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骨力アップ教室（骨粗しょう症予防教室）

日　程　７月１１日月
時　間　▶午前の部…9時～11時
　　　　▶午後の部…1時30分～3時30分
内　容　①骨粗しょう症の予防に関する講話
　　　　②運動実習
　　　　③超音波による骨密度測定・個別相談
　　　　④骨粗しょう症予防の栄養小集団指導
対　象　町内在住の２０歳から6４歳までの女性で

教室の内容にすべて参加できる方。
　　　　（平成２２年度に受講された方を除きます）
定　員　午前・午後各20名（先着順）
場　所　瑞穂町保健センター
申込み　5月6日㈮から電話で保健センターへ
※午前の部のみ、託児を行いますので予約の際に
ご相談ください。

瑞穂町健康づくり推進委員

新任委員任期
平成 23年 4月 1日～平成 25 年 3月 31 日

（敬称略）
担当地区 氏　　名

殿ケ谷地区

石畑地区

箱根ケ崎地区

長岡地区

元狭山地区

武蔵野地区

佐保田　美恵子（新任）
高橋　稔子
小林　幸重（新任）
内田　明枝
高橋　一枝（新任）
村山　和江
榎本　広子
下澤　純子（新任）
土岐　千賀子
長谷川　房江（新任）
森田　三喜江（新任）
林　育子
布田　サキ子（新任）
太田　友子（新任）
津川　節子

みんなのけんこう
保健センター　石畑 1970　　 557―5072

胃がん検診（５月～７月実施分）
日時・場所（検診時間は午前中）
　▶５月３０日月…長岡南会館
　▶７月８日㈮…保健センター
内　容   胃部レントゲン撮影
対　象   町内在住の４０歳以上の方
定　員   各４５名（先着順）
費　用　無料
申込み　電話で保健センターへ
※胃の治療中・手術後の方、腸閉塞の方、以前に
バリウムを飲んで具合の悪くなった方の受診は
ご遠慮ください。

肺がん検診

日　時   ７月１３日水、９月１６日㈮、１０月２９日土
場　所   保健センター
内　容   胸部レントゲン撮影と「たん」の検査
対　象   町内在住の４０歳以上の方（昭和47年3月
　　　   31日以前に生まれた方）
定　員   ７月…１００名（先着順）
　　　   ９月、１０月…各１７０名（先着順）
費　用　無料
申込み   ５月２日月 午前８時３０分から電話で保

健センターへ

任意予防接種について

町では４月から下記の対象年齢の方に予防接種
（任意）事業を開始しています。
　この他、１歳～５歳の幼児対象に「水ぼうそう」「お
たふく」予防ワクチンのどちらか１回、６５歳以上の
方を対象に「肺炎球菌ワクチン」の助成事業を予定
しています。詳しくは今後の広報でお知らせしま
す。
○子宮頸がんワクチン　接種回数　3回
　対　象　中学1年生～高校1年生相当の女性
　費　用　１,５９０円（１回当たりの自己負担額）
○ヒブワクチン　接種回数　最大4回
　対　象　生後2カ月～4歳　
　費　用　８８０円（１回当たりの自己負担額）
○小児用肺炎球菌ワクチン　接種回数　最大4回
　対　象　生後2カ月～4歳　
　費　用　１,１２０円（１回当たりの自己負担額）
※予防接種は自己負担額があります。自己負担額
は、医療機関にお支払いください。
※予診表は町内医療機関に用意してあります。
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けんこう 場所の指定がない場合は保健センター《時間は受付時間》行事・イベント・相談 《相談の時間は受付時間》日 程
準夜　羽村市平日夜間急患センター　始555―9999
歯科　福生市　梅田歯科医院　始553―5161

