
広
　
告

区報に広告を
掲載しませんか
区報に広告を
掲載しませんか

　区内全域に約１９万部、
各戸配布しています。
　料金や規格などについ
ての詳しい資料を郵送し
ますので、 問い合わせを。

区報担当／４階
☎（３２２８）８８０５
FAX（３２２８）５６４５

６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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

６
月
７
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

野原産婦人科クリニック 産婦 上高田３－３９－１２ （３３８６）２５２５

橋本医院 内 野　方３－１５－３ （３３８９）０３５５

山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５

やなだクリニック 泌・内 弥生町６－２－２０ （５３４２）９５１１

大石歯科クリニック 歯※ 中　野６－２８－８ （３３６０）１２７０

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

６
月
14
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

熊谷医院 内・外 鷺　宮３－３２－５ （３３３８）１５１５

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

向井内科クリニック 内 中　野２－１２－５ （５３８５）０７１７

仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１

立花歯科医院 歯※ 本　町４－３０－２５　２階 （３３８２）６４８０

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

出張ピアカウンセリング
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　同じ障害のある方と話し合う中で、悩み
や気持ちを共有する「ピアカウンセリング」。
　今回は、区内在住の肢体不自由の方が
対象です。
日時　６月１９日（金）午後１時半～３時半
会場　沼袋区民活動センター（沼袋２－４０
－１８）
☆当日直接会場へ。なお、「つむぎ」では
定例のピアカウンセリングも実施中。実
施日などについて詳しくは、区 をご覧
ください

つむぎセミナー「アロマを楽しむ」
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　疲れたり、怒りっぽいと感じたりした時
のアロマ（香り）の活用方法を学びます。
日時　６月２１日（日）午後１時～３時
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　区内在住の身体障害や知的障害の
ある方とその家族・支援者、障害者の支
援に関心のある方
講師　高村志保氏（アロマセラピスト）
参加費　４００円（材料費）
申込み　６月６日～１９日に電話またはファ
クシミリ（住所、氏名とふりがな、電話番
号を記入）で、中野区障害者地域自立生活
支援センター「つむぎ」へ。先着２５人

目からウロコの食育体験
～計測＆食育体験で元気になろう～
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１　
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　体重・体脂肪・骨量計測や個別栄養相
談、パネル展示、体験コーナーで楽しみなが
ら、一人２０分程度で食育体験ができます。
日時　６月２５日（木）午後１時半～４時半
会場　中部すこやか福祉センター
対象　区内在住の方
☆当日直接会場へ。計測が混み合う場合
はお待たせすることがあります

女性のための健康講座「骨の
健康とホルモンバランス」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２２　FAX（３３８９）４３３９

　骨量測定を行い、女性の健康維持に役
立つ話を聞きます。軽い運動も。
日時　７月１６日（木）午後１時半～３時４５分
会場　北部すこやか福祉センター

対象　今年の３月３１日現在、１８歳～６４
歳の区内在住の女性
講師　寺内智子氏（寺内医院院長）他
申込み　６月８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。
電子申請＝７月１４日まで、電話・窓口＝当
日まで。先着２５人　☆一時保育希望の方
は、あわせて申し込みを。先着６人

呼吸リハビリ教室
「息苦しさと呼吸器の病気」
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

日時　７月１６日（木）午後１時半～３時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　区内在住の呼吸器の病気を持つ方
とその家族、関心のある方
講師　北村登氏（日本大学医学部附属板
橋病院内科医師）
申込み　６月８日から電子申請か、電話
または直接、南部すこやか福祉センター
へ。電子申請＝７月１４日まで、電話・窓
口＝前日まで。先着２５人
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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

HP
詳しく

で

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

　みなさんから寄せられる虫に関する相談で最も多いのは、ハチのこ
と。ハチの巣が知らぬ間に軒下などにできていると、「ハチは刺す」
との恐怖心もあり、びっくりして「一刻も早く駆除を」と考えがちです。
しかし、巣があるからといってすぐに刺されるということはありませ
ん。通常、餌を探して飛んでいるハチは、あまり人を攻撃しません。
　また、ハチには、樹木についた害虫を捕食する益虫としての側面も
あります。
　怖がって駆除するのではなく、ハチの役
割や共存の方法を考えることも大切です。
　心配な場合は、衛生環境担当へ相談を。

▲スズメバチの巣

☆スズメバチは、大型で攻撃性が強く、
刺されるとショック症状を起こすこと
もあり危険。巣を見つけたら刺激せず
に、衛生環境担当へ連絡を

ハチとの 共存も考えましょう

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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