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■レッツチャレンジ！「血糖値が
気になる方のコース」～糖尿病
は気づかぬうちにやってくる
生活習慣を見直して糖尿病を予防す
る方法を学びます。今回から運動講座
にヨガのリラクゼーションが加わりま
した。日程は下表の通り（全１４回）a４０
歳～６４歳の市民の方で健康診査の結果
HbA１c値が６．
４％以下（NGSPの場合
は６．
８％以下）の方。医師から運動を
日

程

内 容

５月８日㈬ 基礎講座

時

間

午後１時３０分～
３時３０分

午前９時３０分～
５月１
５日㈬ 個別面談
午後４時
（１人３０分程度）
５月２
２日㈬ 医学講座
５月２
９日㈬ 歯科講座
６月５日㈬

運動講座
（ヨガ）

６月１
２日㈬
１
９日㈬ 栄養講座
２
６日㈬
７月３日㈬
１
０日㈬ 運動講座
１
７日㈬ （体操）
２
４日㈬

午後１時３０分～
３時３０分

７月３
１日㈬ 応用講座
１
０月３
０日㈬ 修了講座

お知らせ
■西武立川駅南口の道路、駅広場
が利用できるようになりました
西武立川駅南口開発に伴い整備され
た道路、駅前広場の一部通行が可能に
なりました。昭島市の関連する道路も
通行が可能となりました。
w道路課道路管理係・内線２３８７

■動物死体の収集
市は飼い犬・飼い猫などのペットの
死体は有料で、路上などで死んでいる
飼い主不明の動物死体は無料で収集し
ています。また、ペットについてはご
自身で直接、清掃工場（若葉町４害１１
害１９）に持ち込むこともできます葛処
理手数料＝自分で持ち込む場合は
３，
０００円、収集を依頼する場合は４，
０００
円葛収集の依頼は電話で松浦商事㈱へ
渇月曜～金曜日（祝日を除く）の午前
８時３０分～午後６時＝緯（５３５）６００１、
渇月曜～金曜日（祝日を除く）の午後
６時～９時と土曜・日曜日、祝日の午
前８時３
０分～午後９時＝緯０９０
（４６１８）
４８０８wごみ対策課緯（５３１）５５１７

■シルバー人材センター入会説明会
前日までに申し込みの上ご参加くだ
さい。定員になり次第締め切りますa

FAX・
・・ファクス

禁止されている方、服薬中の方はご遠
慮ください。対象外の方でも、医学・
歯科講座は参加できますd健康会館
l２４人（申込順）q４月１０日から電話
で健康推進課へ

■シニアのための脳トレ
「目・脳・体」をバランスよく活性
化し、認知症予防と若返りを図りまし
ょう。グループワーク形式で楽しく実
践し、認知・記憶・行動力の向上を目
指しますa参加経験のない６５歳以上の
市民の方s５月１０日～８月９日の毎週
金曜日、午後２時～３時３０分（全１４回）
d女性総合センター l２５人（申込順）
q４月１０日から電話で健康推進課へ

■「地域健康づくりグループ支
援事業」参加者募集
市は今年度から、３人以上のグルー
プを対象に指導者を１年間派遣する取
り組みを行います。２年目以降は習慣
付けを生かし、仲間同士で活動を継続
してください。
どうしてもグループを作れない方は
健康推進課にご相談ください
a４０歳以上の市民の方（ただし次に
該当する方は申し込みできません①申
請日現在、介護保険法による要支援、
要介護認定を受けている②パワーリハ
ビリテーション、ラフ＆タフ、健康体
操教室、生きがいと健康通所支援事業、
通所型介護予防事業のいずれかに参加
している）s５月～平成２６年３月dグ
ループごとに確保してくださいg１か
月１人５００円l３００人（抽選）
q市役所１階総合案内、窓口サービ
スセンター（女性総合センター１階）、
市内在住の５
７歳以上の方s４月１７日㈬
午後１時からdシルバー人材センター
柴崎本部〔柴崎町１害１７害７〕q電話
で同センター緯（５２７）２２０４へ

スポーツ

広報

各連絡所、各学習館、健康会館で配布
する申請書にグループの参加者の氏名
を書いて、４月１６日（必着）までに郵
送または直接、健康推進課へ

定医療機関で受診できますa４０歳以上
の市民の方（現在歯科治療中の方は除
く）q実施医療機関へ直接申し込むか、
電話または電子申請で健康推進課へ

■二種混合（ジフテリア・破傷
風）予防接種
a平成１３年４月２日～平成１４年４月
１日生まれ（小学６年生相当）の方
対象者には４月上旬に問診票を郵送
しましたが、お手元にない方は健康推
進課母子保健係までご連絡ください。
公費で接種できる期間は平成２６年３月
３１日までです。

■４
０歳を過ぎたら成人歯科健康
診査の受診を
歯の健康づくりの普及・啓発と歯周
病の早期発見のため、生活習慣などに
関わる問診、現在歯・喪失歯の検診な
どを行います。年度に１回、市内の指

健 康 日 程 表

保険証を忘れずに。
●休日急患診療所
（内科・小児科）
＝
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
応急診療所＝健康会館２階緯
（５２７）
１９００渇日曜日・祝日＝午前９時～午後５
時 ●医療機関案内テレホンサービス
（祝日を除く）＝緯（５２６）２００４渇月曜～
金曜日＝午後５時～９時渇土曜日＝午
後１時～９時 ●２４時間電話案内渇医
療機関案内「ひまわり」
緯０３
（５２７２）
０３０３
渇救急相談センター緯（５２１）２３２３※携
帯電話・プッシュ回線からは緯＃７１１９も
利用できます渇立川消防署緯
（５２６）
０１１９

w健康推進課（健康会館内）緯（527）3272

親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３
０分》
○健康会館＝４月２４日㈬
○こぶし会館＝５月８日㈬
○健康会館＝５月２９日㈬
○西砂学習館＝６月５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
の方は直接会場へ。
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

