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■腰痛予防教室～腰に効くエク
ササイズ（２日間コース）
腰に負担をかけない正しい姿勢や、
腰痛予防に有効な体操やストレッチを
学びます。市内２会場で行います（講
座の内容は同じ）。下表のいずれかの会
場を選んでくださいa４０歳～６４歳の市
民で、医師から運動を禁止されていな
い方f介護予防運動指導員・深見有子
さんl２
５人（申込順）;運動ができる
服装、飲み物、健康手帳、タオル、運
動靴（こぶし会館のみ）q８月２７日か
ら電話で健康推進課へ
日

程

曜日

９月２４日、
１０月１日

月

９月２７日、
１０月４日

木

時

間

場

所

こぶし会館
午後２時
～４時
柴崎会館

■高齢者肺炎球菌ワクチン接種
費用の助成が始まります
９月１日以降に肺炎球菌ワクチンを
接種する場合に接種費用８，
０００円のう
ち、３，
０００円を市が助成します（生活
保護受給者などの方は免除制度あり）。
８月までに接種した方は対象になりま
せんのでご注意ください葛接種対象＝
６５歳以上の市民の方、または６０歳以上
６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器機能障
害１級程度、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能障害１級程度の障害の
ある市民の方で、過去５年以内に肺炎
球菌ワクチンの接種を受けたことがな
い方葛実施期間＝９月１日～平成２
５年
３月３１日葛申込方法＝はがきに①住所、
②氏名、③生年月日、④電話番号、⑤
過去の肺炎球菌ワクチンの接種の有無
（有の場合は接種年月日）を書いて健
康推進課へ。申し込みをした方には約
１週間後に予診票を送付します。助成
を受けずに接種した後の償還払いは行
いませんので、必ず事前に申し込みの
上、指定医療機関で接種してください。
※肺炎球菌ワクチンは任意の予防接種
です。接種の効果とリスクをお考えの
上接種を受けてください。

■大人の感染症と予防接種
風邪やインフルエンザ、嘔吐下痢症
などの感染症の流行期に入る前に、病
気のメカニズムや治療、予防接種を含
めた予防方法などについて学びません

地域文化振興財団
w立 川 市 地 域 文 化 振 興 財 団 緯
（５２６）１３１２

■ 小学校演劇体験事業「ヘレン・
ケラー～ひびき合うものたち」
子どもたちの豊かな情操を育む、素
晴らしい演劇体験。東京演劇集団風が
上演a小学１年～６年生と保護者。未
就学児童は入場できませんs１０月１４日
㈰午後２時開演（午後１時３０分開場）
d立川市市民会館大ホールg１人２００
円l１，
４
００人（定員を超えた場合抽選）
q葛市立小学校へ通学している場合＝

FAX・
・・ファクス

か。６５歳以上の方への接種助成が始ま
る肺炎球菌ワクチンについても学びま
すs１０月１
４日㈰午前１０時～正午d女性
総合センター f国立感染症研究所感
染症情報センター長・大石和徳さん
l６０人（申込順）q８月２７日から電話
で健康推進課へ

■ ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチ
ン接種（任意）
の助成について
葛対象＝生後２か月～５歳未満児葛
助成対象期間＝平成２５年３月３１日まで
葛自己負担額＝１回当たりヒブ９００円、
小児用肺炎球菌１，
１００円葛接種回数・接
種間隔＝１回目の接種を受けた月齢や
年齢により、接種回数・接種間隔は異
なりますのでお問い合わせください。

■「大腸がん検診無料クーポン
券」をご利用ください
市では下記の生年月日の方を対象に、
「大腸がん検診無料クーポン券」を５
月初旬に送付しました。検診を未受診
でクーポン券を利用して検診を希望す
る方は、右記の健康日程表にある検診
日のいずれかにお申し込みください。
なお、特定健康診査でのご利用も可能
です。医療機関にお問い合わせくださ
いa渇昭和２６年４月２日～昭和２７年４
月１日生まれの方渇昭和３１年４月２日
～昭和３
２年４月１日生まれの方渇昭和
３６年４月２日～昭和３７年４月１日生ま
れの方渇昭和４１年４月２日～昭和４
２年
４月１日生まれの方渇昭和４６年４月２
日～昭和４７年４月１日生まれの方s健
康日程表の通りq電話または封書かは
がき、電子申請で「大腸がん検診受診希
望」と希望受診日、住所、氏名、生年
月日、電話番号を書いて健康推進課へ

