
リラクゼーションストレッチ教室
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　心身をリフレッシュする簡単な体操を、
スポーツクラブのトレーナーに学びます。
☆タオルと飲み物を持参し、運動できる
服装で参加を
日時　７月11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　６月22日～当日に産業振興セン 
ターの http://www.nakano-sangyo 
ushinkou.jp/から申し込むか、電話、
ファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電
話番号、区内在住・在勤の別を記入）ま
たは直接、産業振興センターへ。先着
15人　☆空きがある場合は、当日会場
でも受け付け

精神保健福祉講座
「地域で生活することとは」

 
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　精神障害のある方とその家族、支援
者、関心のある方を対象とした講座です。
　精神障害を持ちながら地域で生活する
ことについて、グループホームで世話人
として活動している方から話を聞きます。
日時　７月２３日（木）午後１時半～３時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　６月２１日～７月２３日に電話で、
地域生活支援センターせせらぎへ。先着
２０人

成年後見人勉強会
「成年後見人が行う財産管理とは」
 
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　後見人の業務の一つである財産管理の
基本的な考え方や注意点について、専門

妊婦さんの
歯っぴいお食事講座
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　妊娠期や出産後の食事のポイントやレ
シピを紹介します。試食やお口の健康
チェックも。
　希望者は、骨量測定も受けられます。
日時　７月１５日（水）午後１時半～３時半
会場　中部すこやか福祉センター
対象　初めての出産を迎える区内在住の
方（妊娠５か月以降）
申込み　６月２２日～７月１０日に電子申請
か、電話または直接、中部すこやか福祉
センターへ。先着２０人

むし歯予防チャレンジ教室
～歯と骨を丈夫にしよう～
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４

　歯の生え変わりを迎えるお子さん自身
が、健康ゲームやむし歯菌の測定などを
行いながら、むし歯の予防法やかむこと
の大切さ、口の働きについて楽しく学び
ます。
　歯の磨き方の実習、カルシウムたっぷ
りで彩りの良いミルクスープの試食、保
護者の方の骨量測定も。
日時　７月２３日（木）午後１時半～３時受け
付け
会場　鷺宮すこやか福祉センター
対象　区内在住の４歳～小学生のお子さ
んとその保護者
申込み　６月２２日～７月２１日に電子申請
か、電話、ファクシミリ（住所、保護者・
お子さんの氏名とふりがな、電話番号、
お子さんの年齢を記入）または直接、鷺
宮すこやか福祉センターへ。先着２０組

相談員（弁護士）から学びます。
日時　７月１８日（土）午後１時半～３時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　６月２２日～７月１７日に電話で、
中野区成年後見支援センターへ。先着
３０人
 

子ども家庭専門相談
子ども家庭相談等担当／３階
☎（３２２８）７８６７　FAX（３２２８）７８７５

　子育ての悩みなどを、臨床心理士に相
談できます。
対象　区内在住の１８歳未満のお子さん
とその家族
日時　７月１７日、８月２８日、９月１８日、
いずれも金曜日、午後１時～５時　☆一
人につき１時間程度。１０月以降も月１回
実施予定
会場　区役所３階子ども家庭支援セン
ター
申込み　相談日前日までに電話または直
接、子ども家庭相談等担当へ　☆一時保
育希望の方は、相談日の７日前までにあ
わせて申し込みを

区立幼稚園園児の欠員募集
入園相談担当／３階
☎（３２２８）８９６１　FAX（３２２８）５６６７

　申し込み方法などについて詳しくは、
入園を希望する幼稚園へ問い合わせを。
園児を募集する区立幼稚園

対象　申し込み日の時点で保護者ととも
に区内に住み、住民登録のある、次の年
齢（生年月日）のお子さん
４歳児＝平成２２年４月２日～同２３年４月１
日生まれ
５歳児＝平成２１年４月２日～同２２年４月１
日生まれ
☆障害のあるお子さんは、障害の状況に
よって入園できない場合があります
募集人数
かみさぎ＝４歳児のみ３人
ひがしなかの＝４歳児３人、５歳児３人

information

子ども・
子育て

健康・
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information information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

園　名 所在地・電話番号

かみさぎ
上鷺宮４－８－１２
☎︎（３９９９）７３６１

ひがしなかの
東中野５－８－２１
☎︎（３３６８）２３６９

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

６・7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
21
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

武田内科クリニック 内・循 江原町３－５－１０－２０２（３９５０）３８３６

小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３

渡辺整形外科・外科・内科 外・整・内 中　央２－２－３ （３３６１）１７７０

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

ＫＵＭＡデンタルクリニック 歯※ 中　野５－３５－８　１階 （３２２８）８２４１

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

６
月
28
日
（
日
）

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

中越整形外科 整 鷺　宮３－２０－９ （５３２７）５８３５

荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０

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

坪井歯科クリニック 歯※ 弥生町２－２３－３－２０１（３３８２）１１２１

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１

むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

７
月
５
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

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

サンモールクリニック 内・外 中　野５－６５－１２ （５３４５）５７６７

かみさぎキッズクリニック 小・小外 上鷺宮３－８－１４ （３５７７）８４００

秋吉クリニック 内 本　町３－２０－２２ （３３７８）１６００

田沼内科・小児科医院 内・小 本　町６－２３－３ （３３８０）２６２２

吉永歯科医院 歯※ 中　野５－３０－１９ （３３８７）０１１８

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２

くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

「区民健診のうけかた」が届いた方へ
胃がん検診予約申込書の
郵送には切手が必要です
区民健診担当（中野区保健所）
中野２－１７－４
☎（６３０４）８０９１・２　
FAX（３３８２）７７６５

　５月下旬に郵送した「区民健診のうけ
かた」７ページの記載に誤りがありまし
た。「胃がん検診予約申込書」の送付
の説明に「切手はいりません」と記載さ
れていますが、正しくは、切手を貼る
必要があります。
　お詫びして訂正します。

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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