
広　

告

ふれあいクッキング
障害者地域自立生活支援センターつむぎ 

・ （３３８９）２３７５

　食事や健康に関する話を栄養士から聞

き、チョコカップケーキ、かぼちゃのバ

バロアを作ります。

日時…２月１４日（土）午後１時半～４時

会場…障害者福祉会館（沼袋２－４０－

１８）　☆駐車場はありません

対象…区内在住の、身体障害・知的障害

のある方

参加費…４００円

申込み…２月６日～１０日に、電話、ファ

クシミリ（住所、氏名とふりがな、電話番

号、障害種別を記入）または直接、障害

者地域自立生活支援センターつむぎ（中

野５－６８－７スマイルなかの内）へ。先

着１５人

手話講習会受講生募集を開始
障害者社会参画担当／１階 
（３２２８）８８３２　 （３２２８）５６６０

　入門、基礎、応用クラスを昼・夜に

開設。受講済みクラスの再受講はできま

せん。申し込み方法など詳しくは、中野
区聴覚障害者情報活動センター ・
（５３８０）３３３０へ問い合わせ、または

区ホームページをご覧ください。

対象…区内在住・在勤・在学の、１６歳

以上の方

参加費…２，０００円程度（テキスト代）

申込みの締切と試験日

平成２０年度版 
『障害者福祉のしおり』配布中

障害者社会参画担当／１階 
（３２２８）８８３２　 （３２２８）５６６０

配布場所…区役所１階障害者等の保健福

祉相談窓口、保健福祉センター、障害者

福祉会館、障害者地域自立生活支援セン

ターつむぎ、地域生活支援センターせせ

らぎ、地域センターなど

－１７）

対象…区内在住・在勤・在学で、０～１

歳児のお父さん・お母さん

講師…佐藤佳代子氏（宝仙学園短期大学

講師）

申込み…２月６日～１３日に、電子申請、

電話またはファクシミリ（保護者の氏名と

ふりがな、住所、電話番号、一時保育希

望の方はお子さんの氏名とふりがな、月

年齢、アレルギーの有無〔食品名も〕を記

入）で育成活動支援担当へ。先着３０人

☆一時保育希望の方は、あわせて申し込

みを。先着１５人

子ども家庭専門相談
子ども家庭支援センター／３階 
（３２２８）７８６７　 （３２２８）７８７５

日時…２月１６日（月）・２７日（金）、３月

１６日（月）・２７日（金）。いずれも午後１

時～５時  ☆相談は一人１時間程度

会場…子ども家庭支援センター相談室

申込み…電話または直接、子ども家庭支

援センターへ　☆一時保育希望の方は、

相談日の７日前までに申し込みを

４月入園の区立幼稚園園児 
欠員・補欠登録者を募集
入園相談担当／３階 
（３２２８）８９６０　 （３２２８）５６６７

対象…申し込み時点で保護者とともに区

内に住み、住民登録または外国人登録を

しているお子さん。４歳児（２年保育）＝
平成１６年４月２日～同１７年４月１日生

まれ、３歳児（３年保育）＝平成１７年４月

２日～同１８年４月１日生まれ

☆５歳児は、欠員のある園で随時募集。

障害のあるお子さんについても、すべて

の園で募集。ただし、障害の状況によっ

ては、入園できない場合があります

募集要項・申込用紙の配布…２月５日～３

月２日に、区立幼稚園、入園相談担当で

申込み…３月２日の次の時間帯に、直

接、区役所７階会議室へ。２年保育＝午

後２時～２時１５分、３年保育＝午後２時

４５分～３時。応募多数の場合は抽選

☆詳しくは、募集要項または区ホーム

ページで確認を

募集人数（予定）

外国人学校児童・生徒保護
者補助金の申請は３月末まで
私立幼稚園等補助担当／３階 
（３２２８）５６８１　 （３２２８）５６５７

対象…次のすべてを満たす方。①区内在

住で、外国人登録をしている②日本の小

学校および中学校にあたる外国人学校に

通っている児童・生徒の保護者である③

授業料等を納めている

補助金額…一人につき月額８，０００円

　補助金を受けるには、３月末日までに

申請をしてください。申請方法など、詳

しくは問い合わせを。 

食育入門講座 ＆ クッキング
ＮＰＯ法人食育と食の救援隊 
（５３０４）８０５１　 （５３０４）８０５２

日時・メニュー…３月７日（土）午前１０時

～午後２時。「おから入り煮込みハンバー

グ」ほか

会場…南中野地域センター（南台３－６

－１７）

対象…中学生までのお子さん　☆小学校

３年生以下は、原則として保護者の同伴

が必要

参加費…一人３５０円（材料費）

申込み…住所、氏名とふりがな（保護者

同伴の場合は保護者氏名も）、電話番号、

ファクシミリ番号を記入し、ファクシミリ

または往復ハガキ（返信用に、住所と氏

名を記入）で、ＮＰＯ法人食育と食の救援
隊／〒１６５－００２６新井４－２７－６－
３０４へ。２月２８日必着。抽選で１５人

子育て講座シリーズ 
「知って楽しい 
赤ちゃんのふしぎ発見 
～０・１歳児の心と体の発達
とその関わり方～」
育成活動支援担当／３階 
（３２２８）５６４８　 （３２２８）５６５９