住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、性別、
電話番号と在勤・在学の方は勤務先名
か学校名を書いて、泉市民体育館へ

■少年少女水泳教室

a市内在住の小学１年～４年生で初
心者の方。２５ｍ以上泳げる方は応募で
きませんsいずれも全５回①土曜日コ
qw泉市民体育館〔〒１９０害００１５泉
ース（第１期）＝５月１
１日～６月８日
町７８６害１
１〕緯（５３６）６７１１へ
の毎週土曜日、午後２時～３時３０分②
土曜日コース（第２期）＝６月１
５日～
■初心者硬式テニス教室
７月１３日の毎週土曜日、午後２時～３
時３０分③水曜日コース＝６月５日～７
a１８歳以上の市民の方s５月１８日～
月３日の毎週水曜日、午後４時～５時
６月１５日の毎週土曜日、午前１
０時～正
午（全５回）。予備日６月２２日・２９日、 ３０分d泉 市 民 体 育 館g５００円l各３０人
７月６日の土曜日d自治大学校テニス （抽選）q①は４月２
２日（必着）、②③は
コートg１，
４月２６日（必着）までに、往復はがきに
７００円（保険料ほか）l４０人
（抽選）;ラケット、テニスシューズ、 教室名、希望コース（①②③のいずれ
か）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
運動のできる服装q４月２６日（必着）
電話番号、学校名、学年、保護者名、
までに往復はがきに、教室名、住所、
返信用宛先を書いて泉市民体育館へ
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号、テニス歴、返信用宛先を書いて、
■自治大学校庭球場の一般貸し出し
泉市民体育館へ
５月～６月分の自治大学校テニスコ
■初心者ソフトテニス教室
ート（４面）の利用申し込みを受け付
けます。応募多数の場合は抽選葛対象
直接会場へa市内在住の小学４年生
～中学生の方s５月５日～６月９日の
＝市内在住・在勤・在学の方で構成す
る５人以上のグループ葛利用日・時間
毎週日曜日（５月１２日を除く）、午前１０
時～正午（全５回）。予備日６月１６日・
＝５月４日・１
８日・２５日、６月１日・
２３日・３０日の日曜日d泉町運動場テニ
８日・１
５日・２２日・２９日の土曜日、午
後１時～５時と５月４日㈷の午前９時
スコートg１５０円（保険料ほか）;ラケ
～午後１時（１単位４時間）葛回数＝
ット、テニスシューズ、運動のできる
服装w泉市民体育館
上記期間のうち月１回１単位まで葛利
用料金＝１単位１，
６００円葛申込方法＝
■太極拳教室
４月１７日（必着）までに、往復はがき
に「自治大学校庭球場申し込み」と希
a１６歳以上の市内在住・在勤・在学
望利用日、利用時間、自治大学校に登
の方s５月１４日～６月１
８日の毎週火曜
録された利用者番号（下記参照）、チー
日、午後７時～９時
（全６回）
d泉市民
ム名、代表者氏名を書いて泉市民体育
体育館g１，
２００円l４０人（抽選）q４月
２５日（必着）までに往復はがきに教室名、 館へ葛利用者登録番号＝新たに番号を

e ・・・Eメールアドレス HP・
・・ホームページアドレス
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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）
あなたの体のお悩みを専門家に相談し
てみませんか。
○健康会館＝４月１
８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。５月８日㈬午前９時３
０分～１
１
時は運動指導士・栄養士が相談に応じま
すq電話で健康推進課へ

w国体推進室・内線3286

０
１３グランデュ
■ 春の楽市２
オ立川タイアップイベン
トにゆりーとが登場
ス ポ ー ツ 祭 東 京2013立 川 市
実行委員会は今秋に開催される第
６８回国民体育大会を広くお知らせ
するために、春の楽市２
０１３グラン
デュオ立川タイアップイベントに
参加します。
「ゆりーと」も登場し
「ゆりーとグッズ」を無料で配布
します。直接会場へs４月１４日㈰
①午後１時１５分ごろ～②午後２時
３０分ごろ～それぞれ３
０分程度dグ
ランデュオ１階正面入り口付近

登録する場合は、代表者の市内在住・
在勤・在学が確認できるものと往復は
がきを持って泉市民体育館へ

市民体育大会
●テニス
（中学生・一般ダブルス、シ
ニアミックスダブルス） a市内在住・
在勤・在学の方とテニス連盟登録会員。
シニアミックスダブルスは男子５５歳以
上・女子５５歳以上のペアs渇中学生＝
５月３日㈷・１１日㈯渇一般男子＝５月
６日㉁・１１日㈯渇一般女子＝５月１１日
㈯渇シニアミックスダブルス＝５月１２
日㈰d泉町庭球場ほかgダブルス１組
１，
５００円、中学生１，
０００円q参加費を添
えて、４月１８日午後５時までに立川グ
リーンテニスクラブ〔〒１９０害０００２幸町
５害５７害５〕緯（５３６）６７９８へw立川市
テニス連盟・山崎さん（５３６）６７９８

