
カルセンター精神科・心療内科主任部長）
申込み　８月６日から電子申請か、電話ま
たはファクシミリ（「講演会『大切な人をう
つから守るために』参加希望」、氏名とふ
りがな、電話番号、手話通訳希望の方は
その旨、一時保育希望の方はお子さんの
氏名とふりがな、月年齢を記入）で、北部
すこやか福祉センターへ。電子申請＝８月
３１日まで、電話・ファクシミリ＝９月１日
まで。先着９６人　☆一時保育・手話通
訳希望の方は、８月２５日までにあわせて
申し込みを。一時保育は、先着５人

健康講座 
「体力測定・エクササイズ」
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　体力の維持・増進のためのエクササイ
ズで健康づくりのきっかけとします。体力
測定も。
日時　９月16日（水）午後２時～４時
会場　鷺宮区民活動センター（鷺宮３－
22－５）
対象　区内在住・在勤の方
講師　安藤可也子氏（健康運動指導士）
申込み　８月６日～９月14日に電子申請
か、電話または直接、鷺宮すこやか福祉
センターへ。先着50人

呼吸リハビリ教室
「息苦しさをやわらげる体操と
在宅酸素療法の実際」
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　呼吸筋のストレッチ体操と在宅での酸
素療法について、理学療法士などから学
びます。
日時　９月１７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　区内在住の方
申込み　８月6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＝９月１５日まで、電話・窓
口＝９月１６日まで。先着２５人

点字講習会（実用編）
障害者福祉会館
沼袋２－４０－１８
☎（３３８９）２１７１　FAX（３３８９）２１７５

　点字ボランティア育成のための講習会
です。
☆点字キットを使用。お持ちでない方は、
教材費として２，５００円程度が必要
日時　９月１日～１１月１７日の火曜日（祝・
休日を除く）、午前１０時～正午。全１０回
会場　障害者福祉会館
対象　区内在住・在勤・在学で、点字の
基礎知識がある方
申込み　８月６日～３１日の平日午前９時～
午後５時に電話またはファクシミリ（「点字
講習会〔実用編〕受講希望」、住所、氏名
とふりがな、電話番号を記入）で、障害
者福祉会館へ。先着１５人

講演会
「大切な人をうつから守るために
～うつ病の理解とその対応～」
北部すこやか福祉センター
☎（３３８９）４３２３　FAX（３３８９）４３３９

　うつ病は、誰もがかかる可能性がある
病気で、治療をすれば回復に向かいま
す。うつ病の予防や治療などについて学
びます。
日時　９月２日（水）午後６時半～８時半
会場　産業振興センター（中野２－１３－
１４）
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　大坪天

てん

平
ぺい

氏（ＪＣＨＯ東京新宿メディ

　平成１７年からの９年間に国内でＥ型肝炎に
感染した方の３５％が、「加熱されていない豚
肉を食べたこと」が原因であると考えられて
います。今年６月には、生食用の豚肉や豚
レバーなどの販売・提供が禁止されました。
　これらを生で食べると、Ｅ型肝炎ウイルス
やサルモネラ菌、寄生虫などによりさまざま
な食中毒になる可能性があります。
　豚肉を含め、全ての肉は中心部まで十分
加熱してから食べましょう。

肉やレバーの生食は危険です
食の安全・安心展を開催します
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　身近に潜む食中毒とその予防方法をご覧
ください。
日時　８月１７日（月）～２１日（金）
　　　午前８時半～午後５時
会場　区役所１階区民ホール
☆当日直接会場へ

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

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

８
月
９
日
（
日
）

当
番
医

薄病院 内・外 白　鷺２－１－２１ （３３３０）３３４１

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６

つばさクリニック 内・外 中　野４－１０－２ （３３８９）８８７７

くり小児科内科 小 ･内 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６

武医院 外・小・皮 東中野１－５９－１４ （３３６８）８５９７

溝口医院 内・小・皮 弥生町２－１２－９ （３３７２）００３５

土田歯科医院 歯※ 南　台３－６－２５　１階 （３２２９）０８８０

薬
局
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

８
月
16
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

井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４

小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３

白川クリニック 内・外 南　台２－５１－８　１階 （６３８２）５０１１

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

田中歯科クリニック 歯※ 江古田４－２－３　１階 （５３８０）３６４０

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

8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）

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

医療費助成制度と各種手当をご存じですか

○障

○障

○障

○障

○障

○障

○障

心身障害者医療費助成制度（　受給者証）○障 各種手当

障害のある方、難病の方へ 医療費助成制度 各種手当障害のある方、難病の方へ

手当名 支給対象となる方

障害者福祉手当

難病患者福祉手当

特別障害者手当
障害児福祉手当

身体障害者手帳１～３級（脳性ま
ひ、進行性筋萎縮症の方は等級問
わず）または愛の手帳１～４度
特定医療費（指定難病）受給者証
または　 医療券をお持ちの方
☆小児慢性疾患受給者証をお持
ちの方も、対象になる場合あり

原則として、診断書（有料）により対象と判定された方

新規申請時に
６５歳未満の方
☆以前受給して
いた65歳以上
の方は、相談を

○都

　身体障害者手帳１・２級（内部障害は１～３級）ま
たは愛の手帳１・２度をお持ちの６５歳未満の方で、
平成２６年中の所得が基準額以下の方が、交付を受
けられます。
現在　 受給者証をお持ちでない方へ
　 申請窓口 で手続きをしてください。
　なお、６５歳以上の方でも、以前に　 受給者証を
お持ちだった方は、申請により交付を受けられる場
合があります。条件などについて詳しくは、事前に 
申請窓口 へ問い合わせを。
既に　 受給者証をお持ちの方へ
　８月３１日で有効期限が切れる　受給者証（黄色）
をお持ちの方で、平成２６年中の所得が基準額以下
の方へ、９月以降に使用できる 　受給者証（水色）を
８月下旬に郵送します。

現在　 受給者証をお持ちでない方へ

既に　 受給者証をお持ちの方へ

　８月から、下表の４手当の所得限度額適用年度が変わりました。平成２６年
中の所得が基準額以下で、支給要件（身体障害者手帳や愛の手帳の等級、
年齢など）に当てはまる方は、手当を受けられます。 申請窓口 で手続きをし
てください。
　

申請手続きに必要なものや
所得制限の基準などについ
て詳しくは、右記の 申請窓口 
へ問い合わせを。

障害者福祉相談窓口／１階 
☎（３２２８）８９５６
FAX（３２２８）５６６５
または右記のすこやか福祉センターへ

南　部　☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８２）１７６６
中　部　☎（３３６７）７８１０　FAX（３３６７）７８１１
北　部　☎（５９４２）５８００　FAX（５９４２）５８０２
鷺　宮　☎（６２６５）５７７０　FAX（６２６５）５７７２

申
請
窓
口

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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