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ご存じですか 
私立幼稚園等園児の
保護者向け補助金
幼稚園担当／３階
☎（３２２８）５６８１　FAX（３２２８）５６６７

　私立幼稚園などにお子さんを通わせて
いる区内在住の保護者の方に、保育料や
入園料の一部を補助します。
　申請書と案内の配布は、５月末ごろを
予定。新規入園児には通園先の幼稚園で
配布し、進級児には自宅へ郵送します。
　なお、補助金の取り扱いが昨年度まで
とは一部変更になる園があります。その
場合は、通園先の園を通じてお知らせす
る予定です。

就学相談のご利用を
特別支援教育担当／５階
☎（３２２８）５５５７　FAX（３２２８）５６８０

　発達の状況や障害の状態に応じた適切
な教育をお子さんが受けられるよう、専
門員に相談できます。
対象　障害のあるお子さんや就学に不安
のあるお子さんで、次の①～③のいずれ
かに当てはまる方
①来年４月に小学校入学の予定（平成２１
年４月２日～同２２年４月１日生まれ）
②現在、就学を猶予または免除されてい
て、来年４月からの就学を予定
③来年４月に区立中学校の特別支援学級
または都立特別支援学校の中学部への入
学を希望
日時　毎週月・火・木曜日の午前９時半
から、午後１時半から、３時から　☆相談
時間はおおむね１時間半
会場　教育センター（野方１－３５－３）
申込み　６月１日からの平日に電話または
直接、特別支援教育担当へ

か、電話または直接、南部すこやか福祉
センターへ。先着１５人

ピースの会 
（多胎児親子の会）
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８８）０２４０　FAX（３３８９）４３３９

　双子など多胎児のお子さんがいる、区
内在住の保護者と妊婦の懇談会です。
　お子さんも一緒に参加できます。
日時　６月３０日（火）午前１０時～11時半
会場　北部すこやか福祉センター
申込み　５月２１日～６月２3日に電子申請
か、電話または直接、北部すこやか福祉
センターへ。先着１５組

お子さんに関わる手当の
手続きはお済みですか
児童手当担当／３階
☎（３２２８）８９５２　FAX（３２２８）５６５７

　お子さんを養育している区内在住の保
護者の方に区が手当を支給する制度があ
ります。
　次の対象要件に該当する区内在住の方
で、まだ申請をしていない方は、児童手
当担当へ問い合わせを。
対象
児童手当＝中学校３年生までのお子さん
児童育成手当・児童扶養手当＝母子・父
子家庭または父母のいずれかに重度の障
害がある家庭の、１８歳になって最初の３
月３１日を迎えていないお子さん
児童育成（障害）手当・特別児童扶養手当
＝２０歳未満の障害のあるお子さん
☆いずれの手当も、所得制限による減額・
支給停止等あり。詳しくは、区 をご覧
になるか、児童手当担当へ問い合わせを

日本脳炎の予防接種
保健予防担当（中野区保健所）
中野２－１７－４
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　日本脳炎の予防接種は４回受けること
になっており、通常は、第１期が「生後６
か月から７歳半になるまでに３回」、第２期
が「９歳から１３歳になるまでに１回」です。
　ただし、平成１７年度～同２１年度には
実質的に接種が休止状態であったため、
特例措置として、平成１９年４月１日以前に
生まれた方は、２０歳の誕生日の前日まで
は接種を受けられます。
　接種の際には、予防接種予診票が必要
です。お子さんの母子健康手帳を持参の
上、保健予防担当またはすこやか福祉セ
ンターで、予診票の交付を受けてくださ
い。

妊婦さんの
歯っぴいお食事講座
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　妊娠期や出産後の食事のポイント、妊
娠中のお口のケアについて学ぶ体験型の
講座です。
日時　６月２６日（金）午後１時半～３時半
会場　南部すこやか福祉センター
対象　第一子を出産予定の区内在住の方
申込み　５月２６日～６月２３日に電子申請

６月は東京都ＨＩＶ検査・相談月間
ＨＩＶ（エイズウイルス）
即日検査・相談のご利用を
保健予防担当（中野区保健所）
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）
による感染症です。昨年は、都内で新た
にＨＩＶ感染者・エイズ患者あわせて５１２人

（速報値）が確認されました。
　その一方で、医療の進歩に伴い、ＨＩＶの
感染を早期に発見し治療を始めることで、

エイズの発症や症状の進行を抑えることが
できるようになってきています。仕事を続け
ていくこともでき、「ＨＩＶ感染＝エイズ」でも
なくまた、「エイズ＝死」でもありません。
　東京都ＨＩＶ検査・相談月間に合わせて、
当日に結果が分かるＨＩＶ（エイズウイルス）
即日検査・相談を日曜日に実施します。
　希望する方はどなたでも、匿名・無料
で検査・相談ができます。この機会に、
ぜひＨＩＶ検査を受けましょう。
日時　６月７日（日）午後１時～３時受け付け
会場　中野区保健所（中野２－１７－４）
申込み　６月５日までの平日の正午～午後
８時に電話で、事業委託先のＮＰＯ法人ア 
カー☎︎（６３８２）６１９０（予約専用）へ。匿名 
で申し込み可。聴覚障害のある方は、ファ
クシミリ（匿名受け付けなので、連絡先ファ
クシミリ番号のみ記入）で保健予防担当へ
☆８月、１０月、１２月と来年２月にも実施。

日程などについて詳しくは、ＮＰＯ法人ア
カーの HPhttp://www.occur.or.jp/hiv 
kensanakano.htmlで確認を

高次脳機能障害について専門
相談員に相談できます（予約制）
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎・FAX（３３８９）２３７５

　高次脳機能障害は、交通事故や脳血管
障害などの病気で脳が損傷を受けた場合
に発症します。記憶や注意力、行動に関
わる障害です。
　相談日時や予約方法などについて詳し
くは、午後１時～６時（月曜日・祝日・年
末年始を除く）に電話で、障害者地域自立
生活支援センター「つむぎ」へ問い合わせ
を。☆相談後、支援員による支援も受け
られます

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

☆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（年中無休）。
中野総合病院内／中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

（午後５時半以降に電話してください）
受付時間　午後６時半～９時４５分受付時間
診療時間　午後７時～１０時

中野区準夜間こども救急診療

診療時間

☆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
（年中無休）。
中野総合病院内／中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１（午後５時半以降に電話してください）
受付時間 午後６時半～９時４５分受付時間
診療時間 午後７時～１０時

中野区準夜間こども救急診療

診療時間

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

５
月
24
日
（
日
）

当
番
医

薄病院 内・外 白　鷺２－１－２１ （３３３０）３３４１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
新井五行堂醫院 内・漢 上高田２－９－１１ （３３８７）０８９３
のがたクリニック 内・小 野　方１－４０－１ （３３８９）２２０１

くすのき診療所 内・外・
脳神経外 中　央２－７－８ （３３６１）００７２

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
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
パレット薬局中野坂上店 中　央２－２－２２ （６９１４）００１７

５
月
31
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
新橋医院 内・消 新　井２－１０－３ （３３８５）２８００
高田医院 小・内 江古田３－５－１０ （３３８６）７３８３
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
高野歯科クリニック 歯※ 本　町４－２１－１６－２０３ （３３８３）４６１８

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
みづほ薬局 江古田３－６－１ （３３８６）１３９８

5月の休日当番医・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）

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、
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

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

HP
詳しく

で
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