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広報

令和３年（2021年）10月１日号

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや例年行われているイベント・事業についても中止・変更となっている可
能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。また、参加される際には、マスクの着用など感染症対策にご協力ください。

10月はピンクリボン月間
乳がんは、日本人女性の９人に１人がかかるといわれているとても身近な病
気です。しかし、早期に発見すれば、90%以上の方が治癒が期待できる病気
でもあります。
定期的な乳がん検診に加えて、月１回の自己触診の習慣をつけましょう。

10月17日㈰マンモグラフィサンデー

平日の受診が難しい女性のために、毎年10月の第３日曜日に検診を実施し
ています
（要申込）
。費用などの詳細は、各医療機関にお問い合わせください。
市の乳がん検診受診券・勧奨受診券をお持ちの方は無料で受診できます。
医療機関

住所・電話
芝久保町２－４－19
p 042－464－1511
田無町４－24－15
p 042－461－8383

西東京中央総合病院
佐々総合病院

定員

実施時間

35人

午前・午後

53人

午前のみ

けい

a10月26日㈫午前10時～午後３時
b アスタセンターコート
c 乳がん自己触診法の紹介やリーフレットの配布

※ピンクリボンキャンペーン特設窓口として、当日
けい
に限り、会場にて乳がん・子宮頸がん検診の申込を
受け付けます。

▲

健康課 o p 042－438－4021

ナビ

多摩六都科学館

秋の企画展
「小さなともだち～だんごむしの世界～」

a 10月９日㈯～11月３日㈷午前９

場所

日時
㈪～㈮

午前８時30分～午後５時

■専門相談
（申込制） ※１枠30分

専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、専門家が一緒に解
決の糸口を探すものです。

□申込開始 10月４日㈪ 午前８時30分（★印は、９月21日から受付中）
□申込方法 市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j 市民相談室 n p 042－460－9805
相談方法

日時
10月14日㈭・21日㈭

午前９時～正午

法律相談

電話・対面 10月12日㈫・19日㈫・20日㈬・22日㈮
午後１時30分～４時30分

交通事故相談

電話・対面

税務相談

電話・対面 10月15日㈮・26日㈫

不動産相談

電話・対面

表示登記相談

電話

★10月 ７日㈭
10月26日㈫

午前９時～11時30分
午後１時30分～４時30分

★10月14日㈭

午後１時30分～４時30分

★10月22日㈮

午前９時～正午

★10月 ６日㈬

午前９時～正午

★10月21日㈭

午後１時30分～４時30分

★10月21日㈭

午後１時30分～４時30分

★10月11日㈪

午後１時30分～４時30分

行政相談

★11月10日㈬

午後１時30分～４時30分

★10月 ８日㈮、
11月12日㈮

午後１時30分～４時30分

凡例

臓・じん臓・呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に身体障害者手帳１級程度
の障害がある

令和４年４月に市立小学校へ入学
するお子さんの健康診断を各小学校
で行います。
通知書を対象のお子さん宛てに送
付しますので、指定された学校で受
診してください。
次に該当する場合は、学務課へ
10月１日㈮以降にご連絡ください。
● 10月８日㈮までに通知書が届か
ない ● 受診指定校の健康診断を欠
席する
（他校での受診可） ● 令和４
年３月末日までに引っ越しの予定が
学校名
碧山小

日程

学校名

10月15日㈮ けやき小

ある
a／b 下表参照
※受付時間：午後１時30分～２時
（全校）
h 就学時健康診断通知書（必要事項
は事前に記入）、筆記用具、室内靴、
外靴・衣類を入れる袋、マスク
※事前に検温し、体温を通知書に明
記してください。そのほか送付する
通知書の裏面に
「お願い」
を掲載して
いますので、ご確認ください。
学務課 n p 042－420－2825
日程

