康診断書の発行や労働安
全衛生法に基づく定期健診
等は行っていません。

○ウ午前９時
　～１０時

１１月４日（木）

３９歳以下の
健康相談

１１月１７日（水）

　心の病についての相談
（アルコール相談も含む）
定員　各２・３人（申込順）
申し込み
　○南 ＝南障害福祉相談課
　　　1０４２－７０１－７７１５
　○ウ ＝中央障害福祉相談課
　　　1０４２－７６９－９８０６
　○橋 ＝緑障害福祉相談課
　　　1０４２－７７５－８８１１

○南

午後１時
　～２時

１１月９日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

１１月２５日（木）

○ウ１１月１７日（水）

○橋
１１月１７日（水）

１１月２９日（月）

○9 

　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）

○橋
午前９時３０分
１０時

　　１０時３０分
１１時

１１月１７日（水）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○１４ ○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

１１月２６日（金）

○１０ ○ウ
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

１１月３０日（火）

●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。また、がん検診
の内容などを本紙６㌻でお知らせしています。

※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

●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
　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
申し込み　電話で１１月３０日までにコールセンタ

ー（1０４２－７７０－７７７７）へ　

○ウ
１２月３日（金）
　　１０日（金）
　　１７日（金）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

　むし歯予防の秘けつや歯みがきの裏技実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２１年９月～２２年１月生まれの乳幼児

とその家族
定員　○ウ○南 ＝各２０組、○橋 ＝３０組（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０

－７７７７）へ　

○ウ
１１月２日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

１１月２６日（金）

○橋１１月１０日（水）

○南
１１月１５日（月）

１１月３０日（火）

○１１ 

　育児情報の交換と親子遊び
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　おおむね４歳未満のふたご・みつご

とその家族か、ふたご等妊娠中の人
定員　２０組（申込順）

○ウ１１月２６日（金）ビーンズ
クラブ

○１２ 
　おおむね２，０００ｇ未満で生まれたか、運動
発達がゆるやかな子と親の交流サロン
時間　午前１０時～１１時
対象　乳幼児とその家族
※○ウ はお子さんを保育し（要予約）、お母
さんのおしゃべり会を行います。

※○南 の希望者は直接会場へ。初めて参加す
る人は申し込みが必要

○南１１月５日（金）

ぴよぴよ
サロン

○１１ ○ウ１１月１２日（金）

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 

　　、△向陽○こ １１月２日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

新磯○こ 、△鹿島台○こ 、
大沼○こ １１月４日（木）

上溝南○こ 、△星が丘○こ １１月５日（金）

清新○こ １１月９日（火）

○藤 
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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。

●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

○１４ 

　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２０人（申込順）
費用　各７００円

○津午後１時３０分
　　２時　　１１月１２日（金）

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＝
□１ １６人□２ ○南 ２０人○ウ３０
人□３ １５人（申込順）

○ウ午後２時
　～４時１１月２９日（月）□１ 踏み台

エアロビクス

○１２ ○南午前１０時
　～正午

１１月４日（木）□２ ダンベル
体操 ○１０ ○ウ１１月２４日（水）

○１２ ○南午前１０時
　～正午１１月１１日（木）□３ チェアー

エクササイズ

○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１１月２４日（水）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。

愛 の 献 血 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

会　場時　間日にち

城山もみじまつり（原宿公園）午前１０時～正午
午後１時３０分～３時１０月１７日（日）

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分１０月２７日（水）

津久井やまびこ祭り（中野中学校）午前１０時～正午
午後１時３０分～３時

１０月３１日（日）
農業まつり（淵野辺公園）１１月１４日（日）

　　会場・申込先は表面の「主な実施会場」「申し込み・お問い合わせ」を
　ご覧ください。

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

働き盛りの　タフなカラダづくり

生活習慣病予防教室（働く人編）〈全２回〉
　内臓脂肪や運動量の測定、食事バランスをチェックするほか、講話を聞
いて、タフなカラダづくりについて学びます。
日　時　１１月２０日、１２月４日の土曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　南保健福祉センター　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

