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食中毒を予防しよう
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　次の①②とも、当日直接会場へ。
①食中毒予防パネル展「そのお肉、生
で食べても大丈夫？」
　鮮度に関わらず、肉には食中毒菌が潜
んでいることがあります。主な食中毒の
菌と予防のポイントをご覧になれます。
期間　７月３０日（木）まで
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
東側
②食品衛生街頭相談
　食中毒やその予防方法について、中野
区食品衛生協会会員と保健所の職員に相
談できます。
日時　７月１４日（火）午後２時～３時半
会場　中野ブロードウェイ早稲田通り側
入り口前（中野５－５２－１５）　
☆駐車場はありません

高次脳機能障害理解促進セミナー
〜すべての日常生活がリハビリ〜
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　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、外見から障害が分かりにく
いことなどから周囲の理解を得にくいこと
が特徴です。
　講師の話を聞いて、高次脳機能障害に
ついて考えてみませんか。どなたでも参
加できます。
日時　７月２６日（日）午後２時～４時
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
講師　上野金

かね

重
しげ

氏（当事者）
申込み　７月１０日～２４日に電話または

ファクシミリ（「高次脳機能障害理解促進
セミナー参加希望」、住所、氏名とふりが
な、電話番号を記入）で、障害者地域自立
生活支援センター「つむぎ」へ。先着３０人

害虫パネル展
衛生環境担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６２　FAX（３３８２）６６６７

　害虫の発生が多くなる夏に向けて、日
常生活で見ることの多い害虫（毛虫、蚊
など）やその対処法などを確認しておきま
しょう。
期間　７月３０日（木）まで
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
東側

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（右足の素足
で測定）やパネル展示などを楽しみなが
ら、一人２０分程度で食育体験ができま
す。個別栄養相談も。
日時　７月３０日（木）午前９時～１１時半、
午後３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
☆お子さんも一緒に参加できます。当日
の実施時間内に随時、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

妊婦さんの
歯っぴいお食事講座
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８８）０２４０　FAX（３３８９）４３３９

　妊娠期や育児に生かせる食事のポイン
トやレシピを紹介します。試食やお口の
ケアなどの健康チェックも。希望者は、食
事診断も受けられます。
日時　７月２９日（水）午前１０時～正午　
会場　北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　７月６日～２７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人

児童手当・児童育成手当の
現況届の提出はお済みですか
児童手当担当／３階
☎（３２２８）８９５２　FAX（３２２８）５６５７

　児童手当と児童育成手当（ひとり親家
庭、障害のあるお子さんのいる家庭等が
対象）の現況届を５月下旬に郵送しました。
　現況届の提出は、手当の受給資格の有
無を確認するための手続きです。提出が
ないと、引き続き手当を受けることがで
きません。まだ提出していない方は至急
提出を。
☆添付する書類が個別に必要な場合もあ
ります。詳しくは、現況届に同封した案
内をご覧ください

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

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）。
☆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

中 野 区 準 夜 間 こ ど も 救 急 診 療東京消防庁
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

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

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

☆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

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

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

７
月
１２
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６

酒井医院 産婦 東中野３－６－１３ （３３７１）６７３０

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

塔ノ山医院 内 中　央２－１４－９ （３３７１）７１０６

相澤小児科 小 本　町５－２４－７ （３３８２）４４３２

南台歯科クリニック 歯※ 弥生町３－９－２０－２０１（３３７６）８９０８

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

７
月
１９
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

哲学堂石井内科医院 内 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０

美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８

三五医院 内 南　台２－６－８ （３３８１）０３１３

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

中島歯科医院 歯※ 松が丘１－１７－２－１０６（３３８８）０１８９

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

７
月
２０
日
（
月
・
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

司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５

松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２

本郷診療所 内 本　町４－２６－２ （３３８１）５４５６

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

蒲生歯科医院 歯 鷺　宮３－１９－５ （３３３０）０６４８

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

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

informationinformation

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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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