■不活化ポリオワクチン予防接種
国が９月から不活化ポリオワクチン
予防接種の定期予防接種導入を決定し
たことに伴い、市は９月から不活化ポ
リオワクチンの定期接種に向け、準備
をしています。今後は集団接種方式か
ら、医療機関での個別接種方式となり
ます。接種回数が生ポリオワクチンと
違いますのでご注意ください。お手元
に問診票がない方はご連絡ください葛
公費接種対象＝生後３か月～７歳６か
月未満児葛接種場所＝市内の指定医療
機関葛回数＝４回。生ポリオワクチン
を１回接種している方は不活化ポリオ
ワクチンで３回の接種が必要です。既
に生ポリオワクチンを２回接種してい
る方は必要ありません葛標準接種間隔
＝初回接種として２０日以上の間隔を置
き３回、また追加接種として初回接種
終了後１２か月～１８か月（最低６か月）
の間隔を置いて１回、合計４回の接種
が必要です。
学校を通じて申し込みを葛市立以外の
小学校へ通学している場合＝９月２０日
（消印有効）までに往復はがきに住所、
保護者氏名、児童氏名、電話番号、学
校名、学年、参加人数を書いて、立川
市地域文化振興財団小学校演劇体験事
業係（〒１９０害００２２錦町３害３害２０）へ

■キッズワークショップ～０歳
からのパネルシアター＆カス
タネット
ボードの上で物語が展開するパネル
シアター、カスタネットを使ったリズ
ム遊びなど、親子でお楽しみください
a０歳～３歳児と保護者s９月１９日㈬
午前９時３０分～１０時（０歳児）、午前
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w健康推進課（健康会館内）緯（527）3272
の方は直接会場へ。☆印の日は「子育て
ひろば」と同時開催で心理相談員・歯科
衛生士がおりません。

胃がん・大腸がん検診
《午前中の指定した時間・定員制》
○柴崎学習館＝１０月１
８日㈭
○幸福祉会館＝１０月１
９日㈮
○市役所＝１０月２０日㈯
○錦連絡所＝１０月２
１日㈰
○健康会館＝１０月２
２日㈪
渇胃がん検診＝３５歳以上の市民の方、
９
００
円渇大腸がん検診＝３５歳以上の市民の方、
３００円q電話で健康推進課へ
親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３
０分》
○健康会館＝８月２９日㈬
○錦児童館＝☆９月５日㈬
○健康会館＝９月２６日㈬
○西砂学習館＝１０月１
７日㈬
保 健 師・助 産 師・心 理 相 談 員・栄 養
士・歯科衛生士が相談に応じます。希望

乳児
（３～４か月児）
・１歳６か月児・
２歳児歯科・３歳児健康診査
健診は該当月齢の翌月です。対象者に
は個別に通知します。通知の届いていな
い方は健康推進課へお問い合わせくださ
い。
集団健診のため、発熱や体調不良、感
染症にかかっている場合は、ご遠慮くだ
さい。次回の日程についてはご相談を。
健康相談（個別予約制）
○健康会館＝９月５日㈬午前９時３
０分～
１１時は運動指導士・栄養士が相談に応じ
ます。９月２
０日㈭午後１時３
０分～３時は
保健師・看護師・栄養士が相談に応じま
すq電話で健康推進課へ

