新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更し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。

5

令和３年（2021年）10月15日号 広報

健康
ひろば

Aメール

記入例

「◯◯検診」申込

①11月25日
②氏名（ふりがな）母親と赤ちゃん
③赤ちゃんの生年月日、
月齢
④出産した場所（医療機関名など）
⑤電話番号
⑥住所（町名）
⑦上の子の来所予定の
有無と人数、
年齢

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

電子申請（QRコード）

B はがき

「まますた」申込

C 各種健康診査等

①氏名
（ふりがな）
②住所
③生年月日
④電話番号

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手洗いにご協力をお願いします。
▲

健康課 o p 042－438－4037
事業名

日時╱場所

からだと心の健康相談

対象╱定員（申込順）

11月９日㈫午後１時30分～３時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階

在住の方／２人

11月５日㈮までに電話

11月10日㈬午後１時～２時
【理学療法士による、腰痛予防に関する話と自宅で
防災・保谷保健福祉総合センター３階
できる体操】

在住で18歳以上の方／８人

前日までに電話

リハビリ窓口相談
①11月10日㈬午後２時15分～３時15分
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについて ②11月18日㈭午前11時15分～午後０時15分
防災・保谷保健福祉総合センター３階
理学療法士による相談】

リハビリに関する相談を希望
前日までに電話
する方および関係者／各２人

【保健師による面接相談】

ボディケア講座～腰痛予防～

一
般

申込方法など

糖尿病基礎講座

11月10日㈬午前10時～11時30分
田無総合福祉センター

糖尿病の食事療法をこれから
始める方および家族／10人

11月５日㈮までに電話

栄養ミニ講座

11月16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

11月11日㈭までに電話

在住の方／４人

11月11日㈭までに電話

【保健師・管理栄養士による基礎知識・食事の話】
【悪玉コレステロールを下げるコツ】

栄養･食生活相談

11月16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に
田無総合福祉センター
ついて管理栄養士による相談】

▲

健康課 o p 042－438－4037
事業名

日時╱場所

対象╱定員

申込方法など

個別育児相談会
①11月８日㈪／防災・保谷保健福祉総合センター２階
乳幼児と保護者／各25組
【身長・体重測定と、育児・母乳・栄養・歯科・遊び方・ ②11月24日㈬／田無総合福祉センター
午前９時30分～11時30分の間で１人30分程度
お母さんの健康などについての個別相談】

①は11月４日㈭までに電話
②は11月19日㈮までに電話

11月22日㈪午後１時30分～３時30分
【０歳から３歳の双子・三つ子の保護者同士のフリー
防災・保谷保健福祉総合センター３階
トーキング、情報交換】

在住の０歳から３歳の双子・
三つ子とそのご両親／５組
11月16日㈫までに電話
※ご兄弟を連れてくる場合は、
申込時に要相談

まますた
11月25日㈭午前９時45分～11時
【出産後まもない時期のママたちのフリートーキング・（受付：９時30分）
田無総合福祉センター
情報交換】

在住の４カ月ごろまでの乳児
とその母親／７組

ふたごちゃんの会

子 ど も

対象となるお子さんに日時を指定した通知を送付します。

いお子さん

(１歳３カ月までで希望する方はお問い合わせください)

（２歳６カ月までで希望する方はお問い合わせください）

休日診療

▲

■５歳児歯科健康診査終了間近
個別通知を７月末に送付しました。
転入などの方はご連絡ください。
□健診期間 10月30日㈯まで
d 平成28年４月２日～平成29年４月
１日生まれの子ども
健康課 o p 042－438－4037

※健康保険証・診察代をお持ちください。

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掛けください
※発熱
（１週間以内に発熱37.5度以上を含む）など、感冒様症状のある方は、お電話
でお問い合わせください。
び くう
※感染拡大防止のため、電話予約のない方の鼻腔拭い液での検査（インフルエンザ検
査など）
はしていません。
※休日診療所は、東京都指定の診療・検査医療機関です。
診療
時間

午前９時～午後10時

午前９時～午後５時

▲

午前10時～正午
午後 １時～４時
午後 ５時～９時

やまぐち内科眼科クリニック
（内科診療のみ対応します）
田無町７－16－30
p 042－424－6640 p 042－462－7578
保谷厚生病院

17日 栄町１－17－18

消費生活相談
契約した覚えのない商品が届いた
ですが、今回の改正で「直ちに」となり
ました。しかし、お問い合わせの事案
は事業者が契約に基づかず一方的に商
品を送ってくるとは考えにくいため、
直接事業者に問い合わせてみるよう電
話番号を情報提供しました。
その結果知人からのプレゼントだっ
たことが分かりました。今回のように
覚えがなくともプレゼントだったケー
スやお試し注文のつもりが定期購入に
なっていたケースもありますので、不
審なことがあれば、下記にご相談くだ
さい。
消費者センター n p 042－462－1100

▲

相談者のいう法律とは、
「特
定商取引法」で令和３年７月６
日に改正施行された「一方的に送り付
けられた商品は直ちに処分可能」とす
るものです。改正前は
「届いてから14
日間保管すればその後の処分は自由」
と、処分できるまでに日数があったの

問い合わせください）

a 10月19日㈫、11月９・30日㈫
b 防災・保谷保健福祉総合センター２階
d 個別に通知

健康ガイド

大手通販事業者からお菓子が
届きました。自分宛てでしたが、
注文した覚えがありません。法律が改
正され、覚えがなければ直ちに処分可
能になったという報道を見ました。処
分しても問題がないでしょうか。

a 10月20・27日㈬、11月10・17日㈬
b 防災・保谷保健福祉総合センター２階
d 個別に通知（４歳未満で希望する方はお

２歳児すくすく相談会

b 防災・保谷保健福祉総合センター３階
d １歳になる前日までで、まだBCG予防接種を受けていな

■子宮頸がん・乳がん検診
２期申込締切間近 10月25日㈪まで
■大腸がん・前立腺がん検診
申込受付中 12月10日㈮まで
・はがき
i 電子申請（右上QRコードC）
（右上記入例 B）
・窓口
詳細は市 k をご覧ください。
※電話では受付していません。
健康課 o p 042－438－4021

３歳児健康診査

a 10月25日㈪、11月29日㈪
b 防災・保谷保健福祉総合センター２階
d 個別に通知

BCG予防接種

けい

申込期限（必着）：11月19日㈮

１歳児講座

３～４カ月児健康診査
a 10月21・28日㈭、11月４・18日㈭
b 防災・保谷保健福祉総合センター２階
d 個別に通知

電話・メール（右上記入例A）

m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp

田無病院

31日 緑町３－６－１

p 042－461－2682

歯科

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
いくたま歯科医院

17日 下保谷４－８－27
p 042－438－1182
ウエダ歯科

24日 柳沢２－３－13 105
p 042－466－5454
31日

樋口歯科医院
保谷町３－11－24

a 平日 午前９時～正午・午後１時～４時

p 042－461－0551
健康課 o p 042−438−4087

▲

からだと心の健康相談（保健師による電話相談）

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
24日 ※小児科は午後５時まで
p 042－464－1511

休日診療所
中町１－１－５
ひばりヶ丘北口駅前クリニック p 042－424－3331
※歯科診療は行って
ひばりが丘北３－３－30
いません。
エクレールひばり１階
※受付時間は、各診療
p 042－439－4976
終了時間の30分前まで
大野医院
柳沢１－４－26
p 042－461－8702

