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■健康ささえ隊～活動発表と
「ゆったりストレッチと指圧」
　ウオーキングやヨガなど、地域で健
康づくり活動を広めているボランティ
アグループ「健康ささえ隊」の活動発
表を行います。後半は、昨年同グルー
プが砂川地区で実施して好評だった
「ゆったりストレッチと指圧」の講習
会を行いますs６月１７日㈪午後２時～
４時d健康会館f立川指圧健康友の会
の皆さんl２０人（申込順）;運動しや
すい服装、飲み物、タオルq６月１０日
から電話で健康推進課へ

■地域の健康フェアに協賛しま
せんか

　地域の実行委員会が開催する地区健
康フェアへの協賛を希望する事業者を
募集します。地区健康フェアは地域が

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

主体となり、小学校などの身近な会場
で体力測定や健康相談、講演会、健康
体操などを行う健康づくりの催しです。
　渇対象事業者＝身体測定、体力測定、
健康づくりに関する催しのいずれかを
実施するための専門的知識・技術を持
っている事業者渇協賛内容＝地区健康
フェアで行う身体測定、体力測定や健
康に関する催しの実施など。くわしく
は市ホームページをご覧ください。

■麻しん風しん（ＭＲ）混合第
２期予防接種

　a平成１９年４月２日～平成２０年４月
１日生まれの方（平成２６年度に小学校
就学を迎える方）
　お持ちの問診票で接種してください。
お手元に問診票が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。

■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。

　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

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

　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＝６月２０日㈭午後１時３０分～
３時は保健師・看護師・栄養士が相談に
応じます。７月３日㈬午前９時３０分～１１
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

○上砂児童館＝☆６月１９日㈬
○健康会館＝６月２６日㈬
○富士見児童館＝☆◎７月３日㈬

健康相談（個別予約制）

親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３０分》

○こぶし会館＝７月１０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。◎印の日は歯科衛生
士はおりません。☆印の日は「子育てひ
ろば」と同時開催。

　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。

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

場w山口さん緯（５２３）４３２８〔一中〕
　●バドミントン（クラブ対抗の部）
　a立川市バドミントン協会登録済み
（当日の登録も可）の市内在住・在勤・
在学の方のチーム。編成は３ペアで１
チームとするs７月１５日㈷午前９時３０
分からd泉市民体育館w同協会・奥村
さん緯（５３５）７２２６
　●新体操（個人・団体）　 ジュニア
の部・シニアの部a市内在住・在勤・
在学の方と立川市新体操連盟加盟者s
８月２０日㈫午前１０時からd泉市民体育
館g３，０００円q７月１３日までに同連盟・
坂下さん緯（５３６）９１５０へ
　●空手道　組手と形の個人戦a市内
在住・在勤の方（道歴保証人管理下にあ
ること）と立川市空手道連盟会員s９
月８日㈰午前９時からd柴崎市民体育
館g１種目１，０００円q７月１２日（必着）
までに住所、氏名、年齢（学年）、空手道
経歴を書いて、同連盟事務局・神場武
勝さん〔〒１９０害００１４緑町７害２サンク
タス立川Ｔ１害５０４〕r（５２５）１４２５へ
 

■夏休み期間中の小学校プール
補助指導員

　葛対象＝児童の水泳指導補助ができ
る健康な方〔事前に応急救護講習（無
料）を受講〕葛期間＝７月２２日㈪～８
月９日㈮と８月１９日㈪～３０日㈮の間で
１０日間程度（土曜・日曜日は除く。日
数は応相談）、午前９時～午後４時の間

募　　集

で６時間以内葛勤務地＝市内小学校葛
時給＝９９０円（交通費は別途支給）葛募
集人数＝１０人程度（選考）q指導課
（市役所２階）で配布する申込書〔市
ホームページからダウンロードも可〕
に必要事項を書いて６月２１日（必着）
までに直接または郵送で指導課指導
係・内線２４８６へ
 

 

■消費生活講座～袋物を縫って
整理収納を

　２種類の袋を作り、袋を使った整理
の仕方も考えますs７月１２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の皆さんg
３００円（材料代）k５人程度（１歳～
学齢前）l２０人（申込順）;裁縫道具

