＜平成 30 年 4 月作成版＞

＜健康づくり出前講座とは＞
武蔵野市民及び在勤者１０名以上のグループの方々の希望の場所・日時に、健康づくり人材バンク（健康
づくりの専門家）による健康づくりに関する講座を出前で実施します。運動・栄養・保健・歯科・薬に関
する約８０種類のプログラムがあります。次の条件を全て満たす団体・グループが対象となります。
①自主活動グループ又は市民活動団体であること。
（非営利・非宗教団体）
②政治・宗教・営利・販売を目的としないこと。
③可能な範囲で一般募集を行うこと。なお、市内在勤者のみのグループ・団体の場合は、必ず一般募集
を行うこと。一般募集の際は、次の例に準じて明記すること。
【例】講師：健康づくり人材バンク 管理栄養士、協力：健康づくり支援センター

＜申込み方法＞
①「健康づくり出前講座」プログラム一覧表の中から、受講したいプログラムを１つお選びください。
② 講座実施希望日の 3 ヶ月前から 3 週間前までに、
「健康づくり出前講座申請書」
（添付又は健康づくり
支援センターホームページ参照）に記入し、健康づくり支援センターに直接持参か郵送または FAX で
お送りください。
＊実施回数は１団体（グループ）につき、運動・栄養・保健・歯科・薬の 5 分野から 1 年（平成 30 年
4 月～平成 31 年 3 月）を通じて最大 3 回までとなります。
（各分野で 1 回のみ）
＊会場は申請者にてご用意ください。講師の費用は「無料」です。
（講師の指定はできません）
＊講座参加者の一般募集ＰＲについては、必要に応じて健康づくり推進員が協力いたします。
＊講座時間は 45 分～２時間以内です。
（講座内容により調整させて頂く場合があります）
＊食後の２時間以内の運動プログラムは実施できません。また、飲酒後の方や妊娠中の方は運動プログ
ラムには参加できません。

＜開催までの流れ＞
① ｢健康づくり出前講座申請書｣を提出（実施希望日の 3 ヶ月から 3 週間前まで）
② 健康づくり支援センターから実施可否を文書で通知（郵送）
※申請書を受理してから決定まで 10 日程度かかります。

③ 担当の健康づくり推進員から連絡（開催当日の詳細の打合せ）
④ 一般募集の実施等
⑤ 開催当日（会場に健康づくり推進員と健康づくり人材バンク講師が伺います）
⑥「健康づくり出前講座報告書」を提出（実施後１週間以内）

＜問い合せ☆申し込み＞
（公財）武蔵野健康づくり事業団 健康づくり支援センター
〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町 4-8-10 保健センター１階
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ƸሂᎹ˯ɦƸ᧸ƛǇƤǜŵሂᎹ˯ɦǛ᧸ƙƨǊƷဃŴʙǛƢǔǿǤȟȳǰƴƭ
ƍƯܖƼŴјྙƷᑣƍሂᎹࢍفǛႸਦƠǇƢŵ

ƍƭǇưǋᒉƘƍƨƍƱᫍƏ૾ƸƨƘƞǜƍǇƢƕŴᙸƨႸƹƔǓƴൢǛӕǒǕŴ
ǢȳȁǨǤǸȳǰƷǫǮƸƴƋǓ ʙǛʚƷഏƴƢǔئӳǋٶƘᙸǒǕǇƢŵ˳ƸӝƔǒǂǔԼƔǒЈஹƯƍǔƜ
èቇҥƳ૰ྸȇȢ˄ƖᲛ
ƱŴǂǔཋഏᇹưᒉƞǋƋǔᆉࡇ̬ƭƜƱƕưƖǔƜƱǛኰʼƠǇƢŵ
ᢠщư៲˳ȪȕǩȸȠ

