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認知症高齢者グループホーム
　　マッチング事業説明会ご案内

都内の不動産をグループホーム等福祉事業
で活用をお考え頂ける不動産オーナー、
ぜひ、一度説明会にご参加ください！

説明会開催日（不動産オーナー対象）

日時 10月18日（木）
13:30～

会場 新宿区大京町23-3四谷オーキッドビル8階

☎03-6380-4200 公益社団法人日本認知症グループホーム協会
マッチング事業事務局お申込み・お問合せ

東京都
委託事業

「せせらぎ」へ。先着15人

女性のための健康講座
「骨の健康は若さの秘けつ！」

 
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４

　骨量測定、かむ力やカルシウム食事バ
ランスのチェックを行った後、骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

と
女性特有の疾患について話を聞きます。
日時　10月16日（火）午後1時半～3時45
分
会場　鷺宮すこやか福祉センター
対象　区内在住の18歳～64歳の女性
講師　寺内智子氏（寺内医院院長）
申込み　9月21日～10月15日に電子申
請か、電話または直接、鷺宮すこやか福祉
センターへ。先着20人　☆一時保育（先
着8人）を希望の方は、10月5日までにあ
わせて申し込みを
 

「職場で気軽に
リフレッシュストレッチ」
 
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　職場でも出来る、心と体をリフレッシュ
させるストレッチを学びます。
日時　10月27日（土）午後2時～3時
会場　産業振興センター
対象　区内在住・在勤の方
申込み　9月21日から産業振興センター

で申し込むか、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、同センターへ。先着 
10人

成年後見申立て講座
 
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

 　制度の内容や利用する場合の申し立て
方法などについて、実際の書類を使った
分かりやすい説明を聞きます。
日時　10月9日（火）午後2時～4時
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　9月21日～10月5日に電話また
はファクシミリ（氏名とふりがな、電話番号 
を記入）で、中野区成年後見支援センター
へ。先着40人

１０月１７日～２３日は
「薬と健康の週間」
くすりの相談会のご利用を
医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　FAX（３３８２）６６６７

　薬の飲み合わせや購入時に確認すべき
ことなどを、薬剤師に相談できます。体
脂肪測定や健康相談なども実施。
日時　10月7日（日）午前10時～午後4時
会場　帝京平成大学（中野４－２１－２）
☆当日直接会場へ。駐車場はありません

「食欲の秋に負けない！
お手軽ダイエット食講座！」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　区内在住の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。健康
に良い食事をつくり、日頃の食生活の見
直しに役立てます。
日時　10月11日（木）午後1時半～2時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　9月21日～10月10日に電話で、

高齢者・障害者のための
無料法律相談
中野区成年後見支援センター
中野５－６８－７（スマイルなかの内）
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　成年後見制度や遺言、相続等の相談や
福祉サービスの利用について、弁護士・
社会福祉士に相談できます。
日時　10月10日・24日、いずれも水曜
日、午後3時から　☆11月以降、原則奇
数月は第1・第3水曜日に、偶数月は第2・ 
第4水曜日に実施（ただし、来年1月は9
日・30日）
相談時間　一人当たり45分程度
会場　スマイルなかの
申込み　各相談日の7日前までに電話ま
たは直接、中野区成年後見支援センター
へ。各日先着2人
☆担当弁護士への案件依頼や弁護士の紹
介は行っていません

成年後見制度の申立経費、
成年後見人等の報酬費用の
助成を受けられます
 
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　認知症や知的障害、精神障害などで物
事を判断する能力が十分でなくなり、自
分では契約や財産管理などをするのが難
しい方の権利を守る「成年後見制度」。
　その申し立てに必要な経費や成年後見
人等への報酬の負担が困難な方に、費用
の全部または一部を助成しています。
対象・助成内容
申立経費助成＝後見開始等の審判請求を
行おうとする申立人に対する申立手数料、
鑑定費用等（印紙、切手などによる助成）
報酬費用助成（１か月当たりの限度額）＝家
庭裁判所から親族以外の成年後見人が選
任された被後見人に対する助成（報酬付
与審判前に限る）。被後見人が在宅で生
活している場合は28,000円、施設等で
生活している場合は18,000円
☆いずれも住所や所得の条件あり。条
件や申し込み方法などについて詳しくは、
中野区成年後見支援センターへ問い合わ
せを
 

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

9月20日〜10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

９
月
23
日
（
日
・
祝
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０
おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６
新中野内科クリニック 内・消内 本　町４－４５－９ （６３８２）５２７０
白川クリニック 内・外 南　台２－５１－８　１階 （６３８２）５０１１
葉山歯科クリニック※ 歯 丸　山１－１－２ （５３８０）３６７８

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

９
月
24
日
（
月
・
休
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
高野整形外科 整 弥生町４－１８－７ （３３８０）６７００
サエグサ歯科医院 歯 沼　袋１－７－１３ （３３８５）３７５１
酒井歯科医院 歯 中　野５－６５－５　５階 （３３８８）６４８２

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

９
月
30
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
小金澤医院 内・循 江原町３－３５－８ （３９５１）５６２１
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
林歯科医院※ 歯 中　野５－３０－６－２０９（３３８７）１３５４

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

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
東京都医療機関案内サービス
「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

健康・
福祉

information

▲ハクビシンは鼻
筋が白く、体に
は模様がない

衛生環境担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６２　ＦAX（３３８２）６６６７

ハクビシン、アライグマの被害に遭ったら

　ハクビシン等の野生動物が「自宅に住み着いている」「家庭
菜園などを食い荒らす」という被害が区内でも増えています。
　そのため区は、ハクビシン等の被害に遭っている家庭を対象
に、「箱わな」を設置して捕獲・駆除する事業を行っています。
　この事業の利用には、箱わなの設置場所の提供、毎日の見回り、捕獲時の連
絡等についての協力が必要です。
　申し込み方法などについて詳しくは、衛生環境担当へ問い合わせを。
☆随時受け付け

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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