　０・１歳児の育て方や脳の発達、遊び

の基本などを実例から学びます。

日時…２月２２日、３月８日いずれも日曜

日、午前１０時～正午。全２回

会場…南中野地域センター（南台３－６

園　名
３歳児

所在地
募集人数

かみさぎ 上鷺宮
４－８－１２

３人 ５人

ひがしなかの 東中野
５－８－２１

１３人 ３人

みずのとう 江古田
１－１－１

７人 ４人

やよい 弥生町
１－５８－１４

５人 ２人

４歳児

2月8日・１１日・１５日分
医療機関名 診療科目 所在地 電　話

２
月
８
日

当
番
医

ルカ病院 内・外 野　方３－６－１ （３３８９）２３１５
あおき眼科 眼 大和町１－６５－４－１Ａ （６２３１）５１４８
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

東中野クリニック 内・神内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
小松原クリニック 内・消内 弥生町５－２６－９－２Ｆ （３３８０）６７２８
川崎歯科クリニック 歯 大和町１－６５－２－１Ｆ （３３３９）８２４１
菅沼歯科 歯 中　野３－３４－２９－４Ｆ （３３８４）９０１０

薬
局

クニ薬局 沼　袋３－１６－１０ （３３８６）２２９３
くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

２
月
11
日

当
番
医

慈生会病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
重福医院 内・アレルギー 野　方５－２９－５－２Ｆ （５３２７）３８０３
財満小児科医院 小 新　井１－３４－１７ （３３８８）３６８８

東京警察病院 内・外・整・
脳神経外・産婦 中　野４－２２－１ （５３４３）５６１１

桃園医院 内 中　野３－４０－２５ （３３８１）３７４７
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５－１Ｆ （３３８０）０３２５
小川クリニック歯科 歯 大和町２－４６－４ （３３３０）２５２５
ジョージ歯科 歯 中　野３－３４－３１－３Ｆ （３３８４）１３８４

薬
局

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
なごみ薬局 野　方１－２９－５ （６３８３）３１８９

２
月
15
日

当
番
医

横畠外科胃腸科病院 外・内 新　井２－６－１ （３３８９）２５３１
大場診療所 内・小 大和町３－４０－６ （３３３０）００７３
小金澤医院 内・循 江原町２－１９－３ （３９５１）５６２１
佼成病院 内・外 弥生町５－２５－１５ （３３８３）１２８１
おがた皮フ科クリニック 皮 中　央２－２－３１－６Ｆ （３３６６）４１１２

やまもと消化器内科
クリニック 内・外 本　町３－３１－７－１Ｆ （５３０４）１１９５

田上歯科医院 歯 大和町２－１３－５ （３３３８）１０７６
山本歯科医院 歯 中　野３－３７－７－２Ｆ （３３８３）１８２３

薬
局

むさしの薬局 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７
栄真堂薬局 大和町３－４４－２ （３３３７）２５１０

１５歳以下のお子さんを対象に、小児科医が診療を行います。
　開設場所…中野総合病院内／中央４－５９－１６　　（３３８２）９９９１
　診療時間…午後７時～１０時（年中無休）

☆ 受診する旨を電話で連絡のうえ、
保険証・医療証をお持ちください

☆ 入院などが必要な場合は、ほか
の病院を紹介します

開設場所
診療時間

●休日当番医の診療時間
　＝午前９時～午後５時
　保険証・医療証をお持ち
　ください。往診はしません。

●休日当番薬局の開設時間
　＝午前９時～午後５時半
　医療機関受診時の処方せんを
　お持ちください。

★夜間及び日曜日、祝・休日の
　医療機関案内
　＝東京都保健医療情報センター
　「ひまわり」
　 （５２７２）０３０３
　 （５２８５）８０８０
　（ファクシミリは聴覚・言語障害者向け）
　携帯電話などからは
　http://www.himawari.metro. 
　tokyo.jp/kt/

★救急相談センター（２４時間受け付け・年中無休）
　プッシュ回線・携帯電話・PHSからは
　＃７１１９
　ダイヤル回線　 （３２１２）２３２３

★医療機関案内
　中野消防署　 （３３６６）０１１９
　野方消防署　 （３３３０）０１１９

★小児救急相談、育児・妊産婦の相談
＝東京都「母と子の健康相談室」
（５２８５）８８９８

☆プッシュ回線・携帯電話からは
＃８０００も利用可
月～金曜日＝午後５時～１０時
土・日曜日、祝・休日
＝午前９時～午後５時

☆
事
前
に
電
話
で
確
認
を

クラス 申込締切 試験日

昼
入　門 ３月１９日
基　礎

２月２５日
３月５日（木）

応　用 ３月６日（金）

夜
入　門 ３月１９日
基　礎

２月２３日 ３月３日（月）
応　用

子ども 子育て
区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます

健康・
　福祉

毎月第１土曜日は
「中野区健康づくりの日」

区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます 52
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