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■肺炎球菌予防接種  　　　　
～今年度は、対象者を拡充～
　対 ６５歳以上で、過去に同種の予防接種
を受けていない方、または接種後５年
以上を経過した方
※過去５年以内に肺炎球菌ワクチンの
接種されたことのある方は、本事業の
対象にはなりません。
□接種期間　９月１日昌～平成２３年１
月３１日捷
　￥ 接種費用８，０００円のうち自己負担
５，０００円（消費税込み）　
※生活保護受給世帯の方は、自己負担
金は無し（事前に生活福祉課より生活
保護受給証明書を受け、申込時に同封）
　申 ８月２日捷～２０日晶
◆健康課（札４３８－４０２１）

■Ｈｉｂワクチン予防接種の公
費助成を開始
　対 市内に住民登録のある、または外国
人登録をしているお子さん
□接種回数　①生後２か月～７か月未
満…４回　②生後７か月～１２か月未満
…３回　③１歳～５歳未満…１回
□公費助成額　接種１回につき４，０００
円を限度（生活保護受給世帯は生活保
護受給証明書、中国残留邦人等の支援
給付世帯は本人確認証の写しを提出に
より８,０００円を限度）
□助成方法　①市内の指定医療機関に
予約し、住所確認のできるもの（乳幼
児医療証な

ど）、母子健康手帳を提示し、
助成後の自己負担分を支払い。
②①以外で接種した場合、接種日から１
年以内に、領収書・母子健康手帳・印
鑑・本人または同一世帯保護者名義の金
融機関の通帳を持参し、健康課へ。
◆健康課（札４３８－４０２１）

■日本脳炎第２期接種の中止
　現在、厚生労働省の通知により、日
本脳炎第２期に該当する９歳～１３歳未
満のお子さんの接種は中止されていま
す。今後、制度改正などがありました
ら市報・市　HP でお知らせします。
◆健康課（札４３８－４０２１）

健康イキイキ健康イキイキ！！ はがき記入例
　『離乳食講習会申込』

①希望の講習会の日にち
②住所
③保護者氏名
④お子さんの氏名
（ふりがな）
⑤お子さんの生年月日
⑥日中連絡のつく電話番号

『野菜たっぷり食育講座申込』

①氏名（ふりがな）

②年齢

③住所

④電話番号

《往復はがき》で、
〒２０２－８５５５
市役所健康課「野菜た
っぷり食育講座」または
「離乳食講習会」担当へ
※返信用には、住所・
氏名を記入。

交『野菜たっぷり食育講座』 佼『離乳食講習会申込』

申込方法な
ど内容な

ど対象／定員日時／場所事業名

健康課保健係（札４３８－４０３７）

２日前までに電話予約
栄養・食生活について管理栄養士によ
る相談市民／各日５人（申込順）

５月１２日昌午前９時～正午
／田無総合福祉センター

栄養相談

一
般

３日前までに電話予約５月１７日捷午後１時～４時
／保谷保健福祉総合センター

はがき記入例交参照またはＥメール
死seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期間：５月１２日昌(消印有効)

韓国家庭料理（話と調理実習）
　講  金  理  順 さん（韓国料理研究家・管理栄養

キム リ スン

士）
市民／２４人（抽選）６月３日昭午前１０時～午後１時

／田無総合福祉センター
野菜たっぷり食育講座
「韓国料理をつくろう」

前日までに電話予約ストレッチ・しゃきしゃき体操実技市民で立位のとれる方／２０人（申
込順）

５月１８日昇午前９時３０分～正午
／田無総合福祉センターしゃきしゃき体操講座

前日までに電話予約
生活習慣病や日常生活に関すること、
からだや心の気になることについて保
健師による健康相談

市民／各日２人（申込順）５月１４日晶午後１時３０分～３時３０分
／保谷保健福祉総合センターからだと心の健康相談

はがき記入例佼参照
申込期間：５月１５日松～２９日松（消
印有効）

離乳食のすすめ方、デモンストレーシ
ョン、試食、歯科の話

６～８か月のお子さんの保護者
（第１子のみ）／２５組

６月１５日昇午後１時１５分～３時
／田無総合福祉センター離乳食講習会

子
ど
も

■健康づくり・リハビリ教室
　時 週２回【月・水曜日】（６か月間）
　場 保谷保健福祉総合センター
　内 心身機能の維持向上に必要な訓練、
腰痛やひざの痛みを緩和・予防するた
めの訓練な

ど

　対 ４０歳～６４歳の方で脳血管疾患や整形
外科疾患により心身の機能が低下して
いて、改善に向けて意欲のある方（医
療保険や介護保険などほかのサービス
の対象とならない方）
　申 随時、詳細はお問い合わせください。
※参加には主治医の意見書が必要です。
◆健康課（札４３８－４０３７）

