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平成31年（2019年）4月1日号 広報

健康
ひろば

メール

記入例

①４月26日
②氏名
③生年月日
④住所
⑤電話番号
⑥保育希望の有無
※希望者は子どもの氏名、
生年月日

▲

健康課 o p 042－438－4037

「美姿勢エクササイズ」申込

事業名

日時╱場所

対象╱定員
（申込順）

西東京しゃきしゃき体操パート２講座

４月９日㈫午前10時～11時30分
【初心者大歓迎！足の筋力やバランス能力を向上
保谷保健福祉総合センター
させましょう！】

からだと心の健康相談

女性のための腹筋・
骨盤底筋エクササイズ講座

般

前日までに電話
※７人以上で出張講座も実施します
（平日の午前９時～午後５時、
会場はご用意ください）。

在住で立位がとれる方／20人

４月16日㈫午後１時30分～３時30分
在住の方／２人
田無総合福祉センター

【保健師による面接相談】

一

申込方法など

保育あり

栄養ミニ講座
「悪玉コレステロールを下げるコツ」
栄養･食生活相談

４月18日㈭午前10時～11時
保谷保健福祉総合センター

在住で18～64歳の女性
（産後６カ月以上経過している方）
20人
（１歳未満のお子さん参加可）

４月15日㈪までに電話

４月25日㈭午前10時～11時30分
田無総合福祉センター

在住の方／15人

４月22日㈪までに電話

在住の方／４人

４月22日㈪までに電話

在住で18～64歳の方／20人
※初回の方優先

電話・メール（記入例）
m seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：４月19日㈮

４月25日㈭午後１時～４時
【肥満や糖尿病などの生活習慣病予防の食事など
田無総合福祉センター
について管理栄養士による相談】

美姿勢エクササイズ

子 ど も

【呼吸と姿勢のチェック、体幹トレーニング】
保育あり

４月12日㈮までに電話

４月26日㈮午前10時～正午
田無総合福祉センター

▲

教育支援課 o p 042－438－4074
事業名

日時╱場所

対象╱定員（申込順）

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談 ４月10日㈬午後１時30分～５時

健康ガイド

p 042－424－6640

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
14日 ※小児科は午後５時まで
p 042－464－1511

歯科

石川クリニック
保谷町２－６－１
p 042－464－1550
永田外科胃腸内科
南町４－12－６
p 042－465－8530

休日診療所
中町１－１－５
p 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

受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください。

受付
時間

午前10時～午後４時

たきもと歯科医院
７日 東町２－13－18
p 042－438－3055
けい

堀歯科医院
田無町５－８－10
14日 ライオンズマンション田無第２
p 042－466－4182

ありあ

●病院

●美容室

●都営住宅
●都営住宅

すくすくkids ●児童遊園
クリニックⓅ
●自転車
薬局Ⓟ
保管所
●向台小

ファミリー・サポート・センター

ファミリー会員登録説明会
地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と子どもを預かる
方（サポート会員）からなる会員同士
の相互援助活動を行っています。
ファミリー会員に登録希望の方は出
席してください。
a ４月13日㈯午前10時～正午
b 田無総合福祉センター
e 各20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで
i ４月12日㈮午後５時までに電話
でjへ
j ファミリー・サポート・センター
事務局

●
３月29日㈮まで



●
４月１日㈪から



p 042－438－4121
p 042－497－5079
子ども家庭支援センター
p 042－425－3303

▲

保谷厚生病院

７日 栄町１－17－18

午前９時～午後５時

▲

午前９時～午後10時

午前10時～正午
午後 1時～ 4時
午後 5時～ 9時

至
西武柳沢

武蔵境通り

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掛けください。

※預かり時間・申込方法・料金など
詳細は、３月１日号または市 k をご
覧ください
（市内にはほかに２施設あり）
。
子育て支援課 n p 042－460－9841

南口

●コンビニ

市役所通り

駐車場

※健康保険証、診察代をお持ちください。

北口
田無駅

西武新宿線

●市役所

■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、発育や発達状況の確認、
授乳相談、お母さんの体調などの相談
に応じます。訪問日時は後日、訪問指
導員より連絡します。
※訪問指導員の個人の携帯電話から連
絡する場合があります。
i 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
話で下記へ
健康課 o p 042－438－4037

▲

診療
時間

至
小金井

●きらっと

▲

医科

病気の最中や回復期の子どもを一
時的にお預かりします（要事前登録）
。
● 病児保育室ありあ
b・e 南町５－11－８・６人
p 042－439－5212

▲

▲

■妊婦健康診査受診票のご利用を
母子健康手帳の交付と同時に、妊婦
健診受診票を14回分交付しています。
妊婦健診時に使用すると、費用の一
部が助成されます。
助産院・都外医療機関など、都内指
定医療機関以外で受診した場合は、こ
の受診券が使えないため、出産後１年
以内に還付の手続きをしてください。
詳細は、受診票交付時のお知らせ・
市 k をご覧ください。
健康課 o p 042－438－4021

４月１日㈪～５日㈮
午前９時～午後５時に電話

病児保育室 ありあ ４月１日オープン！

■１歳６カ月児医科・歯科健康診査
小児科・内科、歯科の各指定医療機
関で受診してください。
c ● 医科…身体計測、小児科・内科
健診、個別相談
● 歯科…歯科健診、歯磨き相談
d １歳６カ月～２歳の誕生日の前日
（１歳６カ月ごろに個別通知）
※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 o p 042－438－4037

■地域活動栄養士会 会員募集
健康づくりや食生活改善の支援を目
的に自主活動しています。
a 月３回程度 午前10時～正午
b 田無総合福祉センター
c 男性料理教室の講師、定例会・研
修会など
d 在住で栄養士・管理栄養士の資格
を有する65歳ぐらいまでの方
i 随時電話で下記へ
健康課 o p 042－438－4037

休日診療

５～12歳ぐらい
10人
（１人15分程度）

教育支援課
（保谷庁舎４階）

【言語訓練士による相談】

申込方法など

アドバイザー

援助の依頼

ファミリー・
サポート・
センター

ファミリー会員
子育ての援助を
受けたい方

援助の打診

サポート会員

援助

子育ての援助を
行いたい人

電話相談
医療相談（西東京市医師会）

※専門医が相談に応じます。

火曜日 午後１時30分～２時30分
４月 ２日 糖尿病内科 ９日 小児科
16日 循環器内科 23日 眼科

p 042−438−１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日

p 042－466－2033

午後０時30分～１時30分

▲

４月２日㈫から乳がん・子宮頸がんの申込受付を開始。詳細は、本号と同時配布の「西東京市健康事業ガイド（2019年度版）をご覧ください。 健康課 o p 042－438－4021

