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　市は、次に掲げる接種対象者の予防
接種費用を全額負担します。なお、妊
娠中は風しんの予防接種はできません
葛接種対象者＝市内在住の１９歳以上で、
①か②にあてはまる方（これまで風し
んにかかったことがなく、予防接種を
受けたことがない方に限ります）①妊
娠を予定、または希望している女性②
妊娠している女性の夫（胎児の父親）
葛実施期間＝平成２６年３月３１日まで
（ただし②は平成２５年９月３０日まで）
葛接種費用＝接種対象者は無料葛接種
方法＝接種を希望する方は、電話で健
康推進課にご連絡ください。予診票を
郵送します。予診票を持って（②の方
は母子健康手帳の写しを添付）、市内の
指定医療機関で接種してください。指
定医療機関名は、市ホームページに掲
載しています。

■はつらつ運動教室～パワーリ
ハビリテーション

　６種類の専用マシンを用いた軽い筋
力トレーニングと自宅でもできる体操
を行いますa次のすべてに該当する市
民の方渇６月１日現在４０歳～６４歳渇運
動を禁止されていない渇初めて参加す
る渇ラフ＆タフ、地域グループ支援事
業に参加していない渇介護保険非該当
渇運動器官に疾患があり、医師の意見
書を提出できる（自費）s６月７日～８
月３０日の火曜日と金曜日、午前９時３０
分～１１時３０分〔８月１６日㈮を除く全２４
回、最初と最後の体力測定含む〕d健
康会館l若干名（申込順）q５月１０日か
ら電話で健康推進課へ

■がんにかからないためにできる
こと、かかったときにできること

　がんの原因・予防・治療などの最新
情報と、がんを発症したときに納得の

健　　康
　qw健康推進課〔〒１９０害００１１高松
町３害２２害９健康会館内〕緯（５２７）
３２７２r（５２１）０４２２へ。電子申請は
thttps://www.e-tetsuzuki99.co 
m/tokyo/

いく治療や支援を受けるために必要な
情報と知識を学びますs６月７日㈮午
後２時～４時d健康会館f医師・関口
直宏さん、ソーシャルワーカー・二宮
陽子さんl２５人（申込順）q５月１０日
から電話で健康推進課へ

■子宮頸がん・乳がん検診の申
し込みを受け付けます

　対象者や、検診内容などは下表の通
り。年齢の上限はありません。乳がん
検診は、次の方は受けられません渇妊
娠中の方渇授乳中の方渇乳房疾患で治
療中や経過観察中の方渇乳房内に人工
物が入っている方。住民税非課税世帯、
生活保護世帯の方には費用の免除制度
があります。受診票に同封する「免除
申請書」を書いて受診当日、医療機関
に提出してくださいqはがき、封書ま
たは電子申請で、希望検診名（①子宮
頸がんのみ②乳がんのみ③両方）と、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
電話番号を書いて健康推進課へ。お申
し込みの方には６月下旬に受診票を郵
送します
 

■子宮頸がん・乳がん検診の無料
クーポン券などを送付します

　平成２４年４月２日～平成２５年４月１
日の間に次の年齢になった女性市民の
方葛子宮頸がん検診＝２０歳・２５歳・３０
歳・３５歳・４０歳葛乳がん検診＝４０歳・
４５歳・５０歳・５５歳・６０歳へ各検診を無
料で受けられる「無料クーポン券など」
を送付します。この機会に積極的に検
診を受けましょう。

■生活習慣病予防～あなたにと
っての「宝」を見つけよう

　生活習慣を見直し健康的な体を作り

乳がん検診子宮頸がん検診
受診日現在４０歳
以上の女性市民
の方で、昨年度
の市の乳がん検
診を受けていな
い方

受診日現在２０歳
以上の女性市民
の方で、昨年度
の市の子宮頸が
ん検診を受けて
いない方

対象者

視触診とマンモ
グラフィ（必要
に応じて自己検
診法指導）

頸部細胞診（医
師の判断で体部
細胞診も）

検診内
容

１，０００円頸部１，０００円、頸
部＋体部２，０００円負担額

７月１日㈪～平成２６年２月２８日㈮
※期間内に、市内の指定医療機関
で受診してください

受診期
間

健 康 日 程健 康 日 程 表表　　w健康推進課（健康会館内）緯（527）3272

○健康会館＝５月２９日㈬、６月２６日㈬
○西砂学習館＝６月５日㈬
○上砂児童館＝☆６月１９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。希望する
方は直接会場へ。☆印の日は「子育てひ
ろば」と同時開催