■母子健康手帳の交付
　妊娠が医療機関で確認されたら速や
かにお越しください。
□交付・相談窓口　健康課（保谷保健
福祉総合センター４階）
□交付のみ　子育て支援課（田無庁舎
１階）、子ども家庭支援センターのど
か（住吉会館）、各出張所
※なるべく保健師が常駐している健康
課へお越しください。
◆健康課（札４３８－４０３７）

■妊婦健康診査受診票を使用し
てますか？
　母子健康手帳交付時に妊婦健康診査
受診票（１４回分）を交付しています。
　妊婦健康診査時に使用すると健診費
用の一部が助成されます。
　ただし、助産院、都外医療機関など
都内指定医療機関以外で受診した場合
は、この受診票は使用できません。出
産後に手続きが必要です。詳細は、妊
婦健康診査受診票交付時のお知らせ、
または市　HP をご覧ください。
～ご注意ください～
※受診票を指定医療機関に提出しない
と、還付の対象になりません。受診の
際に必ず医療機関に提出してくださ
い。　
※一部助成対象外となる検査項目があり
ます。詳細は医療機関にご確認ください。
◆健康課（札４３８－４０３７）

■赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）
　助産師、保健師が訪問し、赤ちゃん
の体重測定、発育・発達状況の確認、
授乳相談、お母さんの体調などの相談
に応じます。
　申 母と子の健康ファイル（母子健康手
帳交付時に配布）に同封の赤ちゃん訪
問はがき（出生通知票）を郵送。または
電話。
◆健康課（札４３８－４０３７）

■１歳６か月児医科・歯科健康診査
　対象者（１歳６か月～２歳の誕生日
の前々日まで）に個別通知します。小
児科・内科、歯科それぞれ指定医療機
関で受診してください。
※詳細は、個別通知をご覧ください。
※転入などの方は、ご連絡ください。
◆健康課（札４３８－４０３７）

５月６日ごろ。暦の上での夏入りです。
この時期は草や樹木の葉の緑が、日一日と濃く
なり、吹く風に夏の気配が感じられます。

お知らせお知らせ

 電話相談緯

 休日診療 ※健康保険証、診察代を
お持ちください。

　札４３８－１１００
５月１１日精神科・１８日内科・２５日外科
いずれも火曜日　午後１時３０分～２時３０分
※上記の日時以外は、休日診療案内です。

医療相談
（西東京市医師会）

　札４６６－２０３３５月７日・１４日・２１日・２８日
いずれも金曜日　午後０時３０分～１時３０分

歯科相談
（西東京市歯科医師会）

　札４３８－４０８７平日午前９時～午後４時
※保健師が相談に応じます。

からだと心の
電話健康相談

医　科（小児科などの診療科目については、お問い合わせのうえお出かけください。）
午前１０時～正午
午後１時～４時
午後５時～９時

午前９時～午後５時午前９時～午後１０時診療
時間

西東京市休日診療所
中町１－１－５
札４２４－３３３１

※上記診療所では、歯科
診療は行っていません。
※受付時間は、各診療終
了時間の３０分前までで
す。

小野内科循環器科クリニック
西原町５－１－８
西原クリニックビル２階
札４５０－５５３５

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札４６１－１５３５

２日

中山皮膚科医院
泉町４－４－２１
札４２２－１２２３

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
札４２４－６６４０

３日

酒枝医院
北原町２－１－３８
札４６１－４９４４

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
札４６４－１５１１

４日

たかはし医院
保谷町３－１１－２５
札４６１－１６２２

田無病院
緑町３－６－１
札４６１－２６８２

５日

石川クリニック
保谷町２－６－１
札４６４－１５５０

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札４６１－１５３５

９日

歯　科　【受付時間】午前１０時～午後４時
ファミリー歯科
谷戸町３－２７－５　桜will１階
札４３８－２１９０

二木歯科医院
田無町６－７－６
札４６１－８２９０

２日

宮嶋歯科医院
北原町２－１６－２１
札４６５－５４３８

平田歯科クリニック
新町２－４－３　２階　
札０４２２－２５－８２１１

３日

樋口歯科医院
保谷町３－１１－２４
札４６１－０５５１

いのうえ歯科クリニック
下保谷４－１４－１　２階
札４２３－７６６０

４日

田無町歯科クリニック
田無町４－２３－４
札４６８－２２２１

稲富歯科医院
ひばりが丘北３－３－３５
札４２３－２０８４

５日

松尾歯科医院
柳沢３－２－５
札４６１－８７１１

中村歯科医院
保谷町３－６－１７　　　　　　　　　
札４６１－２７４３

９日

 立  夏 
りっ か


