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《救急相談センター》　毎日２４時間　※救急車を呼ぶか迷ったらご相談ください。
東京消防庁　　札０４２－５２１－２３２３または＃７１１９

健康イキイキ健康イキイキ！！ はがき記入例
「ファミリー学級」申し込み

　参加希望コース
①夫婦の氏名（ふりがな）・
生年月日

②住所
③日中連絡のつく電話番号
④出産予定日・病院
⑤病院などの母親学級受講
（予定）の有無
⑥パパの参加予定日

「女性の元気応援講座」
　申し込み

①住所
②氏名
③生年月日（年齢）
④日中連絡のつく電話番号

【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　　　はがき 佼　　往復はがき

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

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：１２月２日晶

骨密度測定、骨密度を高めるためのコツ・栄養・
運動・歯科の話や実技

市内在住・在勤の４０歳未満の女
性

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～

一
般

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２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

１２月９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１２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１２日捷までに電話予約１２月１４日昌午前９時～正午

／田無総合福祉センター

往復はがき（記入例佼参照）ま
たはEメール
死fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間：１２月１２日捷～２２日昭
（消印有効）

【１日目】妊娠中の生活と健康（助産師の話、体
操、歯の健康）、妊娠中の食事の話、初めてパパマ
マになる方同士の交流
【２日目】家族の食事の話、赤ちゃんのいる生活（世
話の仕方、母乳など）、父親の役割、育児参加方法など

初めて父親・母親になる市内在住
の方（妊婦のみの参加も可）
対象出産予定日のめやす：
４月２２日～６月９日
／２８組（申込み多数の場合は抽選）

１月２０日晶、２月４日松
午前９時３０分～午後０時３０分
／保谷保健福祉総合センター

第　

コ
ー
ス

１４ファミリー学級
２日間コース

夫
婦

該当のお子さんには生後３か月
ごろに個別に通知します。
転入などの方はご連絡くださ
い。

離乳食などの話、問診、身体計測、診察、希望の
方に個別相談
※健診後ＢＣＧ接種を行います。

個別に通知
１１月１７日昭・２４日昭、１２月１日昭・１５日昭
受付：午後０時１０分～１時１０分
／保谷保健福祉総合センター

３～４か月児健診
※ＢＣＧ接種と同日

子
ど
も

　持 母子健康手帳、予診票
【注意事項】「予防接種のお知らせ・予診票つづり」
を必ずご覧ください。

生後６か月になる前日までで、
まだBCG接種を受けていない
お子さん

１１月１７日昭・２４日昭・１２月１日昭・１５日昭
受付：午後１時３０分～２時３０分
※すでに３～４か月健康診査を受診済
の方は、接種会場（保谷保健福祉総合セ
ンター３階）へ

ＢＣＧ

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
※授乳はご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・予診票つづり」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６日昇
受付：午前９時３０分～１１時３０分
／保谷保健福祉総合センター

ポリオ予防接種 １２月８日昭
受付：午前９時３０分～１１時３０分
／田無総合福祉センター

対象者に個別通知します。
転入などの方は事前にご連絡く
ださい。

集団（心理講話・親子遊び・食事と歯の話）、身
体計測、希望の方に個別相談

個別に通知（１歳３か月までの
方で希望される方はお問い合わ
せください）

１２月５日捷・１９日捷
受付：午前９時～１０時
／保谷保健福祉総合センター

１歳児お誕生相
談会

集団（心理講話・親子遊び・食事の話）、身体測
定、問診、歯みがき練習、希望の方に個別相談

個別に通知（２歳６か月までの
方で希望される方はお問い合わ
せください）

１２月１３日昇・２０日昇
受付：午前９時～１０時
／保谷保健福祉総合センター

２歳児すくすく
相談会

集団（食事と生活リズムの話）、身体測定、問診、
診察（内科・歯科）、尿・視力検査、希望の方に
個別相談

個別に通知（４歳未満の方で希
望される方はお問い合わせくだ
さい）

１２月１４日昌・２１日昌
受付：午後０時１０分～１時１０分
／保谷保健福祉総合センター

３歳児健康診査

当日、直接会場へ
個別相談（育児・遊び方・栄養・歯科・母乳・お
母さんの健康など）、体重・身長計測
　持 母子健康手帳、歯科相談希望の方は歯ブラシ

乳幼児と保護者１２月１２日捷午前９時３０分～１１時
／保谷保健福祉総合センター育児相談

当日、直接育児相談受付へ
※育児相談もご利用の方は、１
回目の講座にご参加ください。

歯が生えてくるころのお手入れの方法など
７～８か月のお子さんとその保
護者／各回先着１５組

１２月１２日捷
１回目：午前１０時１０分～１０時４０分
２回目：午前１０時５０分～１１時２０分
／保谷保健福祉総合センター

子育て講座

◆教育支援課教育相談係　札０４２－４２５－４９７２

１２月９日晶までに電話予約
子どもの発音に誤りがあるなど「ことば」に心配を
もつ方（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１２日捷午後１時３０分～５時
／教育支援課（保谷庁舎４階）言語訓練・相談

子
ど
も

 電話相談札

※健康保険証、診察代を
お持ちください。 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

※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。

大野医院
柳沢１－４－２６
札０４２－４６１－８７０２

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
札０４２－４６１－１５３５

２０日

畑中医院
南町３－２２－８
札０４２－４６１－３２０９

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
札０４２－４２４－６６４０

２３日

たかはし医院
保谷町３－１１－２５
札０４２－４６１－１６２２

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
札０４２－４６４－１５１１

２７日

歯　科　【受付時間】午前１０時～午後４時　　
（受診の際は、お問い合わせのうえお出かけください）

城歯科クリニック
向台町１－２０－９ 億億億億億億億 
札０４２－４６４－４００８

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

２０日

むとう歯科医院
南町４－４－２ プリンスプラザ田無２階  
札０４２－４６７－３４１５

上杉歯科医院
下保谷４－１１－１０
札０４２－４３９－７７１８

２３日

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

山口歯科医院
ひばりが丘１－５－１２ 億億億億億 
札０４２－４２１－４０２９

２７日

　時 週２回（月・水曜日）
□期間　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、腰痛や膝の痛みを緩和・予防す
るための訓練な

ど

　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
　申 随時・詳細はお問合せください。
※参加にあたっては主治医の意見書
が必要となります。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

健康づくり・リハビリ教室

　社会参加や趣味活動を行うこと
で、生きる力を育むことにつながり
ます。また、創造力や計画・思考力
を養うことは、脳の活性化にもつな
がります。
　文化イベントや公民館事業などに積
極的に参加して楽しんでみませんか。
※市では、市誕生１０周年を記念して
健康都市を宣言し、５つの目標を柱
に取り組んでいます。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）

 　 学び・創造に関する目標

好きなことを見つけ創造しよう 

  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１日昭午前１０時～１１時３０分、
　　　　　　午後１時～４時
　場 保谷庁舎正面玄関前
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０２１）

興からだと心の電話健康相談
　　　札０４２－４３８－４０８７
　時 平日：午前９時～正午・午後１時
～４時
　内 保健師が相談に応じます。
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０３７）