リサイクルプラザ第一日曜日の粗大ごみ受け入れ日
午前9:00～午後4:30　始557―7612（当日電話予約）日1

月2
休日　みずほクリニック　始568―0300
準夜　福生市保健センター　始552―0099
歯科　福生市　せきぐち歯科　始551―5456

憲法記念日火3
休日　石畑診療所　始557―0072
準夜　丸野医院　始556―5280
歯科　福生市　北田園歯科　始552―1700

みどりの日水4
休日・準夜　栗原医院　始557―0100
歯科　福生市　大浦歯科医院　始553―0667こどもの日木5

金6
土7

準夜　福生市保健センター 　始552―0099
歯科　福生市　河野歯科医院　始553―2829残堀川チャリティーウオーキング日8
両親学級（1日目）　午後1:00～1:20
歯科健診　3歳6カ月児(H19年9月生・10月生)　4歳児
（H19年3月生・4月生）　午後1:00～1:45

福祉よろず相談　午後1:30～3:30　ふれあいセンター
※指定日時以外にも随時相談を行います。月9

健康･育児･栄養･歯科相談　午前9:30～11:00
乳児健診　H23年１月生　午後1:00～1:45

町議会第１回臨時会
※議会日程については、議会事務局へ　始557―7693火10

お誕生教室　H22年3月生・4月生　午前9:30～9:50水11
両親学級（2日目）　午後1:00～1:20木12
ポリオ 　H22年7月生～9月生　午後1:00～2:20金13

土14
準夜　福生市保健センター　始552―0099
歯科　福生市　今里歯科医院　始551―0440

みずほエコパークフリーマーケット（雨天中止）
 午前9:00～午後1:00　始５５７―５３６４日15
心の相談　午後1:30～4:00　ふれあいセンター
葛予約（3名）は9日俄～13日㈮午前9:00～社協へ　始557―0159月16

健康･育児･栄養相談　午前9:30～11:00火17
両親学級（3日目）　午前10:00～10:10
1歳6カ月児健診　H21年10月生　午後1:00～1:40水18

人権・行政・＊法律相談　午前9:30～11:30　町民会館1階会議室
＊予約（8名）は18日水午前8:30～総務課へ　始557―0501木19

金20
土21

準夜　福生市保健センター　始552―0099
歯科　福生市　松永歯科医院　始552―7122日22
ポリオ 　H22年10月生～12月生 午後1:00～2:20月23
健康･育児･栄養相談　午前9:30～11:00
歯科健診　2歳児（H21年4月生）　2歳6カ月児（H20年
10月生）　午後1:00～1:45

町議会第2回定例会　議会運営委員会
身近な法律相談　午前9:30～11:30　ふれあいセンター
葛予約（6名）は16日俄～20日㈮午前9:00～社協へ　始557―0159
身近な年金・労働相談　午後1:30～3:30　ふれあいセンター
葛予約（4名）は16日俄～20日㈮午前9:00～社協へ　始557―0159

火24
巡回健康･育児相談　午後1:30～3:00　武蔵野コミュニティセンター水25

教育委員会定例会　午前9:00～　スカイホール会議室
問合せ　教育課　始557―6682木26

3歳児健診　H20年4月生　午後1:00～1:40金27
土28

準夜　羽村市平日夜間急患センター　始555―9999
歯科　福生市　吉野歯科医院　始551―3050日29

月30
健康･育児･栄養相談　午前9:30～11:00
両親学級（4日目）　午後1:00～1:20火31
1日水…妊婦歯科健診〈予約制〉　午後1:00～1:106月1日 

  ～3日

55月 広 報 カ レ ン ダ ー

CALENDAR● Ｍａｙ
● 皐   月

5月は 12日・19日 ・26日です

相談日は毎週火・金曜日 です

消費生活相談室窓口 

休日 …休日診療  午前9:00～午後5:00
準夜 …休日準夜診療  午後5:00～10:00
歯科 …休日歯科応急診療   午前9:00～午後5:00
※医療機関が変更になる場合もあります。確認の上受診し
　てください。 

1日水…町議会第2回定例会　本会議
2日㈭…町議会第2回定例会　本会議
3日㈮…町議会第2回定例会　本会議



あなたの大切なもの、手作りの作品、お気に入りの
写真や町の景色などを紹介します。
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発行／瑞穂町　編集／秘書広報課　毎月1回1日発行
〒190－1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
　042（557）0501（代表）　　 042（556）3401（代表）

ホームページ　http://www.town.mizuho.tokyo.jp/
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