日・９日の火曜日午前９時３０分～１１時
３０分渇運動講座＝９月２８日～１０月２６日
の火曜・金曜日のうち全７回、午後１
時３０分～３時３０分渇応用講座＝１０月３０
不活化ポリオワクチンの４回目接種
（生ポリオワクチンを１回接種済みの
日㈫午前１０時～１１時３０分渇修了講座＝
方については不活化ポリオワクチンの
平成２５年１月２２日㈫午前１０時～１１時３０
３回目接種）は、まだワクチンの有効
分d健康会館l２４人（申込順）q電話で
性や安全性などが確立されていません。 健康推進課へ
そのため、９月１日の不活化ポリオワ
クチン導入時には定期予防接種の対象
ではないため、公費負担の対象とはな
りませんのでご注意ください。国の承
保険証を忘れずに。
認がおり、定期予防接種の対象となり
●休日急患診療所
（内科・小児科）
＝
ましたら改めてお知らせします。
健康会館１階緯
（５２６）
２００４渇日曜日・祝
日＝午前９時～午後９時 ●歯科休日
■からだすっきりレッツチャレ
応急診療所＝健康会館２階緯
（５２７）
ンジ！
！
「メタボ予防コース」
１９００渇日曜日・祝日＝午前９時～午後５
あのころの自分を目指し、体すっき
時 ●医療機関案内テレホンサービス
りしませんかa４０歳～６４歳の市民で、 （祝日を除く）＝緯（５２６）２００４渇月曜～
医師から運動を禁止されていない方s
金曜日＝午後５時～９時渇土曜日＝午
渇医学講座＝９月７日㈮午後２時～４
後１時～９時 ●２４時間電話案内渇医
時渇基礎講座＝９月１１日㈫午前１
０時～
療機関案内「ひまわり」
緯０３
（５２７２）
０３０３
１１時３０分渇個別面談＝９月１
８日㈫。約
渇救急相談センター緯（５２１）２３２３※携
３０分渇歯科講座＝９月２
５日㈫午前９時
帯電話・プッシュ回線からは緯＃７１１９も
３０分 ～１１時３０分 渇 栄 養 講 座 ＝１０月 ２
利用できます渇立川消防署緯
（５２６）
０１１９

■不活化ポリオワクチン予防接
種の際の注意

４８８

顎関節症

疑われる場合は歯科医へ
疑われる場合は歯科医
へ
嚼筋機能障害によるもの、噛み合わせ
に異常がある例のほか、精神的ストレ
炎症症状を伴わないあごの関
スがかかわるものもあるようです。ま
節機能失調を主症状とする咀嚼
た最近では、姿勢の悪さなどが原因に
障害を、総称して、顎関節症と呼んで
なるとも考えられています。
います。
いずれにしても原因、症状は複雑に
顎関節に雑音がして、顔面痛、頭痛、 絡みあい、それだけに本症が疑われる
開口障害など多彩な症状が現れます。
場合には歯科医の処置を受ける必要が
原因は単純でないことが多く、関節内
あります。
に構造変化などの病因を持つもの、咀
《立川市歯科医師会》

Q
A

顎関節症とはなんですか？
そ

しゃく

１０時１５分 ～１０時４５分（１ 歳 児）、午 前
１１時～１１時３０分（２～３歳児）d立川
市市民会館市民ホールキッズ広場f音
楽遊び研究会むっくの会の皆さんg１
組３００円l各回１０組（抽選）q９ 月 ９ 日
までにメールフォームtht
t
p:
//www.
t
achi
kawachi
i
ki
bunka.
or
.
j
p/
ki
dse
nt
r
y0919.
ht
ml
で申し込
みを（右記QRコードか
らアクセス可）。申し込み
は１回限り、１申し込み
３組まで。

