
広　

告

健康づくり月間 
講演会フォロー講座 

「ダンベル体操」
健康推進担当／６階 
（３２２８）８８２６　 （３２２８）５６２６

　１月２５日に健康づくり月間講演会で

実施したダンベル体操について、フォ

ロー講座を実施します。実技のほか、質

疑応答の時間も。参加者にはウォーター

ダンベルをプレゼント。

日時…３月３１日（火）午後２時〜４時ごろ

会場…桃園地域センター（中央４ー

５７ー１）

☆駐車場はありません。上履きを持参し、

動きやすい服装で当日直接会場へ。先着

３０人

障害者福祉会館の 
取扱業務が変わります
障害者福祉会館 
（３３８９）２１７１　 （３３８９）２１７５

　中野区障害者福祉会館は、４月１日か

ら指定管理者制度へ移行し、次の業務の

取り扱いを終了します。

○障害者（児）緊急一時保護や訪問入浴

サービスの申し込み受け付け（区役所１

階障害者等の保健福祉相談窓口へ）

○身体障害者手帳や補装具についての相

談など、障害者の福祉に関する相談業務

（保健福祉センターか区役所１階障害者

等の保健福祉相談窓口へ）

○福祉タクシー券の交付や都営交通の無

料乗車券、民営バスの割引の手続き（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、地域センターへ）

☆障害者福祉会館の送迎バスの時刻表も

変わります

福祉サービスの苦情は 
「福祉オンブズマン制度」 
「民間福祉サービスの 
紛争調停制度」の利用を
権利擁護推進担当／６階 
（３２２８）８７２５　 （３２２８）８７１６

　電話、ファクシミリまたは手紙（住所、

氏名、電話番号、内容を明記）で、権利

擁護推進担当へご相談ください。

＜このレシピを選んだ理由＞
お母さんがお休みの時に楽なように。

　区は、中野の子どもたちの元気を応援する朝ごはんレシピ
を募集し、４８作品の応募がありました。その中から、子ど
もの部、大人の部、それぞれ３作品を入賞候補として選び、
去る２月１日に開催した「食育・健康づくりフェスタ」で、
来場者による投票の結果、次の作品が金賞に選ばれました。

デザートはシリアルフルーツヨーグルト
調理は電子レンジで簡単。材料はよく加熱してね。危なくないので、
子どももつくってね。
　☆その他の入賞作品については、区ホームページ「食育・健康づくり
プログラム」でご覧になれます

朝ごはんレシピ子どもの部　金賞受賞作品
ほそのゆうじさん（小学１年生）作
パクパクあさごはん

朝ごはんレシピ子どもの部　金賞受賞作品
ほそのゆうじさん（小学１年生）作
パクパクあさごはん

▲中野区食育キャンペー
ンマスコットキャラ
クター「うさごはん」

子ども健康担当／３階
　（３２２８）５６２３　　（３２２８）５６５７

・あたたかいごはん…適量
・卵…１個
・じゃこ…大さじ１
・冷凍むき枝豆…大さじ１
・かつおぶし、のり、ゴマ
  …適量

・みそ…小さじ半分
・乾燥わかめ…小さじ半分
・白菜、ニンジン…少々
・ベーコン、水、ゆず、刻
  みネギ…適量
・牛乳…大さじ１

みそ、乾燥わかめ、白菜、
ニンジン、ベーコン、水
を茶碗に入れて混ぜ、電
子レンジで温める。牛乳
を入れ、ゆず・刻みネギ
を散らす。卵・じゃこ・冷凍むき枝豆

を茶碗に入れて軽く混ぜ、
電子レンジでぬるめに温め、
もう一度混ぜてごはんにか
ける。その上にかつおぶし
とのり、ゴマをかける。

②スープ

①混ぜごはん

②スープ

①混ぜごはん

中野区食育推進事業

福祉タクシー券
身体障害者手帳を持つ、次のいずれか
の方
①下肢・体幹・移動機能障害１～３級
②視覚障害１・２級
③上肢機能障害１級
④内部障害１・２級
または愛の手帳１・２度を持つ方

リフト付福祉タクシー券
福祉タクシー券の対象となる方で、車
いすやストレッチャーを使用する方
☆いずれも、施設入所中の方には交付
できません

福祉タクシー券の交付を３月２６日から始めます
障害者社会参画担当／１階　　（３２２８）８８３２　　 （３２２８）５６６０

３月２６日以降の平日に、本人または
代理人が左記手帳と交付確認帳を
持って、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、地域センターへ
☆地域センターでは、リフト付福祉タ
クシー券の申し込みはできません

申請した月から９月までの分を交付。
福祉タクシー券＝１か月１冊（３，６００
円分）。申請期間中１回のみの申請。リ
フト付福祉タクシー券＝車いす券は
１か月８枚、ストレッチャー券は１か
月２枚
☆リフト付福祉タクシー券は、車いす
やストレッチャーのまま乗車できる
リフト付福祉タクシーの予約・迎車料
とストレッチャー使用料が無料にな
る券です。１回の乗車に１枚の券が必
要

対　象 申込み 交付枚数

３月８日・１５日・２０日分

●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

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

医療機関名 診療科目 所在地 電　話

３
月
８
日

当
番
医

ルカ病院 内・外 野　方３－６－１ （３３８９）２３１５
やまと診療所 内・循 大和町３－３－１２ （３３３９）５６４０
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
佼成病院 内・外 弥生町５－２５－１５ （３３８３）１２８１
山田医院 産婦・小・内・皮 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
本郷診療所 内 本　町４－２６－２ （３３８１）５４５６
落合歯科医院 歯 野　方１－９－１６ （３３８５）３４３４
西村歯科医院 歯 東中野１－３３－６ （３３６９）６３０３

薬
局

ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３
クニ薬局 沼　袋３－１６－１０ （３３８６）２２９３

３
月
15
日

当
番
医

薄病院 内・外 白　鷺２－１－２１ （３３３０）３３４１
のがたクリニック 内・外・小 野　方１－４０－１ （３３８９）２２０１
赤沢医院 内 中　野５－３３－２８ （３３８７）１８１１
中野総合病院 内・外・小・整・脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１
新井クリニック 内・循・消 東中野３－１０－１２－３Ｆ（５３３１）３３８３
川島診療所 内・外 弥生町３－２７－１１ （３３７２）４４３８
松永歯科医院 歯 野　方１－３０－１ （３３８８）６２５０
羽生歯科医院 歯 東中野１－３７－９ （３３６１）４９９１

薬
局

くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０
わかば薬局 弥生町３－２７－１１ （３３７２）５６６４

３
月
20
日

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２
宮嶋メディカルクリニック 内・呼・アレルギー・皮 上高田２－４０－１７ （３３８６）０５８４
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
上落合おばたクリニック 内・外・肛・消 東中野５－２９－１０ （５３３２）６８８６
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５ （３３８０）０３２５
服部歯科医院 歯 野　方１－４２－１３ （３３８８）６４８４
熱田歯科医院 歯 東中野１－４３－２ （３３６８）６５６４

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

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」
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