ʙƴƭƍƯŴឋȷȷ᧓Ʒᢠ৸ƴǑƬƯ៲˳ƕ٭ǘǔƜƱǛᎋƑƯǋǒƏೞ˟ƴ
ƢǔƜƱŵʻଐƔǒƷᢠ৸ƴǑƬƯᲫ࠰ࢸŴᲫᲪ࠰ŴᲬᲪ࠰ࢸƷᐯЎƕ˺ǒǕƯƍƘ
ƜƱǛƓˡƑƠǇƢŵ

ƷឋƴƭƍƯᎋƑǔ
ஊೞᓔŴชь૰ྸƳƲŴᐯƳǛ൭Ǌǔ૾ƕƾƑƯƍǇƢƕŴƦǕǒƷȡȪȃ
᳸ஊೞఎؔȷǪȸǬȋȃǯԼƷȡ
ȈƸ˴ϼƴƋǔƷƔǛᎋƑǇƢŵ
ȪȃȈƱƸ᳸

䛹䛺䛯䛷䜒

ƲǜƳƕǑƍƷᲹ
ಮŷƳƷཎࣉƱƷᢠƼ૾

ž˳ƴǑƍſƳƲƱಮŷƳƕදႸƞǕƯƍǇƢƕŴƲƷƕƲƷǑƏƴ˳ƴᑣƍ
ƷƔŵƦǕƧǕƷཎࣉǛჷǓŴኽௐႎƴƲƏᢠƼŴဃƷɶưƔƢƷƔǛჷǓǇ
Ƣŵ

ԼชьཋƸᑣƍᲹफƍᲹ

ьԼƴƸŴಮŷƳชьཋƕ̅ဇƞǕƯƍǇƢƕŴƦǕǒƷࢫлƱྵཞƴƭƍƯჷ
ǓǇƢŵǇƨชьཋƷʴ˳ǁƷࢨ᪪ŴชьԼƱƍǘǕǔǋƷƕưƯƖƯƍǔƜƱ
ƷॖԛƳƲƴƭƍƯǋᎋƑǇƢŵ

ᛦԛ૰ƷᏋ

Ɠ૰ྸŴƏƢԛƴॹǕǔƱŴဃ፼ॹ၏Ʒʖ᧸ƴǋƭƳƕǓǇƢŵ
ถطȆǯȋȃǯŴถኄЎȆǯȋȃǯƳƲŴƓˡƑƠǇƢŵ

ƀ᧓ᢌƍƩǒƚƷƷࠝᜤƁ

ଐ᪭˴ƱƳƘᘍƬƯƍǔ፼ॹƴ࣬ǘƵᓳƱƠᆭƷӧᏡࣱƕᲛᲹƨƘƞǜๆǕǔऴ
إƷɶƔǒŴஜ࢘ƴᐯЎƴƱƬƯࢫƴᇌƭǋƷƸ˴ƳƷƔᲹųଐ᪭ƷွբǛᚐෞƠƳ
ƕǒಏƠƘᚐǓǍƢƘܖƿŴሥྸٟȷኄބ၏ၲਦݰٟƴǑǔƷᜒࡈưƢŵ

ᮄƷፃᛄųဇᘐ

᩷ᏑƷᮄƸŴᑣឋƷǿȳȑǯឋȷ'2#ȷ&*#Ǜᝅ݈ƴԃǈŴͤࡍƷƨǊƴᆢಊႎƴ
ƱǓƨƍԼưƢŵƠƔƠƳƕǒŴဃᐰƍŴɦϼྸƕ᩿͂ƳƲƷྸဌưᢒƠƯƍǔ
૾ǋƍǔƷưƸȷȷȷŵƞƹŴƍǘƠƳƲƷᮄƷፃᛄǛဇƢǔ૾ඥǛƓˡƑƠǇ
Ƣŵ፦ԛƠƘƯቇҥƴưƖǔȬǷȔǋኰʼƠǇƢŵ

