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■子宮頸がん予防接種の積極的
勧奨の差し控えについて

　平成２５年４月１日から子宮頸がん予
防ワクチンが定期予防接種の対象とな
りましたが、比較的軽度の副反応が一
定の頻度で起こり、まれに重い副反応
もあると報告されています。それを受
け６月１４日、国は適切な情報提供がで
きるまで、定期接種の積極的な勧奨を
差し控えることにしました。今後はワ
クチンの有効性とリスクなどを十分に
理解した上で、接種するかどうかを判
断してください。ワクチン接種後に体
調の変化があった場合は、すぐに医師
にご相談ください。なお、ワクチン接
種をした方も２０歳になったら子宮頸が
ん健診を受けることが大切です。

■らくらくゴックン（離乳食準
備教室）

　離乳食の基本や見本を紹介しますs
①離乳食を始めていない平成２５年３月
～４月生まれの乳児の親＝８月９日㈮
午前１０時～１１時３０分②離乳食を始めて
いない平成２５年４月～５月生まれの乳
児の親＝９月１３日㈮午前１０時～１１時３０
分d①②とも健康会館g１００円（材料
代）l各１６人（抽選）q①は７月１９日、
②は８月３０日（いずれも消印有効）ま
でに往復はがきに講座名、希望日、住
所、親子の氏名と生年月日、電話番号

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/

を書いて健康推進課へ

■食中毒にご注意ください
　夏場は１年で最も食中毒が発生する
時期です。食中毒予防のために、次の
ことを守りましょう。
 

■Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査
　国内のＢ型肝炎ウイルス感染者は
１５０万人、Ｃ型の感染者は２００万人と推
計されています。しかし、感染原因が
不明、あるいは感染しても自覚症状が
ない場合が多いため、早期治療につな
がりにくい状況です。市は、今年度末
までに４０歳以上となる市民の方を対象

菌を付けない

野菜はしっかり
洗う。肉や魚は、
ほかの食品と分
けて保存。

菌を増やさない
冷凍した肉など
を室温で解凍し
ない。生鮮食品
や総菜などは素
早く冷蔵庫へ。

加熱・消毒は十分にする

食品は中心まで
十分に加熱。調
理器具は熱湯で
消毒。

手洗いはしっかりと

手はせっけんで
１分以上もみ洗
いし、清潔なタ
オルで拭く。

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

○砂川学習館＝９月１日㈰、１０月２７日㈰
○市役所＝９月８日㈰、１０月２６日㈯
○健康会館＝９月９日㈪
○柴崎学習館＝１０月２４日㈭
○幸福祉会館＝１０月２５日㈮
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

○こぶし会館＝７月１０日㈬
○健康会館＝７月２４日㈬、８月１４日㈬
○西砂学習館＝８月７日㈬
　保健師・助産師・心理相談員・栄養士・

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》

親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３０分》

歯科衛生士が相談に応じます。希望の方
は直接会場へ。

　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。

　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＝７月１８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。８月７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

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

健康相談（個別予約制）

 

 

■水中で楽しくエクササイズ
　足腰に負担をかけず、水の抵抗を利
用して引き締まった体をつくる運動が
満載のアクアビクスプログラムです。
リニューアルオープンした柴崎市民体
育館プールで楽しくシェイプアップし
ましょう。なお、日程などは変更する
場合があります。直接会場へa１６歳以
上の方s渇火曜日＝午後３時～３時５５
分渇水曜日＝午後７時～７時５５分渇木
曜日＝午後３時～３時５５分渇金曜日＝
午後７時～７時５５分d柴崎市民体育館
g大人４００円（施設利用料。高校生、
６０歳以上の方は割引あり。くわしくは
お問い合わせください）l３０人（先着
順）w柴崎市民体育館

■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。
　●サーキットボクサ　ボクシングの
動きを取り入れ、ウェイトチューブを
使った筋力トレーニングエクササイズ
ですa１６歳以上の方s毎週木曜日、午
後７時～８時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

スポーツ
　w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

います。お気軽にご利用ください。
　w柴崎市民体育館

■第８回ソフトバレーボール大
会結果

　ソフトバレーボールは、軟らかいゴ
ム製のボールを使用した１チーム４人
で行うスポーツで、どなたでも手軽に
できる競技です。６月３０日に第８回の
大会が泉市民体育館で開催されました。
結果は次の通りです葛混合の部（競技
の部）渇優勝＝W. I. S. E 第１渇準優
勝＝ｈｙｔ渇第３位＝リボーンＢ葛混合
の部（親睦の部）渇優勝＝ダイエット
クラブＺ渇準優勝＝ルーキーズ渇第３
位＝W. I. S. E 第３w泉市民体育館