■公演チケットプレゼントキャ
ンペーン
立川市地域文化振興財団は、２０１３年

設立２５周年のプレ企画として、財団主
催の①BEGI
Nコンサートツアー②新
春たちかわ寄席③外山啓介ピアノリサ
イタルのチケットを合計で２５組の方に
プレゼントしますaムーサ友の会会員
の方、ムーサメールマガジン会員の方
（キャンペーン中に新規入会の方も含
む）s①１１月２３日㈷②平成２５年１月８
日㈫③１月２７日㈰d立川市市民会館ほ
かl①②各１０組２０人③５組１０人（いず
れも抽選）qメールフォーム、または
情報紙ムーサ同封の応募はがきに書い
て、９月１７日（午後５時必着）までに
立川市地域文化振興財団「２５周年チケ
ットプレゼント係」へ。くわしくは地
域文化振興財団（立川市市民会館）へ
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２１日午後５時までに現金書留で参加費
を送金または参加費を添えて、同連盟
事務局〔〒１９０害０００２幸町５害５７害５〕
緯（５３６）６７９８へ。くわしくは同連盟の
■泉市民体育館の全館利用中止
ホームページtht
t
p:
/
/
t
achi
kawat
e
nni
s.
comをご覧になるか、お問い合
８月２５日㈯と２６日㈰は、第６８回国民
体育大会のリハーサル大会開催のため、 わせくださいw同連盟・山崎さん緯
一般の方のご利用はできません。ご協
（５３６）６７９８
力をお願いしますw泉市民体育館緯
●バスケットボール（一般・シニア・
（５３６）６７１１
スーパーシニアの部） a渇一般の部
＝高校生以上の男子・女子渇シニアの
■市民健康づくり教室（初心者向け）
部＝男子３５歳以上・女子３
０歳以上渇ス
ーパーシニア＝男子５０歳以上。いずれ
①らくらく水中ウォーキング（講義
も市内在住・在勤・在学の方と立川市
と実技） s１０月２日～１１月１３日の毎
バスケットボール協会加盟チームs１０
週火曜日（全７回）l２５人（抽選）
月７日～１１月４日の日曜日、祝日d泉・
②さわやかエクササイズ教室（実技
中心） s１０月３日～１１月１４日の毎週
柴崎市民体育館g１チーム２，
０００円q
水曜日（全７回）l４０人（抽選）
同協会・荒井さん緯（５３５）１８４０へ。主
将会議は別途連絡。
a市内在住の１８歳以上の方（初めて
の方を優先）s午後２時～４時d泉市
●ソフトテニス（一般の部） a市
民体育館g①２，
内在住・在勤・在学の方と立川市ソフ
８００円
（６０歳以上の方は
割引あり）②１，
４００円q９月１４日（必着） トテニス連盟登録者s９月３０日㈰午前
までに往復はがきに教室名（①か②）、 ９時からd泉町庭球場g１ペア６
００円
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、 （高校生は３００円）q９月２１日（必着）
電話番号、初めての方は「初参加」と
までにはがきに住所、氏名（前・後衛）、
書いて、泉市民体育館〔〒１
９０害００１５泉
年齢、出場種目、所属責任者名（連絡
町７８６害１１〕緯（５３６）６７１１へ
代表者名）、電話番号を書いて、同連盟・
佐藤耕司さん〔〒１９０害００２２錦町６害２０
■オリンピック代表選手による小・中
害５〕緯（５２７）９６８９へ
学生スイマーへのテクニカル教室
●バドミントン（クラブ対抗の部）
立川市出身の北京オリンピック競泳
a立川市バドミントン協会登録済み
代表・中野高さんに泳ぎのテクニック
（当日の登録も可）の市内在住・在勤・
を習ってみませんか。５０ｍ以上泳げる
在学の方のチーム。編成は３ペアで１
小・中学生の方ならどなたでも参加で
チームs９月２３日㈰午前９時３０分から
きます。主催は都、東京都体育協会、
d泉市民体育館w同協会・奥村さん緯
立川市体育協会。後援は市、立川市教
（５３５）７２２６
育委員会s９月２９日㈯午後２時～４時
●軟式野球（中学生の部） 学校対
抗によるトーナメント方式s１０月１３日
d柴崎市民体育館プールg５００円q９
月１０日（消印有効）までに往復はがきに
㈯ ～２１日 ㈰d多 摩 川 緑 地 野 球 場w六
住所、氏名、年齢、泳力を書いて立川市
中・才藤さん緯（５３７）３１９５
水泳協会〔〒１９０害００
０２幸町１害２５害２３
●ゴルフ a市内在住・在勤の方と
ヴィレッジ２０ ２０２〕緯
（５１９）４１１５へ
立川市ゴルフ協会会員・同協会理事会
が特別に認めた方s１１月７日㈬午前８
市民体育大会
時からd東京バーディークラブg１人
２，
０００円（プレー代など別途）q９月
●テニス（一般シングルス、シニア
ダブルス） a市内在住・在勤・在学
２７日までにファクスで同協会事務局r
の方と立川市テニス連盟登録会員。シ
（５３５）３３３３へw同協会専務理事・小
ニアダブルスは男子６０歳・女子５５歳以
林さん緯（５３５）３２２３
上のペアで男女は問いませんs渇一般
9月の個人利用日
9月
月 個人利用日
月の個人利用
女子Ａ・Ｂ＝１０月６日㈯・１
３日㈯渇一
般男子Ａ＝１０月７日㈰・１
３日㈯渇一般
泉市民体育館 ☎（536）6711
男子Ｂ＝１０月６日㈯・７日㈰・８日㈷・
１３日㈯渇シニアダブルス＝１０月２１日㈰
◎第１体育室（卓球・バドミントン・
ミニテニス）＝１日・５日・９日・１２
d泉町・砂川中央地区支所前・錦町・
日・１５日・１９日・２６日
自治大学校各庭球場g渇シングルス
１，
０００円渇ダブルス１組１，
５００円q９月
◎第２体育室渇卓球＝３日・１
７日・