ȐȩȳǹྂᇌƷᇌƯ૾
᳸ᲭƭƷƓႤƔǒᎋƑǔ᳸

ʙƸžȐȩȳǹƕٻЏưƢǑŵſƱǑƘᚕǘǕǇƢǑƶŵưǋŴƲƏƠƨǒžȐȩ
ȳǹſƕƱǕǔƷưƠǐƏƔᲹ˴ǛƲǕƩƚǂƨǒƷȐȩȳǹƕƱǕǔƷƔǛ
ƭƷƓႤƔǒᎋƑǔቇҥƳ૾ඥǛƓᛅƠǇƢŵ

ᘉኄ͌ƕൢƴƳǔƋƳƨǁ
ƀưોծᲛኄބ၏ǻȟȊȸƁ

ᘉኄ͌Ǎኄބ၏ƕൢƴƳǔ૾ŴʙǛ˴ƱƔોծƠƳƘƯƸƱ࣬ƬƯƸƍǔǋƷƷŴ
ƳƔƳƔЈஹƳƍŴ˴ƔǒƠƨǒᑣƍƷƔЎƔǒƳƍȷȷȷŵƦǜƳƋƳƨƴŴјௐ
ႎƳဃોծƷǢǤȇǢǛƓˡƑƠǇƢŵ

ᭌቫƠǐƏၐʖ᧸
᳸ᅶᢋƕưƖǔᲰƭƷƜƱ᳸

ᭌቫƠǐƏၐƕƲƷǑƏƳ၏ൢưŴ᧸ƙƨǊƴƸƲƷǑƏƴƠƨǒǑƍƷƔŴƍƭǇ
ưǋͤࡍưΨൢưƍǔƨǊƴŴʙǍဃƴൢǛƭƚƨƍȝǤȳȈǛƓᛅƠǇƢŵ᭗
ᱫᎍƹƔǓưƳƘᲫᲪˊƔǒƷʖ᧸ƕٻЏưƢŵ

⏕ά⩦័ண㜵

ǳȬǹȆȭȸȫŴɶࣱᏢᏆŴ˳ᏢᏆƕൢƴƳǔ૾ŴʙǛ˴ƱƔોծƠƳƘƯƸƱ
ǳȬǹȆȭȸȫŴɶࣱᏢᏆŴ˳ᏢᏆ
࣬ƬƯƸƍǔǋƷƷŴƳƔƳƔЈஹƳƍŴ˴ƔǒƠƨǒᑣƍƷƔЎƔǒƳƍȷȷȷŵ
ƕൢƴƳǔƋƳƨǁ
ʻଐƔǒܱោưƖǔဃોծƷǢǤȇǢǛƓˡƑƠŴોծᚘဒǛӲᐯưᇌƯǇƢŵ
ᘉןƷൢƴƳǔ૾ǁ
ᲢถطƠǇƠǐƏᲣ

ᘉןƕൢƴƳǔŴถطƷ࣏ᙲࣱƸǘƔƬƯƍǔ૾ŴܱᨥƴƲƷƘǒƍطЎǛઅƬƯƍ
ǔƔǛ౨ᚰƠŴԼɶƷطЎǛჷǓŴถطƷپǛܖƼǇƢŵ

ų̬ųųͤų
ƓƢƢǊݣᝋᎍ

ǿǤȈȫ

ϋųܾȷƶųǒųƍ

ဃ፼ॹ၏ƸဃǇǕǔЭƔǒƦƷᑻƕ˺ǒǕǇƢŵٻʴƷဃ፼ॹȷؾǛૢƑǔƜƱƕŴ܇Ʋǋ
ဃ፼ॹ၏Ƹ܇ƲǋƱƓƱƳƷ᧓ǛࣅƢǔ ƨƪƷͤǍƔƳᏋǛƸƔǔƜƱƴጟƕǓǇƢŵǈƳƞǜƷဃ፼ॹȷؾǛૢƑǔƨǊƷȒȳȈ
ǛƓˡƑƠǇƢŵ
μɭˊᲢཎƴ܇ᏋƯ
ɭˊƴƓƢƢǊᲣ

