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 電話相談札

 休日診療 ※健康保険証、診察代を
お持ちください。
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健康イキイキ健康イキイキ！！

■小児用肺炎球菌ワクチン・ 
　ヒブワクチン予防接種の 
　公費助成
　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
興小児用肺炎球菌ワクチン
□自己負担額　接種１回につき１，１２０円
□対象年齢・回数
①２か月齢～７か月齢未満　４回
②７か月齢～１２か月齢未満　３回
③１歳以上２歳未満　２回
④２歳以上　１回（助成は５歳未満まで）
興ヒブワクチン
□自己負担額　接種１回につき８８０円
□対象年齢・回数
①２か月齢～７月齢未満　４回
②７か月齢～１２か月未満　３回
③１歳以上５歳未満　１回
興助成方法　
　接種前に、各医療機関に予約し、市
内の指定医療機関にある予診票にご記
入のうえ、医療機関に提出。
※生活保護法による保護を受けている
世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の
推進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律による支援給付を受けている
世帯は、自己負担はありません。　
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０２１）

■妊婦健康診査の審査項目に　
　ＨＴＬＶ－１検査が追加
　４月１日から助成対象検査項目に 

ＨＴＬＶ－１（ヒト白血病ウィルスＩ型）
抗体検査が追加されました。
　妊婦健康診査受診票で、助成をしま
す。すでに交付された受診票には医療
機関が検査項目を書き加えて使用でき
ます。
□助成相当額　１回目 ８，４６０円
　　　　　　　２回目以降 ５，１６０円
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０２１）

■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　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０４２－４３８－４０３７）

■母子健康手帳の交付
　医療機関で妊娠が確認されたら速や
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（住吉会館ルピナス）、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 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

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０４２－４３８－４０３７

往復はがき（記入例交参照）またはEメール
死seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限：５月１４日松（消印有効）

韓国家庭料理（話と調理実習）　　
　講 金理順氏（韓国料理研究家・管
理栄養士）　

市民／２４人（抽選）６月８日昌午前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」

一
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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）

５月１３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

５月９日捷までに電話予約
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１１日昌午前９時～正午
／田無総合福祉センター

栄養相談
５月１３日晶までに電話予約５月１６日捷午後１時～４時

／保谷保健福祉総合センター

前日までに電話予約ストレッチ・しゃきしゃき体操パ
ート２実技／　持 飲み物・タオル

市民・立位がとれる方
／２０人

５月２７日晶午前９時３０分～１１時３０分
／保谷保健福祉総合センター

西東京しゃきしゃき　
体操パート２講座

往復はがき（記入例佼参照）
申込期間：５月７日松～２１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

６月７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
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◆からだと心の健康相談専用電話　札０４２－４３８－４０８７

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）５月１３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一

般

札０４２－４３８－１１００

火曜日　午後１時３０分～２時３０分
５月１０日精神科・心療内科、１７日循環器内科、２４日消
化器外科、３１日脳神経外科・糖尿病内科・神経内科
※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０４２－４６６－２０３３５月６日・１３日・２０日・２７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０４２－４３８－４０８７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

東京消防庁
札０４２－５２１－２３２３
または＃７１１９

毎日２４時間
※救急車を呼ぶか迷ったらご相談ください。救急相談センター

医　科（受診の際は、小児科など診療科目を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０４２－４２４－３３３１

※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。

整形外科高橋クリニック
南町５－３－１２　　　　
札０４２－４６１－８８２２

田無病院
緑町３－６－１
札０４２－４６１－２６８２

１日

川村クリニック
柳沢６－１－１ＨＢビル２階
札０４２－４５０－７８７８

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札０４２－４６１－１５３５

３日

増田医院
東町５－１－１１
札０４２－４２２－６０３６

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
札０４２－４２４－６６４０

４日

中山皮膚科医院
泉町４－４－２１　　　　　
札０４２－４２２－１２２３

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
札０４２－４６４－１５１１

５日

酒枝医院
北原町２－１－３８
札０４２－４６１－４９４４

田無病院
緑町３－６－１
札０４２－４６１－２６８２

８日

歯　科　【受付時間】午前１０時～午後４時

田無町歯科クリニック
田無町４－２３－４ 億億億億億億億億 
札０４２－４６８－２２２１

清水歯科
富士町６－４－４ 億億億億億億億億億 
札０４２－４６１－８７１３

１日

篠岡歯科医院
柳沢１－１－５ 億億億億億億億億億 
札０４２－４６１－５３２３

浅野歯科医院
ひばりが丘１－３－３
札０４２－４２１－１８６８

３日

松尾歯科医院
柳沢３－２－５ 億億億億億億億億億 
札０４２－４６１－８７１１

樋口歯科医院
保谷町３－１１－２４ 億億億億億億億億億 
札０４２－４６１－０５５１

４日

三國歯科医院
柳沢６－４－３－１０７ 億億億億億億 
札０４２－４６１－０８９９

しまだ歯科医院
ひばりが丘北３－６－２６ 億億億億億億 
札０４２－４２２－４６１８

５日

油井歯科医院
南町４－９－１ 億億億億億億億億億 
札０４２－４６３－６７４３

稲富歯科医院
ひばりが丘北３－３－３５ 億億億億億億 
札０４２－４２３－２０８４

８日
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　時 ６月１１日松午後１時～４時
　場 保谷こもれびホール
　内 今、２０歳～３０歳代の方に増えてい
る子宮頸がん、今話題の子宮頸がん
予防ワクチンのことなど、子宮頸が
んで命を失わないためにできること
について
　対 ・　定 市民・１５０人
　講 熊谷万紀子医師（丸の内クリニッ

ク・日本産婦人科認定医）
　申 ６月８日昌（消印有効）までに、は
がき（記入例侯参照）またはＥメール
（死seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp）
□保育あり（未就学児のみ）
　保育希望の方は、往復はがきで申
し込み（申込多数の場合は抽選し、
後日連絡します）。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

はがき記入例
【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。

「子宮頸がん予防講演会」

①住所

②氏名

③日中連絡がつく電話番号

④参加者人数

【保育希望の方】

※往復はがきで下記も記入

⑤子どもの氏名（ふりがな）

⑥子どもの生年月日

侯「はがき」または「往復はがき」

「野菜たっぷり食育講座」

①住所
②氏名（ふりがな）
③生年月日
④日中連絡がつく電話番号

交　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

佼　往復はがき

～子宮頸がん予防ワクチンをご存知ですか？～～子宮頸がん予防ワクチンをご存知ですか？～
「子宮頸がん予防講演会」「子宮頸がん予防講演会」「子宮頸がん予防講演会」「子宮頸がん予防講演会」市民公開講座市民公開講座


