
６月は食育月間
食育月間パネル展
健康企画担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　食べることは生きること。毎日の食事
は大切な心と体を育みます。
　生涯にわたり健康で生き生きと暮らす
ことができる地域社会を目指し、みなさ
んから募集した食育川柳と中野区絵手紙
の友連絡会による絵札を基に作成した「な
かの食育かるた」などを展示します。　
期間　６月１日（金）～２９日（金）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
☆「なかの食育かるた」は区役所１階福祉
売店で販売中（１組６５０円）

東京総合保健福祉センター
江古田の森公開セミナー
「夏を元気に乗り切る為の
具体的な水分補給の工夫」
介護基盤整備担当／６階
☎（３２２８）５６３１　FAX（３２２８）５６６２

　どなたでも参加できます。高齢者の熱
中症予防に効果的な水分補給の方法など
を学びます。
日時　６月２日（土）午後２時～３時
会場・問合せ先　
東京総合保健福祉センター江古田の森
（江古田３－１４－１９）☎（５３１８）３７１１
☆当日直接会場へ。先着５０人程度

健康講座「身近に感じるスト
レッチ～呼吸を大切に～」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　精神障害のある方とその家族・支援者、
関心のある方が対象の講座です。
日時　６月１０日（日）午後１時半～３時

会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　５月２２日～６月９日に電話で「せ
せらぎ」へ。先着２０人

カラダバランスセミナー
いつでもどこでも「ながら運動」
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　仕事や家事の合間などにすぐできる手
軽な運動をスポーツクラブ講師に学びま
す。
日時　６月２３日（土）午後２時～３時
会場　産業振興センター
対象　区内在住の勤労者、区内在勤の方
申込み　５月２１日から産業振興センター
から申し込むか、電話、ファクシミリ

（氏名とふりがな、電話番号、メールア
ドレスを記入）または直接、産業振興セン
ターへ。先着１０人

三療サービス（はり・きゅう・
マッサージ）
高齢福祉担当／６階
☎（３２２８）５６３２　FAX（３２２８）５６６２

　資格を持った施術者からマッサージ等
を受けられます。
　次の①②とも
施術料　１回９００円　☆４５分間
①施設サービス
　区内の高齢者会館など３０か所の施設
で、毎月１回実施。
対象　区内在住の６０歳以上の方
申込み　住所・氏名・年齢を確認できる
もの（健康保険証など）を持って、実施施
設で手続きを。共通登録証を発行します
☆きゅうは位置の指示のみ。実施施設の
所在地や実施日などについて詳しくは、
高齢福祉担当へ問い合わせを

②出張サービス
　年間４回まで、自宅で施術を受けられ
ます。
対象　次のいずれかに該当する区内在住
の方
・６５歳以上で、常時寝たきりまたは重度
の認知症
・身体障害者手帳１級を持っている
・被爆者健康手帳を持っている
申込み　お住まいの地域を担当する地域
包括支援センターへ
☆担当センターが不明な場合は、高齢福
祉担当へ問い合わせを

日本脳炎の予防接種の
特例措置を行っています
保健予防担当（中野区保健所）
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　日本脳炎の予防接種は、通常、第１期
が「生後６か月から７歳６か月までに３回」、
第２期が「９歳から１３歳の誕生日の前日ま
でに１回」で、計４回受けることになってい
ます。
　ただし、平成１７年度～同２１年度は実
質的に接種が休止状態だったため、次の
①②の方には特例措置があります。
①平成１９年４月１日以前に生まれた方
　２０歳の誕生日の前日までは、定期予
防接種として４回接種できます。
②平成１９年４月２日～同２１年１０月１日
生まれの方で、７歳６か月までに日本
脳炎第１期の接種が完了していない方
　９歳から１３歳の誕生日の前日までの
間、第１期不足分を定期予防接種として
接種できます。
☆接種の際には、予防接種予診票が必
要。お子さんの母子健康手帳を持参の
上、すこやか福祉センターまたは保健予
防担当で予診票の交付を受けてください

健康・
福祉

information

休日当番医の診療時間
☆事前に電話で確認を

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
☆事前に電話で確認を

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。

夜間および日曜日、
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
FAX（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/

小児救急相談
東京都「子供の健康相談室」
☎（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６時～１１時
土・日曜日、祝・休日
　午前９時～午後１１時

救急病院案内

中野消防署　☎（３３６６）０１１９
野方消防署　☎（３３３０）０１１９

東京消防庁
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

ダイヤル回線　
☎（３２１２）２３２３

＃７１１９

東京消防庁
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

ダイヤル回線
☎（３２１２）２３２３　

＃７１１９

☆電話は午後5時半以降に
してください
☆必ず事前に電話で連絡を。
症状により診療できない
場合があります
☆入院などが必要な場合は、
他の病院を紹介します
☆保険証・医療証を持って
受付時間内に来院を

　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。

中野区準夜間こども救急診療

☆電話は午後５時半以降にしてください
☆必ず事前に電話で連絡を。症状により診療できない場合があります
☆入院などが必要な場合は、他の病院を紹介します
☆保険証・医療証を持って受付時間内に来院を

　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。
中野区準夜間こども救急診療

新渡戸記念中野総合病院内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

新渡戸記念中野総合病院内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

5月20日〜6月5日の休日当番医・当番薬局

※印は、歯科医療拠点事業（午前９時〜正午は、歯科救急電話相談も受け付け）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

５
月
20
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０
中山レディスクリニック 産婦 東中野３－９－１４ （３３７１）２６７６
新中野内科クリニック 内・消内 本　町４－４５－９ （６３８２）５２７０
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
大久保歯科クリニック※ 歯 野　方６－４－１　２階 （３３３０）４１４４

薬
局
むさしの薬局沼袋店 江古田２－１４－１５ （５３８０）３９３９
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

５
月
27
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
やじまクリニック 小 若　宮２－１－２３ （３３３９）１８１１
中野診療所 内・小 本　町６－１２－１３ （３３８１）０１５１
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
白石医院 産婦･内･小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
歯科仲井診療所※ 歯 中　野３－３１－７ （３３８２）８８１８

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

６
月
３
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

新渡戸記念中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）９９９１

いしい内科クリニック 内 沼　袋４－３１－１１　１階（５３４５）７６６７
おうじ内科・糖尿病クリニック 内・小 中　野５－２６－８ （３３８８）１０２４
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
友内歯科医院※ 歯 野　方５－２５－４ （３３３０）２４５６

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可
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