スポーツ

昭和第一学園高校自転車競技部の
選手と監督の皆さんが８月７日に来
庁し、市長に優勝報告をしました。
同部は、新潟県で今夏に開催され
た「全国高等学校総合体育大会（イ
ンターハイ）自転車競技」で総合優
勝し、インターハイ二連覇を達成。
３月の全国高等学校選抜自転車競技

凡例

対 ･･･対象

時 ･･･日時

大会に続き、全国大会三連覇です。
優勝報告を聞いた清水市長は「連
覇は選手の努力の結果です。今回の
優勝で、より一層、全国から追われ
る立場となるでしょう。今後も関係
者の皆さんと一緒にサポートしてい
きたい」と激励しました。

■自転車競技を間近で応援！
９月７日㈮・８日㈯に第４
７回全国
都道府県対抗自転車競技大会が立川
競輪場で開催されます。昭和第一学
園の選手も東京都チームの一員とし
て出場します。種目ごとに違った魅
力のある自転車競技を、ぜひご覧く
ださい。

場 ･･･場所

師 ･･･講師

費 ･･･費用

アル
リニュー ン
オープ

市民編集委員コラム

行ってみました
行ってみまし
た

泉市民体育館
泉市民体育
館

半分でもこの明るさ！すごいパワーです

泉市民体育館の改修が終了したと
の話を聞き、改修以前からトレーニ
ング室やプールなどを利用していた
私が取材をさせていただくこととな
り、早速建物へ。
改修なのでエントランスから玄関
周りなど、本体の造形に大きな変化
はありません。以前の外観はベージ
ュ色主体で昭和っぽさたっぷりだっ
たものが、少し赤みがかったおしゃ
れなチークのようなカラーに変身。
設計の先生にうかがったところアイ
スピンクベージュというそうです。
同時に「薄暗い建物を思いきり明る
くしました。特に地下通路はホント
に明るくなりました」なんていうコ
メントも。たしかに、病院の廊下み
たいだった地下通路が腰まで石張仕
上げ、壁と天井は真っ白と南国風な
おしゃれな場所に変身していました。
これならプールも楽しそう。
そして第一体育室へ。薄暗かった
この場所も、最新の高効率照明で半
２３日（３日・１７日は夜間を除く）渇バ
ド ミ ン ト ン ＝１０日・２３日・２４日（１０
日・２４日は夜間を除く）渇バスケット
ボール＝３日・１０日・１７日・２
４日（い
ずれも夜間）

