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健康イキイキ健康イキイキ！！

申し込み方法な
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）

前日までに電話予約
糖尿病の基礎知識、食事のとり方に関す
る話／　講 保健師、管理栄養士

糖尿病もしくは境界域で食事療法
をこれから始める方および家族
／１０人（申込順）

１２月３日晶午前１０時～１１時３０分
／田無総合福祉センター糖尿病講座

一
般

１２月１０日晶までに電話予約
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）

１２月１３日捷午後１時～４時
／保谷保健福祉総合センター

栄養相談
１２月１３日捷までに電話予約１２月１５日昌午前９時～正午

／田無総合福祉センター
往復はがき（はがき記入例交参照）
またはＥメール。
申込期限：１２月１５日昌（消印有効）
死 seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp

野菜の切り方、だしのとり方、栄養バラ
ンスのとり方など、健康でおいしい料理
を作るための基本を実習します。

料理未経験者の男性で３日間参加
できる方
／２０人（抽選）

１月２５日昇、２月１日昇・８日昇
午前１０時～午後１時
／田無総合福祉センター

男性の基本料理教室

往復はがき（はがき記入例佼参照）
またはＥメール。
申込期限：１月７日晶（消印有効）
死 seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp

骨密度を高めるためのコツ、栄養・運動・
歯科の話や実技

３９歳以下の女性
／２５人（申込多数の場合は抽選）
※保育付・未就学児のみ

１月１９日昌午前９時３０分～正午
／田無総合福祉センター

女性の元気！応援講座
「美しくなるための骨
（コツ）」

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・立位がとれる方
／２０人

１２月２１日昇午前９時３０分～１１時３０分
／田無総合福祉センターしゃきしゃき体操講座

往復はがき（はがき記入例侯参照）
申込期間：１２月１９日掌～１月４日昇
（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

市内にお住まいの６～８か月のお
子さんの保護者（第１子のみ）
／２５組

１月１９日昌午後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
◆からだと心の健康相談専用電話　（札４３８－４０８７）

１２月３日晶までに電話予約
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の保健
師による健康相談

市民
／２人（申込順）

１２月６日捷午後１時３０分～３時３０分
／田無総合福祉センターからだと心の健康相談一

般

◆健康課事業調整係　（札４３８－４０２１）

転入などで予診票をお持ちでない
方は事前にご連絡ください。

　持 母子健康手帳、予診票、荷物をまとめ
るための袋
※授乳は自宅で済ませてからお越しくだ
さい。
※予診票は生後３か月ごろに郵送してい
る「予防接種のお知らせ・予診票綴り」
に入っています。

生後３か月～９０か月未満でまだポ
リオ接種を２回済ませていないお
子さん

１２月７日昇・８日昌
受付：午後１時１０分～１時５０分
／保谷保健福祉総合センター

ポリオ予防接種
子
ど
も １２月９日昭・１０日晶

受付：午後１時１０分～１時５０分
／田無総合福祉センター

◆教育支援課教育相談係（札４２５－４９７２）

１２月９日昭までに電話で教育支援
課へ

　子どもの発音に誤りがあるなど「こと
ば」に心配を持つ方（１人１５分程度）。
指導：長濱ヒサ先生（言語訓練士）

５歳～１２歳くらい
／１２人（申込順）

１２月１３日捷午後１時３０分
／教育相談センター（保谷庁舎４階）言語訓練・相談

子
ど
も

　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
　申 随時
※詳細はお問い合わせください。
◆健康課 　保 （札４３８－４０３７）

■１歳６か月児医科・歯科健康診査
　対 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。
□医科　問診、身体計測、小児科・
内科健診、個別相談
□歯科　歯科健診、歯みがき相談
※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 　保 （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 母と子の保健ファイル（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 　保 （札４３８－４０３７）

 

■もうお済みですか？　　　
　「女性特有のがん検診」
　対象の方へお送りしたがん検診の
無料クーポン券の検診期間が残り少
なくなってきました。まだ検診を受
けていない方は、忘れずに受診して
ください。
　対 子宮頸がん検診…昨年度に２０歳、
２５歳、３０歳、３５歳、４０歳になった方
乳がん検診…昨年度に４０歳、４５歳、
５０歳、５５歳、６０歳になった方
□検診期間
子宮頸がん検診…２月２８日捷まで
乳がん検診…３月３１日昭まで
※なお、クーポン券が届いていない
方は下記へご連絡ください。
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

■健康づくり・リハビリ教室
　対 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る４０～６４歳
の方で、改善に向け意欲のある方
※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
　内 心身機能の維持向上に必要な訓
練、腰痛や膝の痛みを緩和・予防す
るための訓練な

ど

■日本脳炎定期予防接種２期
の接種が可能となりました
　第２期（９歳以上１３歳未満対象）
の日本脳炎の予防接種は、これまで
厚生労働省において、新ワクチンの
接種を中止していましたが、安全
性・有効性が認められ、８月２７日施
行で第２期に日本脳炎新ワクチンを
接種できる改正がありました。
＜平成１７年５月３０日からの勧奨中止
に伴い接種できなかった方に経過措
置を設けます＞
①第１期（７歳半まで）に３回接種
が完了していない方
　９歳～１３歳未満に第１期として残
りの回数を６日以上の間隔をおいて
接種できます。
②第１期（７歳半まで）に全く受け
ていない方
　９歳～１３歳未満に第１期として３
回接種できます。接種間隔は１回目
と２回目の間は６日以上、３回目は
１回目よりおおむね１年あけ接種。
□予診票の交付
　健康課（保谷保健福祉総合センタ
ー４階）へ母子手帳を持参のうえ、
交付、または日本脳炎実施指定医療
機関に置いてあります。予約の際、
医療機関にお尋ねください。

□注意　第１期と第２期の間の７歳
半～９歳未満は公費負担がありませ
ん。ご注意ください。
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

■大気汚染医療費助成
　東京都では一定要件を満たす下記
の方に医療費助成を実施していま
す。
①全年齢の方…気管支ぜん息
②１８歳未満の方…ぜん息性気管支
炎、慢性気管支炎、肺気しゅ
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

■献血のご協力をお願いします！
～西東京市献血推進協議会～
　時 １２月３日晶午前１０時～１１時３０分・
　午後１時～４時
　場 保谷庁舎正面玄関前
　対 １６歳～６４歳（６０歳～６４歳までに献
血の協力実績がある方は６９歳まで献
血ができます）。
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

はがき記入例
『女性の元気応援講座・美し
くなるための骨（コツ）！』

①住所
②氏名
③生年月日（年齢）
④日中連絡がつく電話番号
（保育希望の場合）
⑤子どもの氏名（ふりがな）
⑥子どもの生年月日（年齢）

　『男性の基本料理教室』

①住所
②氏名
③生年月日（年齢）
④日中連絡がつく電話番号

【あて先】
〒２０２－８５５５市役所
健康課「○○」担当

※返信用には、住所・
氏名を記入。

交往復はがき 佼往復はがき

　　　『離乳食講習会』
　
①希望日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥日中連絡がつく電話番号

侯往復はがき

 大  雪 
たい せつ

１２月７日ごろ。