日赤講習会
幼児安全法養成講習会〈全２回〉
　幼児の事故予防や応急手当てなどの知識と技術を学びます。最終日の検
定に合格すると、赤十字幼児安全法支援員に認定されます。
日　時　１１月６日（土）・７日（日）午前１０時～午後４時
会　場　津久井赤十字病院　　費　用　１，５００円
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝２５人（申込順）
申し込み　電話で１０月２９日までに同病院健康管理センター（1０４２－７８４－

２４２９）へ

救急法基礎講習会
　けが人や病人の応急手当てや対処方法などを学びます。
日　時　１１月２８日（日）午前９時３０分～午後１時３０分
会　場　新磯ふれあいセンター　　費　用　１，５００円
対　象　県内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝１５人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、「救

急法基礎講習会」と書いて、１０月３１日（必着）までに同センター（〒
２５２－０３２６　南区新戸２２６８－１　1０４６－２５５－１３１１）へ

高齢者筋力向上トレーニング 南区Ｃコース〈全２４回〉

　機器を使ったトレーニング、ストレッチなどを行います。
日　時　１２月６日～平成２３年３月１０日の毎週月・木曜日（１２月２３日・３０日、

１月３日・１０日を除く）午前１０時～正午
会　場　スポーツクラブ　ルネサンス相模大野（南区相模大野７－１９－１）
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１０月２１日までに介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

タバコをやめたい人・やめさせたい人のための

禁煙サポート講座
　タバコの害についての講義と禁煙成功者の体験談を聞きます。希望者に
は、ニコチン依存度検査と個別相談を行います。
日　時　１１月１３日（土）午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で中央保健センター（1０４２－７６９－８２９５）へ

知って得する糖尿病のウソ・ホント
　講演と血糖値・体脂肪・血管年齢・コレステロール値などの検査、医療
相談、フードモデル展示、歩行体験などで糖尿病について学びます。
日　時　１１月１３日（土）午後１時～４時３０分
会　場　北里大学病院内科総合外来・リハビリテーションセンター
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　同病院内科専門外来２　1０４２－７７８－８４２４

国民健康保険加入の４０～７４歳の人へ

忘れていませんか？ 特定健康診査（メタボ健診）
　健診を受けて生活習慣病を予防しましょう。
期　間　平成２３年３月３１日まで　　会　場　市内協力医療機関
内　容　身体・血圧測定、肝機能・ 腎 機能・血中脂質・血糖・尿検査など

じん

費　用　１，０００円
※お手元に受診券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

「さがみスクラム写真展」作品募集
　精神障害を抱える人たちが写真展を企画します。
テーマ　　宝物～わたしの大切なもの～
募集枚数　Ａ４判１００枚、Ｌ判１２０枚（選考）
※応募方法など詳しくは、さがみスクラム実行委員会ホームページ（http:// 
homepage３.nifty.com/coming/index.htm/）をご覧ください。

最優秀賞　小田急ホテルセンチュリー相模大野のペア宿泊券（１点）
応募期限　１２月１５日（必着）
お問い合わせ　さがみスクラム実行委員会事務局　　　　　　　　　　　
　　　　　　（地域活動支援センターカミング内）　1０４２－７５９－５１１７

　地域包括支援センターで行う介護予防教室などの
スタッフ（有償ボランティア）を養成します。
時　間　①午前１０時～正午、②午後１時～３時
※このほか地域介護予防教室の見学実習が１回あり
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の４０歳以上の人＝６０人（申込順）
申し込み　電話で１１月１日までに介護予防推進課

（1０４２－７６９－９２４９）へ

悠
ゆう

遊シニアスタッフ
ゆう

（介護予防サポーター）養成講座〈全１０回〉
時間日にち
①１１月１１日（木）
②１１月１２日（金）
①１１月１７日（水）
①②１２月７日（火）
①②１２月１０日（金）
①１２月１５日（水）
②１２月２１日（火）

糖尿病週間行事

脊髄小脳変性症
せき ずい

　リハビリを中心に、療養と治療のお話と患者・家族の交流会を行います。
日　時　１１月１５日（月）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
講　師　福田倫也さん（北里大学医療衛生学部教授）
対　象　脊髄小脳変性症患者とその家族＝１００人（申込順）
申し込み　電話で１１月１４日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

難病患者・家族の集い




