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健康イキイキ健康イキイキ！！

■お口の健康支援室
　歯ブラシが上手にできない、食事
を上手に食べられないなどのお子さ
んのお口の健康に関する相談に応じ
ます。
　内 歯科健診、歯科保健指導、ブラッ
シング指導、栄養、育児相談
　対 １歳～３歳
　申 往復はがき（記入例佼参照）
※後日、日程をお知らせします（日程
の都合がつかない場合はご連絡くだ
さい）。
◆健康課 　保 （札４３８－４０３７）

■健康診査・予防接種・子宮がん
　検診実施機関の変更
　１２月末で小野医院（田無町１－５
－５）が閉院しました。
　インフルエンザ予防接種、肺炎球
菌予防接種、特定健康診査、子宮が
ん検診、１歳６か月児健康診査は、
ほかの受託医療機関をご利用くださ
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

　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、詳細はお問合せください。
◆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。
□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）

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）

１月７日晶午前１０時～１１時３０分
／保谷保健福祉総合センター糖尿病講座

一
般

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・立位のとれる方
／２０人

１月１８日昇午前９時３０分～１１時３０分
／保谷保健福祉総合センターしゃきしゃき体操講座

申込不要、実施日の受付時間
内に直接会場へ。

胸部レントゲン間接撮影
（必要な方に喀痰検査）

平成２３年３月３１日時点で４０歳以上の
方（今年度に胸部健診を受けた方は
対象外）

１月１７日捷午前９時３０分～１１時、午後
１時３０分～３時
／保谷保健福祉総合センター

胸部健診 １月１８日昇午前９時３０分～１１時、午後
１時３０分～３時
／田無総合福祉センター

１月７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）

１月１２日昌午前９時～正午
／田無総合福祉センター

栄養相談
１月１４日晶までに電話予約１月１７日捷午後１時～４時

／保谷保健福祉総合センター
往復はがき（記入例交参照）
申込期間：１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

市内在住の６～８か月のお子さんの
保護者（第１子のみ）／２５組

２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

◆からだと心の健康相談専用電話　札４３８－４０８７

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の保健
師による健康相談

市民／２人（申込順）１月１８日昇午後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一

般

～西東京市献血推進協議会～
　新たに成人を迎える「はたち」の若者を中心に、広く市民の皆さんにか
けがえのない生命を守る血液の必要性を知ってもらうため、「はたちの献
血」キャンペーンを実施します。
　市内で下記のとおり献血を行いますので、
市民の皆さん、特に若い方々のご協力をお願
いします。
　時 １月２日掌午前９時３０分～１１時３０分、
午後１時～３時３０分
　場 伏見管理サービス駐車場
（東伏見稲荷神社西側）
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

はがき記入例
「離乳食講習会申込」

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生年月日
⑥日中連絡のつく電話番号

【あて先】
〒２０２－８５５５市役所
健康課「離乳食講習会」
または「お口の健康支
援室」担当へ
※返信用には、住所・
氏名を記入。

　　交往復はがき

「お口の健康支援室申込」

①住所
②保護者氏名
③子どもの氏名（ふりがな）
④子どもの生年月日
⑤日中連絡のつく電話番号
⑥申込理由

　　佼往復はがき

　 初  
はつ

 春 
はる

「はたちの献血」キャンペーン

～血液を確保するために～

 電話相談札
　札４３８－１１００

１月１１日整形外科・１８日内科・２５日皮膚科
いずれも火曜日　午後１時３０分～２時３０分
※専門の医師が相談に応じます。

医療相談
（西東京市医師会）

　札４６６－２０３３１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～正午、午後１時～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

 休日診療 ※健康保険証、診察代を
お持ちください。

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

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。

酒枝医院
北原町２－１－３８　
札４６１－４９４４

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札４６１－１５３５

１日

増田医院
東町５－１－１１
札４２２－６０３６

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
札４２４－６６４０

２日

がんぼクリニック
芝久保町３－３０－１６
札４６５－８７７４

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
札４６４－１５１１

３日

ごとう内科
東伏見２－１－６
札４５０－５１００

田無病院
緑町３－６－１
札４６１－２６８２

９日

藤沼内科クリニック
富士町４－１８－１１フジビル１階
札４６６－５１０５

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札４６１－１５３５

１０日

歯　科　【受付時間】午前１０時～午後４時

保谷歯科医院
住吉町６－４－２
札４２３－４１８２

城歯科クリニック
向台町１－２０－９
札４６４－４００８

たきもと歯科医院
東町２－１３－１８
札４３８－３０５５

１日

松本歯科医院
保谷町３－３－２３
札４６７－９３３９

松尾歯科医院
柳沢３－２－５
札４６１－８７１１

沼澤歯科医院
田無町４－２７－９
ＴＫ田無ビル２階
札４６５－８８４１

２日

畑中歯科医院
東町５－９－３　
シャトー本多Ａ号
札４２３－８２４９

ニイヤマ歯科
田無町６－６－３１
札４６５－８６６６

川島歯科クリニック
ひばりが丘北４－４－１６
ラークヒルズ壱番館１０４
札４２１－５４９０

３日

田中歯科医院
保谷町３－１０－１２　
サンユーハイツ２階
札４６３－５６５１

佐野歯科医院
富士町４－１９－１１　
川本ビル２階
札４６８－７６４８

９日

松田デンタルクリニック
田無町４－４－１５　
宮田ビル２階
札４６５－６４８０

鎌田歯科
ひばりが丘北３－７－８
札４２３－２５２６

１０日