܇ƲǋƷᧈȷႆᢋƴƸٻʴƷଐࠝႎƳ᧙ǘǓǍဃ፼ॹƕƱƯǋٻЏưƢŵ܇ƲǋƨƪƱͤࡍႎ
ƳဃǛᡛǔƨǊƷȝǤȳȈƴƭƍƯŴஇૼƷჷᙸǛӕǓλǕƳƕǒǘƔǓǍƢƘƓᛅƠǇƢŵ

இИƷଐưൿǇǔʴƷɟဃ

ͤࡍᚮૺǛӖƚƯǋƦƷኽௐƕ˴ǛॖԛƠƯƍǔƷƔǘǒƳƍƜƱƸƋǓǇƤǜƔᲹ
ͤᚮኽௐƷᙸ૾ƱƦƷݣሊƴƭƍƯǘƔǓǍƢƘᚐᛟƠǇƢŵ

ͤᚮኽௐƷᙸ૾ƱƦƷݣሊ

ǇǍƔƠƷऴإǛᙸ৷ƍƯဃ፼ॹ၏ʖ᧸

ɭƷɶƴƸॖƠƳƍŴǇƨƸॖƠƨǇǍƔƠƷऴإƕƋƾǕƯƍƯŴဃ፼ॹ၏ƴƭƍƯǋ̊
ٳưƸƋǓǇƤǜŵƜƷᜒࡈưƸŴऴإƷឋǛദƠƘᙸಊǊǔƨǊƷ૾ඥǛƓˡƑƠǇƢŵ
ኄބ၏ƸᐯᙾၐཞƕƳƍǇǇᡶᘍƠǇƢŵൢƮƔƳƍƏƪƴʖͳƴƳƬƯƍǇƤǜƔᲹ
ኄބ၏Ʒ၏७Ǎ᭗ᘉኄƷȪǹǯŴƦƷʖ᧸ƱݣሊƴƭƍƯǘƔǓǍƢƘᛟଢƠǇƢŵ

ኄބ၏ʖͳƕفƑƯƍǇƢᲛ

ǳȬǹȆȭȸȫƬƯƳ᳸ƴᲹ

ǳȬǹȆȭȸȫƬƯ៲˳ƴᑣƍǋƷᲹफƍǋƷᲹǳȬǹȆȭȸȫƷܱ७ƱŴѣᏦᄒ҄ʖ᧸ƷƨǊƷ
ͤࡍႎƳဃƴƭƍƯǘƔǓǍƢƘኰʼƠǇƢŵ

ᭌቫƠǐƏၐǛʖ᧸ƠǑƏᲛ

ᭌቫƠǐƏၐƸᒉƍƔǒƷဃƷᆢǈƶưൿǇǓǇƢŵʙǍȀǤǨȃȈƕᭌ݅ࡇƴɨƑǔࢨ᪪Ŵᢃ
ѣƱᭌ݅ࡇƷ᧙̞ƳƲҾ׆Ʊʖ᧸ඥƴƭƍƯφ˳ႎƴᛟଢƠǇƢŵ

ѣᏦᄒ҄ʖ᧸ǁƷ࣎ƕƚ

ൢƮƔƳƍƏƪƴᡶᘍƠƯƍǔѣᏦᄒ҄ŵƜǜƳƸƣơǌȷȷȷƱ࣬ƏЭƴဃǛᙸႺƠƯǈǇƤ
ǜƔᲹƦƷǓᇌƪǍŴଐࠝဃưưƖǔʖ᧸ඥǛኰʼƠǇƢŵ

μɭˊ

ʴƷࣱƸƳƔƳƔ٭ƑǒǕǇƤǜƕŴᎋƑ૾ǍᘍѣƸ٭ƑǔƜƱƕưƖǇƢŵǹȈȬǹǛƨǊƳ
ǹȈȬǹǛƨǊƳƍʴƷᘍѣȑǿȸȳƱƸᲹ
ƍʴƴσᡫƢǔᘍѣȑǿȸȳȷᎋƑ૾ȷཋʙƷਵƑ૾ǛჷǓŴଢଐƔǒƪǐƬƱಏƳဃƖ૾Ǜǈƭ
ǹȈȬǹƱɥƴ˄ƖӳƓƏ
ƚƯǈǇƠǐƏŵ