学校名

10月27日㈬ 住吉小
28日㈭ 東小

日程
11月８日㈪

田無小

19日㈫ 保谷第一小

中原小

20日㈬ 谷戸第二小

谷戸小

21日㈭ 上向台小

11月２日㈫ 東伏見小

15日㈪

柳沢小

22日㈮ 芝久保小

４日㈭ 栄小

18日㈭

本町小

26日㈫ 保谷第二小

５日㈮ 保谷小

19日㈮

29日㈮ 向台小

９日㈫
11日㈭

西東京市子ども条例３周年
10月１日㈮で西東京市子ども条例
が施行されてから３周年を迎えました。
児童の権利に関する条約
（子ども
の権利条約）
、そして日本国憲法・児
童福祉法等の趣旨を踏まえ、子ども
条例を定めました。
子ども条例には、まち全体で子ど
もの育ちを支える、子どもにやさし
い西東京をともにつくっていくこと

などが示されています。子どもは、
一人ひとりが人間として、その人格
や権利が大切にされます。子どもに
とって一番良いことを考えながら、
まち全体で子どもの育ちを見守り、
支えていく西東京市を目指しています。
※西東京市子ども条例の全文は市 k
をご覧ください。
子育て支援課 p 042－439－6645

▲

電話・対面

相続・遺言・成年後見等
電話・対面
手続相談

●接
 種日当日に満60～64歳で、心

午後１時30分～４時

年金・労災・雇用保険
電話・対面
人事一般相談
電話

● 接種日当日に満65歳以上

□接種回数 期間中１回
g／h 2,500円／健康保険証など
詳細は、市報本号と同時配布の
「高
齢者インフルエンザ予防接種のお知
らせ」
をご覧ください。
※市外でも接種できる場合がありま
す。お問い合わせください。
健康課 o p 042－438－4021

▲

新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、電話または対面での相談を行って
います。なお、今後の状況によって、相談方法の変更や相談休止となる可能性があり
ますので、最新の情報はお問い合わせください。

登記相談

a 10月１日㈮～令和４年１月31日㈪
b 指定医療機関 ※要予約
d 在住で次のいずれかに該当する方

小学校就学時健康診断

■一般市民相談

内容

高齢者インフルエンザ予防接種

▲

時30分～午後５時
g 入館券520円（４歳～高校生210円）
※当日、直接会場へ
b・j 多摩六都科学館
p 042－469－6100
休館日：10月４日㈪～７日㈭・11
日㈪・18日㈪・25日㈪

無料市民相談
市民相談室（田無庁舎２階）

❖乳がん検診
c 問診・視触診とマンモグラフィ検査の併用
d 令和４年３月31日時点で40歳以上の、前年度に市の乳がん検診を受診して
いない女性
□検診期間 令和４年３月31日㈭まで
□申込期間 10月１日㈮～25日㈪
（消印有効）
※11月中旬に受診券をお送りします。
けい
❖子宮頸がん検診
c 問診・内診・視診・細胞診
けい
d 令和４年３月31日時点で20歳以上の、前年度に市の子宮頸がん検診を受診
していない女性
□検診期間 令和４年２月28日㈪まで
□申込期間 10月１日㈮～25日㈪
（消印有効）
※11月中旬に受診券をお送りします。
□申込方法（乳がん検診・子宮頸がん検診）
● はがき
（５面右上記入例 C）
●
窓口（防災・保谷保健福祉総合センター４階健康課、
田無庁舎２階保険年金課）
か
● 電子申請
（右記QRコード）
ら

ピンクリボンキャンペーン

家の周りや公園など、私たちの身
近にいるダンゴムシ。つつくと体が
丸まる愛らしい姿をしていますが、
食べているものや生まれるときの様
子など、一歩踏み込んでみると意外
と基本的なことを知りません。巨大
ダンゴムシ模型やダンゴムシの足音
を聞いて小さなともだち
“だんごむ
し”
の世界をのぞいてみましょう。

けい

乳がん・子宮頸がん検診 申込受付中

a 日時 b 場所 c 内容 d 対象 e 定員 f 講師 g 料金（記載がない場合は無料） h 持ち物 i 申込 j 問い合わせ n 田無庁舎敷地内 o 保谷庁舎敷地内