■立川のはたけ！～見学と交流会
　立川市農業経営者クラブの皆さんの
案内で、ファーマーズセンターみのー
れ立川、野菜栽培農家、植木農家を見
学した後、昼食をはさんで農業経営者
と交流会を行います。天候により内容
が変更になる場合がありますs７月２
日㈫午前９時～午後２時３０分d女性総
合センター（集合・解散）g５００円（昼
食代）l２０人（申込順）

消費生活センター
　qいずれも６月１０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

 

 

■柴崎市民体育館の自由参加型
教室

　教室開始３０分前から受け付ける自由
参加型教室です。直接会場へ。
　●リラックスヨガ　ゆっくりした呼
吸法と無理のないポーズで心身ともに
リラックスa１６歳以上の方s毎週木曜

スポーツ
　qw泉市民体育館〔〒１９０害００１５泉
町７８６害１１〕緯（５３６）６７１１、柴崎市
民体育館〔〒１９０害００２３柴崎町６害１５
害９〕緯（５２３）５７７０へ

日、午前１１時～正午d柴崎市民体育館
g１回５００円l２５人（先着順）
　●ナイトズンバ　ラテン系の明るい
音楽に合わせて運動し、ストレスを発
散しませんかa１６歳以上の方s毎週火
曜日、午後８時３０分～９時３０分d柴崎
市民体育館g１回５００円l２５人（先着
順）
　ほかにもさまざまな教室を用意して
います。お気軽にご利用ください。
　w柴崎市民体育館
 

　●サッカー（中学生の部）　 a市内
中学生で編成されたチームs７月１３日
㈯・１４日㈰・１５日㈷d市内中学校運動

市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会
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w国体推進室・内線3286

■第５回ゆりーとダンスコン
テストで優勝

　５月６日に第５回ゆりーとダンス
コンテストが小平市で開催され、一
小と上砂川小の児童を中心とした
「ゆりーとファンクラブ」が見事に
優勝しました。
　ゆりーとダンスコンテストは第６
回大会が６月１６日㈰〔応募受付終了〕、
第７回大会（ファイナル）が７月３０
日㈫に開催されます。くわしくは、
スポーツ祭東京2013実行委員会
thttp://www.sports-sai-tokyo 
2013.jpをご覧ください。
 

 

Ｑ．普段「TAMAGO!!」というチー
ム名でボランティア活動をしている
そうですが、どのような活動ですか？
Ａ．老人ホームや保育園で、歌やダ

「ゆりーとファンクラブ」の
代表者にお話を聞きました

ンスを通じて、人の心と心を結ぶき
っかけとなるよう活動をしています。
Ｑ．「ゆりーとファンクラブ」とし
てダンスコンテスト出場の感想は？
Ａ．優勝でき、夢ではないかと思う
ほどうれしいです。練習を通して、
みんなで踊る楽しさや心を一つに目
標に向かって努力することの大切さ
など学ぶことができました。
Ｑ．ゆりーとダンス「ニッコリ・フ
ァイト！」の印象は？
Ａ．子どもにも覚えやすく、お年寄
りにも体操にできそうな手軽さと親
しみやすさがある曲と振り付けだと
思います。
Ｑ．今後、「ニッコリ・ファイト！」
を踊る予定がありますか？
Ａ．７月７日に柴崎会館まつりでゆ
りーとと踊る予定です。８月と１０月
にも保育園などのボランティアの際、
会場のみんなで踊る予定です。声が
かかれば、どこにでも踊りにいきた
いと思っています。
Ｑ．最後に「スポーツ祭東京2013」
開催へのメッセージをお願いします。
Ａ．身近な体育館などで、一流の選
手の試合を観戦できるチャンスです。
みんなで応援に行きたいと思います。
みんなで盛り上がりましょう！

　市内産の農畜産物や加工品、特産品
の販売のほか、立川情報の発信や市民
交流の場を持つ、農・商・工・観の連
携を推進する多機能施設です。
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　w産業振興課農業振興係・内線２６５０

●営業時間　午前１０時～午後６時〔１１月１
日～３月３１日は午後５時に終
了〕

●休 業 日　毎週水曜日と１２月３１日～１月
４日

立川の新名所