○柴崎福祉会館＝７月４日㈭
○幸福祉会館＝７月５日㈮
○砂川学習館＝７月６日㈯・９月１日㈰
○子ども未来センター＝＊７月７日㈰　
○健康会館＝７月８日㈪・９月９日㈪
○西砂学習館＝９月４日㈬
○若葉会館＝＊９月６日㈮

親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３０分》

胃がん・大腸がん・肺がん・結核検診
《午前中の指定した時間・定員制》

○市役所＝９月８日㈰
＊印の日は、肺がん・結核検診は行いま
せん。
渇胃がん検診＝９００円渇大腸がん検診＝
３００円渇肺がん検診＝Ｘ線のみ８００円、Ｘ
線と喀痰は１，０００円（いずれの検診も３５歳
以上の市民の方）渇結核検診＝無料（１５
歳～３４歳の市民の方）q電話、または電
子申請で健康推進課へ

　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＝５月１６日㈭午後１時３０分～
３時、医師・保健師・看護師・栄養士が
相談に応じます（医師への相談を希望す
る方は相談日の２日前までに予約してく
ださい）。６月５日㈬午前９時３０分～１１時、
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

健康相談（個別予約制）

ましょう。日程などは下表の通り（２
日間参加できる方優先）dグリーンセ
ンター（清掃工場内）f運動指導士・
保健師・管理栄養士の皆さんl２５人
（申込順）q電話で健康推進課へ
 

■特定健康診査を受診しましょう
　市は、メタボリック・シンドローム
に注目した診査を実施しています。な
お、特定健康診査の受付方法に一部変
更が生じましたのでお知らせします。
●菅家医院 緯（５３６）４６０２
変更前：予約なし⇒変更後：要予約

■らくらくゴックン（離乳食準
備教室）

　離乳食の基本を紹介しますas①離
乳食を始めていない平成２５年１月～２
月生まれの乳児の親＝６月１４日㈮②離
乳食を始めていない平成２５年２月～３
月生まれの乳児の親＝７月１２日㈮。い
ずれも午前１０時～１１時３０分d健康会館
g１００円（材料代）l各１６人（抽選）q
①は５月２４日、②は６月２１日（いずれ
も消印有効）までに往復はがきに講座

内　　容時　間日　程
生活習慣改善のこ
つを学び、楽しく
軽体操をします

午後１時
～４時

ステップ１
６月２９日㈯

食事バランスのＡ
ＢＣを学び、脂肪
を上手に燃やす軽
体操をします

ステップ２
７月６日㈯

名、希望日、住所、親子の氏名、生年
月日、電話番号を書いて健康推進課へ

■ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮
頸がん予防接種が定期予防接
種になりました

　平成２５年度よりヒブ、小児用肺炎球
菌、子宮頸がんの予防接種は、予防接
種法に基づく定期予防接種となり、全
額公費負担で接種できます。事前に説
明書を読み、指定医療機関に予約して
接種してください。お手元に問診票や
説明書がない方は、健康推進課母子保
健係へお問い合わせをa接種日に立川
市に住民登録がある方で次の年齢の方
葛ヒブ＝生後２か月以上５歳未満葛小
児用肺炎球菌＝生後２か月以上５歳未
満葛子宮頸がん＝平成９年４月２日～
平成１４年４月１日生まれ（小学６年生
～高校１年生相当）の女性

■骨密度測定
　 骨  粗  鬆 症予防のため、骨密度を測定

こつ そ しよう

し、必要に応じて保健指導・栄養指導
などを行います。測定は年度に１回受
けられますa１８歳以上の市民の方s７
月２２日㈪・２３日㈫の午前９時３０分～午
後３時３０分のうち、返信はがきで市が
指定する時間d健康会館l各日１２０人
（申込順）q６月２１日までに往復はが
きに「骨密度測定希望」と、測定希望
日、住所、氏名、生年月日、電話番号
を書いて健康推進課へ