■泉市民体育館～７月１７日水の
室内プール利用時間を変更

　泉市民体育館の室内プールは、水の
入れ替え作業のため７月１７日㈬の利用
時間を午前９時～正午に変更しますw
泉市民体育館

■７月２１日㈰、柴崎市民体育館
の体育室は利用できません

　７月２１日㈰は参議院選挙の開票場と
なるため、体育室の利用はできません。
プール・トレーニング室は午後７時ま
で。なお、駐車場などの利用制限を行
います。ご理解・ご協力をお願いしま
すw柴崎市民体育館
 

　●水泳（地区対抗の部）　 種目は自
由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
リレーa各体育会代表s８月１１日㈰

市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大会会会会会会会会市民体育大会市民体育大会

午前９時からd柴崎市民体育館q立川
市水泳協会事務所緯（５１９）４１１５へ〔月
～水曜・金曜日の午前１０時～正午、午
後１時～５時〕
　●バスケットボール（ジュニアの部）
　a市内の中学１・２年生チーム（男
子・女子）s８月１９日月～２１日㈬、午
前９時３０分からd柴崎市民体育館q三
中・山崎さん緯（５２３）４３４８へ
　●ソフトボール（地区対抗の部）　
a各体育会代表チームs９月１日㈰・
８日㈰、午前８時３０分からd多摩川緑
地野球場。詳細は８月１７日㈯午後７時

から泉市民体育館研修室で行われる主
将会議でお知らせしますw立川市ソフ
トボール連盟・戸所さん緯（５２４）２７３８
 

　●テニス（ダブルス）　 葛優勝渇中
学生男子＝佐藤英将・鈴木飛早渇中学
生女子＝新井恵梨・野和田あすか渇シ
ニアミックス＝由田秀行・由田百合子
渇一般男子Ａ＝西村耕治・橘川貴光渇
一般男子Ｂ＝川島進・小池正治渇一般
女子Ａ＝内山純子・坂本葉子渇一般女
子Ｂ＝池野朋子・三上マナ 《敬称略》

市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会 結果市民体育大会の結果市民体育大会 結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果

に無料検診を行っています。４０歳未満
の方は多摩立川保健所緯（５２４）５１７１へ
お問い合わせください。
　葛対象者＝平成２６年３月末までに４０
歳以上になり、次のすべてに該当する
市民の方①過去にＢ型・Ｃ型肝炎ウイ
ルス検査を受けていない②現在、肝炎
の治療を受けていない③職場などでＢ
型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を受ける機
会がない葛検診方法＝市が実施する４０
歳以上の健康診査と同時、または肝炎
ウイルス検査単独で市内指定医療機関
で受診してください葛申込方法＝電話
か、はがきに住所・氏名・生年月日・
電話番号を書いて健康推進課へ

　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国体推進室・内線3286

■デモンストレーションとしての
スポーツ行事への参加者募集

　スポーツ祭東京2013（第６８回国
民体育大会）で実施されるデモンス
トレーションとしてのスポーツ行事
（デモスポ行事）が各会場地の区市
町村で始まっています。デモスポ行
事は、都民を対象に都内５３区市町村
で５７行事が実施されます。

　市では柴崎市民体育館で次のデモ
スポ行事を行います葛ミニテニス＝
９月２９日㈰q７月１日～８月１５日葛
ダンススポーツ＝１０月６日㈰q８月
１６日～９月７日
　参加資格を満たす都民の方は、ど
なたでも参加することができます。
くわしくはスポーツ祭東京2013実
行委員会ホームページthttp://ww 
w.sports-sai-tokyo2013.jp/をご覧
ください。
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　天気予報の仕組みを
実験やクイズで学び、
テレビ・新聞の天気予
報について理解を深め
ます。たちかわ☆きら
きらカード対象講座a小学３年～６年
生（保護者見学可）s８月１７日・２４日
の土曜日、午前１０時～正午d女性総合
センターf気象予報士・井原さえ子さ
んほかg１００円程度（材料代）l１５人
（申込順）q７月１０日から生涯学習推
進センター緯（５２８）６８７２へ
 

■吹奏楽ジャズ・ポップスセミ
ナー

　ジャズ・ポップス
の基本奏法や合奏を
学びませんか。講師
メンバーによる模範
演奏もあります。基
本楽器はサックス、トロンボーン、ト
ランペット、クラリネット、ホルンな
ど。打楽器以外の参加者は原則楽器持
参（楽器のない方、中高生以外の方、
指導者の方の聴講参加も可）a中高生
s９月７日㈯午後１時３０分～５時（こ
のほかもう１日開催予定）d柴崎学習
館f a.b.c   Lab   Band 、ジャズピアニス

エービーシー ラ　ブ バ　ン　ド

ト・田中七緒子さん、サックスプレイ
ヤー・レス　トンプソンさんl５０人（申
込順）;楽器q７月１０日午前８時３０分
から電話で柴崎学習館へ
 

 