ಒƶˊ
᳸ǷȫȐȸɭˊ

ᇰƬƯͤࡍŴಏƠƘဃ

ᇰƏᧉƴƸᅦஹǔƱƍƏƜƱǘƟƕƋǓǇƢŵᇰƏƜƱƸŴᐯࢷᅕኺƷዬࢌǛӕǓᨊƖ˳ǛȪȩȃ
ǯǹƞƤŴβ၃щǛ᭗ǊǔјௐƕƋǓǇƢŵᇰƏƜƱƴǑƬƯƓƜǔ˳Ʒ҄٭ǛჷǓŴଐƷဃ
Ʒɶưβ၃щǛ᭗Ǌǔ૾ඥǛƓˡƑƠǇƢŵ

ȭǳȢȆǣȖǷȳȉȭȸȠǛʖ᧸ƠǇƠǐƏ

ȭǳȢȆǣȖǷȳȉȭȸȠƷҾ׆ǍၐཞǛǘƔǓǍƢƘᚐᛟƠŴƩǕǋƕݏƨƖǓཞ७ƴƳǒƳƍ
ƨǊƴଐࠝဃƷɶưܱោưƖǔȭǳȢƷʖ᧸ඥǛኰʼƠǇƢŵ

ųഫųųᅹų
ƓƢƢǊݣᝋᎍ

ǿǤȈȫ

ϋųܾųȷųƶųǒųƍ

μɭˊ

ഫȃȔȸ˳દưΨൢщǛƭƚǑƏ

žƔǉŴǈƜǉŴᛅƢŴᇰ᫊ſǛƭƘǔƜƱƕǹȠȸǺƴưƖǔǑƏƴƳǔƨǊƴŴᘙऴሂǍᐾ
ǛȈȬȸȋȳǰƠƯƍƘƓӝƷ˳દƱӝᏸǱǢƷ૾ඥǛኰʼƠǇƢŵ

܇ᏋƯɭˊ

܇ᏋƯƷͤӝǢȉȐǤǹ

ӝᏸƸͤࡍƷเŵ܇ƲǋƷӝᏸؾǛૢƑǔƜƱƸŴݩஹƷဃ፼ॹ၏ʖ᧸ƴƭƳƕǓǇƢŵ܇Ʋ
ǋƷӲႆᢋെ᨞ƴƓƚǔŴܼࡊưƷӝᏸͤࡍǛǢȉȐǤǹƢǔƱӷƴŴٻʴƷဃ፼ॹǛᎋƑႺ
ƢȒȳȈǋ੩̓ƠǇƢŵ

ಒƶˊ᳸
ǷȫȐȸɭˊ

ƓƍƠƘಏƠƘ፦ƠƘӝᏸǱǢư
ͤࡍщǢȃȗᲛ

ဃ෨ΨൢƴᒉŷƠƘᢅƝƢƨǊƷǭȸȯȸȉƸžƓӝƷͤࡍſŵΨൢƳ࠰ˊƔǒŴӝƱμ៲Ʒͤࡍ
ƱƷ᧙ǘǓǛྸᚐƠŴӝᏸǱǢƱӝᏸೞᏡᲢӝƱƷƲщᲣǛ᭗ǊǇƠǐƏŵƓӝƷ˳દŴᚕᓶƷ˳
દŴǹȈȬȃȁƳƲǛಏƠƘܖƼǇƢŵ