 

 

■ヨガ教室
　a１６歳以上の市内在住・在勤・在学
の方s６月７日～７月１２日の毎週金曜
日、午後７時～８時３０分（全６回）d
泉市民体育館g１，２００円l１００人（抽選）
q５月２４日（必着）までに往復はがき
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、返信用宛名、
在勤・在学の方は勤務先か学校名を書
いて泉市民体育館へ

■市民ハイキングラリー
　a２～３人のグループs５月２６日㈰
午前９時３０分に泉市民体育館前集合
〔雨天の場合は６月２日㈰に延期〕。コ
ースは泉市民体育館～高松駅～緑町公

スポーツ
　qw泉市民体育館〔〒１９０害００１５泉
町７８６害１１〕緯（５３６）６７１１へ

園～立川市役所前～砂川五差路～国営
昭和記念公園砂川口前～残堀川沿い～
玉川上水～見影橋公園～砂川五差路～
泉市民体育館の約１１kmg１人２００円
（中学生以下は１人１００円。保険料を含
む）、当日受付で集金;昼食、時計、
筆記用具、雨具q５月２２日までに代表
者の住所・氏名・電話番号、参加人数
を書いてファクスで立川市体育協会事
務局r（５３４）１４８３へw同事務局緯（５３４）
１４８３、市スポーツ振興課緯（５３６）６７１１
■Ｊリーグ東京ヴェルディ「稲
城市・日野市・多摩市・立川
市合同サンクスマッチ」イベ
ント参加者を募集

　６月１日㈯午後４時から味の素スタ
ジアム（調布市）で行われる東京ヴェ
ルディ対愛媛ＦＣ戦のイベント参加者
を募集します。くわしくは、市ホーム
ページをご覧ください。
　①無料サッカークリニック＝参加者
１家族４枚まで当日観戦チケット付

講　師定員対象者日 時内　　容
教授・山田浩二郎さん
講師・烏賀陽信央さん３０人大人（おおむね

５０歳以上の方）
５月１８日㈯
午後１時１５分～４時

健康講座①「生活体力の
測定と転倒防止運動」

教授・佐藤喜代さん２５人幼児と保護者５月２５日㈯
午後１時３０分～３時

幼児教室①「総合保育
の実践」

教授・秋山エリカさん３０人大人６月１日㈯
午後１時～３時

健康講座②「おとなの
ラジオ体操」

教授・秋山エリカさん
教授・佐藤喜代さん２５人幼児と保護者６月３０日㈰

午前９時３０分～１１時
幼児教室②「たのしい
運動遊び」

（ホーム自由席）a市内在住の小学１
年～３年生s６月１日㈯午後１時３０分
～３時d味の素スタジアム内f東京ヴ
ェルディのコーチ・選手ほかl４０人（申
込順）
　②無料応援バスツアー＝市役所午後

１時発。ホーム自由席チケットと応援
グッズ付a市民の方l９０人（申込順・
１応募５人まで）
qw①・②とも電話で、東京ヴェル
ディ応援ホームタウン実行委員会事務
局緯０７０（５５６８）４７０４へ

■東京女子体育大学公開講座
　専門家の指導を受けて、楽しみなが
らスポーツを学んでみませんか。市教
育委員会共催。内容・日程は下表の通
りd東京女子体育大学（国立市）g２００
円（傷害保険料）l下表（申込順）q
はがきかファクス、Ｅメールに講座名、

住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
書いて、同大学地域交流センター〔〒
１８６害８６６８住所記入不要〕緯r（５７２）
４３１７echiiki@twcpe.ac.jpへ。同大学
ホームページthttp://www.twcpe. 
ac.jpからも申し込みができますw市
生涯学習推進センター緯（５２８）６８７２

無料で受けられます

生まれてくる赤ちゃんのために

風し風しんんのの予防接予防接種種