　いろいろな職業への理
解を深める子ども対象講
座。今回は保育士のお仕
事の話を聞き、保育園で
の体験実習をしますa小
学４年生～高校生（②は
麻しん・風しんの予防接
種をしていない方は参加不可の場合あ
り）s①説明＝７月２０日㈯午前１０時～

市民企画講市民企画講座座
■夏休み自由研究「お天気のは
てな？～クイズと実験で学ん
じゃおう」

柴崎学習館柴崎学習館柴崎学習館 ☎（524）2773

☎（527）0014高松学習館高松学習館高松学習館

■いろんなお仕事のぞいちゃお
う！～保育士編

正午②実習＝７月２４日㈬～２６日㈮のう
ち１日、午前９時～正午d①女性総合
センター②市立保育園f市保育課職員
l１５人（申込順）q７月１０日から電話
で高松学習館へ

■自分で作ろう☆デザート付き
夏ランチ

　高校生のお姉さんと
一緒に五目寿司とフル
ーツゼリーを作りまし
ょうa小学３年生～中
学生s８月２３日㈮午前
１０時３０分～午後１時３０分d高松学習館
f立川女子高等学校教諭とクッキング
部の皆さんg４００円（材料代）l１６人（申
込順）;エプロン、バンダナ、ふきん
q７月１０日から電話で高松学習館へ
 

■木工教室「竹トンボを作って
飛ばそう！」

　安全な道具の使い方
を学びながら、竹トン
ボを作ります。製作後
は野外で飛ばしますa
小学生（３年生未満は
できれば保護者同伴）s７月２４日㈬午
前１０時～正午d錦学習館f生涯学習市
民リーダー・大根田和美さんg２００円
（材料代）l２０人（申込順）q７月１０
日から電話で錦学習館へ
 

 

　カレールーを使わ
ないカレーライスを
作ってみませんかa
小学生の子どもと保
護者の方（４年生以
上は子どもだけの参
加可）s７月３０日㈫午前１０時～午後０
時３０分d女性総合センタ ー f食とくら
しと環境を考える会の皆さんg１人
４００円（材料代）k５人程度（１歳～学
齢前）l２４人（申込順）;エプロン、
三角きん、ふきん、手拭きタオルq７
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

☎（527）6743錦 学 習 館錦 学 習 館錦 学 習 館

消費生活センター
■消費生活講座～立川の野菜を
使ってランチを作ろう

■市役所屋上ひまわり花咲かプ
ロジェクト～その３「みんなで
ひまわりのお花見をしよう」

　子どもたちが市役所屋上に種まきし
たひまわりの花の観察会。ひまわりあ
るあるクイズやミニお茶会等も行いま
す。「夢たち応援団」と市の共催。く
わしくは市ホームページをご覧くださ
いa小学４年生以上の子ども（小学３
年生以下は応相談）s７月２１日㈰午前
１０時３０分～午後０時３０分d市役所２０７
会議室集合l２０人程度（申込順）;お
にぎり、水筒q７月１０日から電話で子
育て推進課・内線１３４０へ

■親子自転車教室
　交通安全の
話やＤＶＤの
上映のほか、
自転車シミュ
レーターで交
通ルールや自
転車の安全な

乗り方を学びます。参加者には事故防

止につながる反射材用品をプレゼント
します。修了後、自転車来場者で希望
者に限り、自転車マスタードライバー
証を交付します。立川警察署、立川国
立地区交通安全協会と市の共催a市内
在住の小学生以下の子どもと保護者の
方（必ず保護者同伴）s７月１４日㈰午
前１０時～１１時d立川警察署会議室l３０
組（申込順）q７月１２日までに電話で
立川警察署交通総務係緯（５２７）０１１０へ
w市交通対策課・内線２２８０

■第６３回社会を明るくする運動
「サッカー教室」

　社会を明るくする運動立川市実行委
員会は、東京ヴェルディのコーチによ
るサッカー教室を開催しますa市内在
住・在学の中学生s７月２８日㈰午前９
時～正午d四中q７月１８日までに電話
で市福祉総務課・内線１４９０へ

　●利用時間　葛７月１３日～８月１８
日＝午前９時３０分～午後６時３０分
（７月中の平日は午後５時３０分まで）
葛８月１９日～９月１日＝午前９時３０
分～午後６時葛９月２日～６日＝午
前９時３０分～午後４時３０分葛９月７
日・８日＝午前９時３０分～午後５時
３０分
　●利用料金（公園入園料含む）　葛
通常料金＝おとな（１５歳以上）２，２００
円、こども（小・中学生）１，２００円、
ようじ（４歳・５歳）３００円※団体割
引は４歳以上の方２０人以上から葛サ
ンセットチケット（午後２時以降）

