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健康イキイキ健康イキイキ！！

■現在申し込み受付中です
①大腸がん検診
　内 便潜血検査２日法
　対 ４０歳以上の市民
　申 平成２４年１月３１日昇まで
②前立腺がん検診
　内 ＰＳＡ検査（血液検査）
　対 ５０歳～７４歳までの偶数年齢の男性
　申 平成２４年１月３１日昇まで
③喉頭がん検診
　内 喉頭ファイバースコープ
　対 ４０歳以上の市民（特に喫煙される方、
症状のある方）
　申 １１月３０日昌まで
※対象年齢は平成２４年３月３１日時点。
※はがきで申込み後、後日受診券など
を送付します。
※詳細は、市報７月１５日号、市　HP 、健
康事業ガイドをご覧ください。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０２１）

■成人歯科健康診査締切間近です！
　お口の健康は体の健康に直結しま
す。成人歯科健康診査を受診し、ご自
身の健康にお役立てください。
□健診期間　１１月３０日昌まで
　内 視診・歯周疾患の検査・歯科相談
　対 １８歳以上の市民（平成２４年３月３１日
時点）
　申 はがき申し込み
◆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。
※紛失などお問い合わせは下記へ。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

■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
までの方（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）

■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。
□全年齢の方…気管支ぜん息
□１８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０４２－４３８－４０２１）

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０４２－４３８－４０３７

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）

１１月１１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

１１月７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）

１１月９日昌午前９時～正午
／田無総合福祉センター

栄養相談
１１月１１日晶までに電話予約１１月１４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・中履き

市民・立位がとれる方／２０人１１月２５日晶午前９時３０分～１１時３０分
／田無総合福祉センター

西東京しゃきしゃき
体操パート２講座

申込不要。当日直接会場へ
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

市内在住・在勤の男性の方１１月１８日晶午後１時～２時３０分
／田無総合福祉センター男の体操教室

はがき（記入例交参照）・Eメール
死seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限：１１月２５日晶（消印有効）

骨密度を高めるためのコツ（栄養・運
動・歯科の講話や実技）

市内在住・在勤の４０歳未満の女性
／未就学児保育あり（定員１５人）

１２月９日晶・１６日晶
午前９時３０分～正午
／保谷保健福祉総合センター

女性の元気応援講座
～美しく生きる骨（コ
ツ）～

往復はがき（記入例佼参照）
申込期間：１１月５日松～１９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

１２月６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）１１月１５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
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はがき記入例
『離乳食講習会』
　申し込み

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

『女性の元気応援講座』
　申し込み

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

【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「はがき」 佼「往復はがき」

興健康づくりコーナー
　市民まつりの会場「西東京いこい
の森公園」で体験コーナーと健康に
関する相談コーナーを開設します。
　ぜひお越しください。
□１１月１２日松午前１０時～午後４時
　内 鍼灸の紹介・健康相談、リハビリ
相談会・体操指導
□１１月１３日掌午前９時～午後３時３０
分

　内 禁煙相談・おくすり相談コーナー、
小動物ふれあい広場・動物相談
□１２日松・１３日掌両日実施
　内 乳がんの自己検診体験、西東京しゃ
きしゃき体操のご紹介、食育クイズ・肺
年齢、血管年齢測定。
□共催　鋤東京都鍼灸師会三多摩東
支部・東京都理学療法士会・西東京
市薬剤師会・西東京市獣医師会
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

 電話相談札

札０４２－４３８－１１００

火曜日　午後１時３０分～２時３０分
１１月１日耳鼻咽喉科、８日整形外科、 　　　
１５日眼科、２２日循環器内科、２９日小児科
※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０４２－４６６－２０３３１１月４日・１１日・１８日・２５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）

健康課保健係
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

 休日診療
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

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
札０４２－４２４－６６４０

３日

石川クリニック
保谷町２－６－１
札０４２－４６４－１５５０

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
札０４２－４６４－１５１１

６日

やぎさわ循環器クリニック
保谷町４－５－６
野口ビル１階
札０４２－４５１－５０７２

田無病院
緑町３－６－１
札０４２－４６１－２６８２

１３日

歯　科　【受付時間】午前１０時～午後４時

歯科吉岡
谷戸町３－２６－２
札０４２－４２１－８１４１

浅野第三歯科診療所
芝久保町２－１９－１２　
札０４２－４６８－８７１４

３日

いずみ歯科医院
芝久保町３－１９－５４
札０４２－４６３－７７８５

山本歯科医院
ひばりが丘１－３－２
札０４２－４２１－１１８２

６日

渡辺歯科医院
南町５－４－４　向南ビル１階
札０４２－４６９－１１８２

五十嵐歯科医院
富士町４－１６－８　野口ビル１階
札０４２－４６６－０８２２

１３日

～楽しく健康づくり～西東京市市民まつり