柴崎市民体育館

☎（523）5770

○９月３日（第１月曜日）は個人無
料開放日となります。
◎第１体育室（バドミントン・ミニ
テニス）◎第２体育室（卓球・ボルダ
リ ン グ）＝ い ず れ も ７ 日・８ 日・１４
日・１６日・２１日・２２日・２８日

いずれもk５人程度（１歳～学齢前）
l２０人（申込順）q電話で男女平等参
画課緯（５２８）６８０１へ

w国体推進室・内線3286
■ 昭和第一学園がインターハ
イ 二連覇を達成！

２１１１
立川市役所（〒１９０－８６６６）立川市泉町１１５６－９察
（５２３）
（代表）

■思春期の健康講座〜からだと
心を大切にして生きる
思春期の子どもたちとその保護者の
方々に、親子では話しにくい思春期の
「体」と「心」について正確な知識と
今どきの情報をお届けします。企画・
運営は Body&Soul
s１０月６日㈯午後
１時３０分～３時３０分d女性総合センタ
ー f産婦人科医・丸橋和子さん
ボ

デ

ィ

ソ

ウ

泉市民体育館〔泉町７
８６−１１〕緯
（５３６）６７１１渇開館時間＝午前９時
〜午後９時３０分〔木曜日休館（祝
日の場合はその翌日）〕
砂川高校東

泉市民体育館
泉体育館駅
文

都立砂川高校

六中

市民体育館

文

多摩モノレール

砂子さん

消費生活センター
■消費生活講座
qいずれも８月２７日から電話で生活
安全課消費生活センター係〔女性総合
センター内〕緯（５２８）６８０１へ
●防災～立川で安心して暮らすため
に 大地震・大災害に備え、防災・減
災のプロから学びます。企画は立川市
消費者団体連絡会s９月２６日㈬午前１０
時～正午d女性総合センター fまち
づくりプランナー技術士（建設部門）
・
塩谷貴教さんk８人程度（１歳～学齢
前）l６０人（申込順）
●夏の帽子と日傘の手入れ 夏の帽
子や日傘を自分で手入れしてみません
かs９月１８日㈫午前１０時～正午d女性
総合センター f多摩友の会生活講習
グループg２００円（材料代）k５人程度
（１歳～学齢前）l１５人（申込順）;
夏の帽子や日傘、筆記用具

■特別相談「多重債務１１０番」を開設

ル

■世界の女性たち「仏教的女性観とク
ワン（魂）による身体観〜北タイにお
けるジェンダーと女性たちの自己」
仏教的女性観の中で、女性たちの自
己がどのように形成されているのか、
北タイの村の写真を見ながら考えます
s９月２１日㈮午後２時～４時d女性総
合センター f東海大学准教授・川野美

保 ･･･保育

分くらいに減灯しているのにすごく
明るい！おまけに立派なエアコンま
で付きました。これなら来秋の国体
で、白熱したバレーやバスケットの
試合も涼しく観戦できそうだし、明
るい照明で迫力も増しそうです。
泉市民体育館では市民の皆さんが
気軽に参加できるような各種教室等
も用意されていて、使用料も市内在
住・在勤者なら割安になっています。
メタボ対策を検討中のあなた、泉市
民体育館に急ぎましょう！ （松井）

定 ･･･定員

持 ･･･持ち物

市は、都や東京三弁護士会、東京司
法書士会、法テラスなどと連携し、多
重債務を抱えている方の相談を実施し
ます。消費生活相談員が窓口となり、
債務整理の専門相談につなぐ手助けを
します。直接か電話緯（５２８）６８１０〔相
談直通〕でご相談くださいa市内在住
の方s９月３日㈪・４日㈫午前９時～
午後４時（正午～午後１時を除く）d
市消費生活センター（女性総合センタ
ー５階）w生活安全課消費生活センタ
ー係緯（５２８）６８０１

申 ･･･申し込み

問 ･･･問い合わせ