＝通常料金の半額
★親子ペア招待券をプレゼント★
　親子ペア招待券を抽選で１０組（２０
人）の方にプレゼントします。対象
は市内在住のこども（小・中学生）
とその保護者。
　qはがきに郵便番号・住所・氏名・
電話番号を書いて７月２２日（必着）
までに、国営昭和記念公園レインボ
ープールチケットプレゼント立川市
係（〒１９０害００１４緑町３１７３）緯（５２８）
１７５１へ。当選者の発表は発送をもっ
てかえさせていただきます。

裏面に割引券があります。ご利用ください裏面に割引券があります。ご利用ください。。

７７７７７７７７７７７７７７７７月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯オオオオオオオオオオオオオオオオーーーーーーーーーーーーーーーーププププププププププププププププ７月１３日㈯オープンンンンンンンンンンンンンンンンン
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国営昭和記念公園

～子ども向け講～子ども向け講座座
 

　夏休みの自由研究に迷ったら、図書
館に行ってみませんか。「昆虫の飼い
方」「リサイクル」、さまざまな実験な
ど、きっと役に立つ本があります。ま
た、インターネットを利用してさまざ
まな情報を得ることもできます。
 

　図書館のキャ
ラクター「たま
ちゃん」が薦め
る基本図書に右
のシールが貼っ
てあります。親
子で読んでみませんか。
 

　図書館には児童コーナーとは別に中
高生向けの本を集めたＹＡ（ヤングア
ダルト）コーナーがあります。夏の読
書に最適な本はもちろん、最新ライト
ノベルやケータイ小説、調べ学習にも
使える入門本、料理やイラスト・音楽
など趣味の本など、気軽に読める楽し
い本もたくさんあります。
 

　●夏のおはなしフェスタ　絵本の読
み聞かせなど。直接会場へa５歳～小
学生s７月２４日㈬午後３時３０分～４時
１５分d中央図書館w同館緯（５２８）６８００
　●すわの森おはなし会「夏休みスペ
シャル」　 直接会場へs７月２４日㈬午
後３時３０分～４時d柴崎図書館w同館
緯（５２５）６１７７
　●夏休みおたのしみ会　こわい話と
マジック・ショー。直接会場へa小学
生s７月２６日㈮午後２時～２時４５分d

自由研究は図書館で解決！刺 刺

たまちゃんおすすめ本刺 刺

YAコーナーって知っている？刺 刺

夏の子ども向けイベント刺 刺

上砂会館w上砂図書
館緯（５３５）１５３１
　●「南極博士」になろう！　南極の
オーロラや南極観測隊の仕事などのお
話を聞きますa小学３年生～中学生s
８月２日㈮午後２時～３時３０分d錦学
習館f国立極地研究所広報室長・川久
保守さんl２５人（申込順）q７月１０日
から直接または電話で錦図書館緯
（５２５）７２３１へ
　●水の謎を追え！　①私たちと水の
関係＝生活を支えている水の使いみち
や大切さを学びます②玉川上水と分水
の歴史＝水資源の開発が生活に与えた
影響を考えますa小学４年～６年生s
①８月６日㈫午後２時～３時３０分②８
月９日㈮午後２時～３時３０分dこぶし
会館f①国土交通省総合水資源管理戦
略室・酒井義尚さん②生涯学習市民リ
ーダー・小坂克信さんl各３０人（申込
順）q７月１０日から直接または電話で
幸図書館緯（５３６）８３０８へ
　●自由研究はおまかせ！百科事典を
使ってみよう！調べてみよう！　a小
学４年生～中学生f百科事典出版社調
べ学習担当・飯田建さんsdl下表q
７月１０日から直接または電話で①西砂
図書館緯（５３１）０４３２②若葉図書館緯
（５３５）８８４１へ〔いずれも申込順〕
 

　●学習室として利用できます　s７
月２０日㈯～８月３１日㈯、午前１０時～午
後４時３０分（水曜日、第３火曜日を除
く）d多摩川図書館w同館緯（５２５）６９０５

定　員開催場所日　時

２０人西砂学習館
８月８日㈭
午前１０時～
１１時３０分

①

３０人若葉会館
８月８日㈭
午後３時～
４時３０分

②

たまちゃんの
基本図書シール

夏休み夏休みはは図書館図書館にに行こう行こう！！

市公式ツイッター市公式ツイッターをを
始めま始めますす

@tachikawa_tokyo

市公式ツイッター市公式ツイッターのの
ご利用をご利用を……

w広報課・内線2744

市政情報、防災・防犯情報、イベン
ト情報、「メイヤーズ トーク」など

thttp://twitter.com/
　tachikawa_tokyo
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昨年咲いたひまわりの様子
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