ǷȫȐȸɭˊ

ƠƬƔǓ֣ǜưƠƬƔǓǂǔӝƮƘǓưͤࡍᧈݤǛ˦ƹƠǇƠǐƏŵӝᏸǱǢǍӝᏸೞᏡǛ᭗Ǌ
ƠƬƔǓ֣ǜưƠƬƔǓǂƯͤࡍᧈݤᲛ ƯŴǪȸȩȫȷȕȬǤȫᲢӝᏸೞᏡ˯ɦၐᲣǛʖ᧸ƠƯŴᛚִࣱᏍ໒ȷ˯ȷᆷऒƳƲǛ᧸ƗǇ
ƠǐƏŵನ᪦ጀǍ՜෩ᐄȞȃǵȸǸŴƓӝƷ˳દǍǹȈȬȃȁƳƲǛಏƠƘܖƼǇƢŵ
ӝᏸೞᏡƷ˯ɦƸ࣎៲μ˳Ʒͤࡍƴࢨ᪪ǛӏǅƠǇƢŵ֣ǉщȷǈᡂǉщǛƭƚƯƓӝǛฌƴ
̬ƪŴഫƭǒƭဃƷ૾ඥǛܖƼǇƢŵ

ഫƭǒƭͤӝܴ

ųᕤų
ƓƢƢǊݣᝋᎍ

ǿǤȈȫ

μɭˊ

ဃ፼ॹ၏ƱᕤƱǵȗȪȡȳȈ

ϋųܾųȷųƶųǒųƍ
ဃ፼ॹ၏ʖ᧸ƷƨǊƷǵȗȪȡȳȈƷјྙƷᑣƍઅӕ૾ඥǛჷǓǵȗȪȡȳȈƱᕤƷႻʝ᧙̞
ǛྸᚐƠᐯЎƷͤࡍሥྸƴࢫᇌƯǔƜƱƕЈஹǔǑƏƴƳǔƨǊƷᜒࡈưƢŵ

ͧҸ嶘ͨ࠶嚕ҡډ瀀濪瀥з㴂⳺

ҡډ瀀濪瀥ݙݵ灔炌灘炕
䛂⮬ศ䛾ᗣ䛿⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛃䜢
ྜゝⴥ䛻䚸ᗈ䛟䇾ᗣ䛵䛟䜚䇿䛻㛵䛩
䜛ሗ䜢䛚ᒆ䛡䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㠀䚸䛤ぴୗ䛥䛔䟿

ۅڽ

țȸȠȚȸǸųųJVVRYYYOWUCUJKPQJGCNVJQTLR
ȕǧǤǹȖȃǯųJVVRUYYYHCEGDQQMEQOMGPMQWFCPMWP

健康づくり出前講座申請書
申請日

年

月

日

受付番号
※太枠内をご記入ください

ふりがな

申請者氏名
住 所

武蔵野市

℡（連絡先）
FAX 番号
メールアドレス
団体名
今年度申請回数
一般募集の有無(*)

1 回目
あり・なし

2 回目

募集方法

健康づくり推進員による募集ＰＲの協力

月

3 回目

日号 市報 ・ その他（

必要 ・ 不要

実施の回答期限

月

）
日（必要な場合のみ記入）

(*)可能な範囲で一般募集をお願いします。
一般募集の例：市報等の広報誌に掲載、ＨＰなどの媒体に掲載、ポスター掲示、チラシ配布、口コミによる参加勧奨

第１希望日

月

日（

）

：

～

：

第２希望日

月

日（

）

：

～

：

希望日時

場 所

施設名

/ 部屋名

人 数

人

年齢構成

～ 20 代

組 （男女比

※親子体操の場合

30 代

40 代

50 代

60 代

：
70 代

）

80 代以上

第１希望 タイトル
希望の講座
第２希望 タイトル
※場所や人数等に変更があった場合は至急ご連絡ください。
備 考

人材バンク
申請者 準備
会場

和室

設備

スクリーン

講座室 その他(

実施内容・・・
（運動・栄養・保健・歯科・薬）

受付者：

ＣＤデッキ

アンプ

マイク

タオル

バスタオル

配布資料

)

プロジェクター

ホワイトボード

実施地区・・・
（ 東 ・中央 ・ 西）

支援センター 準備

イス

パソコン

顎模型（ 大 ・ 小 ）

延長コード

歯ブラシ

室内用靴

ポインター

その他

その他
あり ・ なし

その他

担当推進員：
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