
口＝9月6日まで。総計で先着60人

点字講習会（実用編）
障害者福祉会館
沼袋２－４０－１８
☎（３３８９）２１７１　FAX（３３８９）２１７５

　点字ボランティア育成のための講習会
です。
☆点字キットを使用。お持ちでない方は、
教材費として2,500円程度が必要
日時　9月5日～11月7日の毎週水曜日、
午前10時～正午。全10回
会場　障害者福祉会館
対象　区内在住・在勤・在学で、点字の
基礎知識がある方
申込み　8月7日～9月4日の平日午前
9時～午後5時に電話またはファクシミリ
（「点字講習会（実用編）受講希望」、住
所、氏名とふりがな、電話番号を記入）
で、障害者福祉会館へ。
先着15人

9月6日まで。先着96人　☆手話通訳・
一時保育（先着6人）希望の方は、8月31
日までにあわせて申し込みを

健康講座「多
た

胡
ご

肇
はじめ

先生の
ラジオ体操講座」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２３　FAX（３３８９）４３３９

　究極の全身運動「ラジオ体操」。その効
果的な動き方について、NHKテレビ・ラ
ジオ体操指導者に学びます。動きやすい
服装で参加を。
日時　9月6日（木）午後2時半～4時
会場　江古田区民活動センター（江原町2
－3－15）
対象　区内在住・在勤・在学の方
申込み　8月6日から電子申請か、電話
または直接、北部すこやか福祉センター
へ。江古田区民活動センター☎（3954）
6963でも、電話または窓口で受け付け
ます。電子申請＝9月4日まで、電話・窓

講演会「現代病としてのうつ病
〜身近な人の悩みに
気づくには〜」
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４

　うつ病は、誰もがかかる可能性があり、
治療をすれば回復に向かいます。
　現代病としてのうつ病と一昔前のうつ
病の違いや、治療法について学びます。
日時　9月7日（金）午後6時半～8時半
会場　産業振興センター（中野2－13－14）
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　野村総一郎氏（六番町メンタルクリ
ニック所長）
申込み　8月6日から電子申請か、電話
またはファクシミリ（講演会名、氏名とふ
りがな、電話番号、手話通訳希望の方は
その旨、一時保育希望の方はお子さんの
氏名とふりがな、月年齢、性別を記入）
で、鷺宮すこやか福祉センターへ。電子
申請＝9月5日まで、電話・ファクシミリ＝

障害のある方、
難病の方へ 医療費助成制度と各種手当をご存じですか

申請手続きに必要な
ものや所得制限の基
準などについて詳しく
は、右記の 申請窓口
へ問い合わせを。

申
請
窓
口

障害者福祉事業担当／１階 
☎（３２２８）８９５３
FAX（３２２８）５６６５
または右記のすこやか福祉センターへ

南部　☎（５３４０）７８８８　FAX（５３４０）７８８０
中部　☎（３３６７）７８１０　FAX（３３６７）７８１１
北部　☎（５９４２）５８００　FAX（５９４２）５８０２
鷺宮　☎（６２６５）５７７０　FAX（６２６５）５７７２

　8月から、下表の4種類の手当の所得限度額適用年度が
変わりました。平成29年中の所得が基準額以下で、支給
要件（身体障害者手帳・愛の手帳の等級、年齢など）に当
てはまる方は、手当を受けられます。申請窓口 で申請して
ください。

各種手当心身障害者医療費助成制度（ 受給者証）

手当の種類 支給対象となる方

障害者
福祉手当

身体障害者手帳1～3級（脳性ま
ひ、進行性筋萎縮症の方は等
級問わず）または愛の手帳1～4
度をお持ちの方

新規申請時に
65歳未満の方
☆以前受給し
ていた65歳以
上の方は、相
談を

難病患者
福祉手当

特定医療費（指定難病）受給者
証または医療券をお持ちの方
☆小児慢性疾患医療券をお持
ちの方も、対象になる場合あり

特別
障害者手当 原則として、診断書（有料）により対象と判定さ

れた方障害児
福祉手当

　身体障害者手帳1・2級（内部障害は3級まで）、愛の手帳1・
2度をお持ちの65歳未満の方で、平成29年中の所得が所得
基準額以下の方は、 受給者証の交付が受けられます。

現在 受給者証をお持ちでない方へ
　申請窓口 で手続きをしてください。
　なお、65歳以上の方でも、以前に 受給者証をお持ちだっ
た方は、申請により交付を受けられる場合があります。条件
などについて詳しくは、事前に 申請窓口 へ問い合わせを。

既に 受給者証をお持ちの方へ
　8月31日で有効期限が切れる 受給者証（水色）をお持ち
の方で、平成29年中の所得が所得基準額以下の方へ、9月
以降に使用できる新しい 受給者証（黄色）を８月下旬に郵送
します。

来年1月から精神障害者保健福祉手帳1級も対象に
　対象となる方には、6月14日ごろ東京都から案内が郵送
されています。ご確認ください。

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

※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）

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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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

８月5日〜20日の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

８
月
5
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

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

やまぐち内科
ハートクリニック 内 上鷺宮２－４－１ （３９７０）０７７０

おうじ内科・
糖尿病クリニック 内・小 中　野５－２６－８ （３３８８）１０２４

山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
こばやし歯科医院※ 歯 中　野５－６６－３  ３階 （３３８８）７８８７

薬
局

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

８
月
11
日
（
土
・
祝
）

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
美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８
寺内医院 内・産婦 新　井５－３１－１ （３３８６）２２６７
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
秋吉クリニック 内 本　町３－２０－２２ （３３７８）１６００
タカヒロデンタルオフィス 歯 上鷺宮５－８－６ （３９２６）４１８２
中野中央歯科診療室 歯 中　央４－１５－９ （３３８３）０００２

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

８
月
12
日
（
日
）

当
番
医

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

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
鷺ノ宮耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 鷺　宮３－２０－１０ （５３２７）４１８７
ハートケア銀河クリニック 内・心内・精 本　町２－５０－１２　２階 （５３７１）０９０９
三五医院 内 南　台２－６－８ （３３８１）０３１３
中島歯科医院※ 歯 松が丘１－１７－２－１０６ （３３８８）０１８９

薬
局

わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

８
月
19
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
やまぐち内科
ハートクリニック 内 上鷺宮２－４－１ （３９７０）０７７０

井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
森山歯科医院※ 歯 中　央４－５３－３　１階 （３３８１）５９３９

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

健康・
福祉

information

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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