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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

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）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

８
月
23
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

おおくら内科 内・消 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６

大場診療所 内・小 大和町３－４０－６ （３３３０）００７３

中野診療所 内・小 本　町６－１２－１３ （３３８１）０１５１

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

熊谷歯科医院※ 歯 東中野３－６－２－１０５ （３３７１）０８４４

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

８
月
30
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

石森脳神経外科 外・脳神経外 野　方５－１０－１５ （３３１０）５０４１

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１

仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１

大橋歯科医院※ 歯 新　井２－２５－４ （３３８６）３４４４

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１

むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

健康講座「太極拳体験講座」
地域生活支援センターせせらぎ
中野５－６８－７（スマイルなかの内）
☎（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。
　伸びやかでゆったりとした動作が特徴
の太極拳を実際に体験して健康に生かし
ます。動きやすい服装で参加を。
日時　９月２７日（日）午後２時〜３時半
会場　地域生活支援センターせせらぎ
申込み　８月２１日〜９月２６日に電話で、
地域生活支援センターせせらぎへ。先着
１５人

地域での健康づくり体験講座
「やっぱりスゴイ！ラジオ体操
の底力（座学編）」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２２　FAX（３３８９）４３３９

　日常に簡単に取り入れることができる
全身運動の「ラジオ体操」。座ったままで
できる簡単な体操を学びます。
日時　９月２９日（火）午前１０時〜１１時半
会場　沼袋区民活動センター（沼袋２－
４０－１８）
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　多

た

胡
ご

肇
はじめ

氏（ＮＨＫテレビ・ラジオ体
操指導者）
申込み　８月２１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。沼
袋区民活動センター☎
（３３８９）４５７１でも電
話・窓口で受け付けし
ます。合計で先着６０人

日時　９月１５日（火）午後２時〜４時
会場　産業振興センター（中野２－１３－
１４）
対象　発達障害のある方とその家族、支
援者、発達障害に関心のある方
講師　平雅夫氏（発達障害者就労支援セ
ンターゆに〔ＵＮＩ〕センター長）
申込み　８月３０日〜９月１３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、障害者地域自立生
活支援センター「つむぎ」へ。先着８０人

９月は「がん征圧月間」
がんを知る
パネル展示・質問コーナー
区民健診担当（中野区保健所）
☎（６３０４）８０９１　FAX（３３８２）７７６５

　がんについて学び、早期発見・治療に
役立てましょう。いずれも当日直接、区
役所１階区民ホールへ。
①パネル展示
日時　９月１６日（水）
〜３０日（水）の平日、
午前８時半〜午後５時
　

②質問コーナー
　がん検診の検査内容などについて質問
できます。また、顕微鏡を使って、自分
の口の中の細胞等の観察も。
☆がん検診の受診率向上を目指した取り
組みに関する協定を締結している新渡戸
文化学園の協力を受けて実施
日時　９月１７日（木）午後１時半〜３時半
☆区は、大腸がん、胃がん、子宮頸

けい

が
ん、乳がんの検診を実施しています。
早期発見・治療のため、忘れずに受診
を。受診について詳しくは、区民健診
担当へ

食品取扱者衛生講習会
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　食品に関する苦情の発生防止や対応方
法について、実例を交えた話を専門家か
ら聞きます。
日時　９月９日（水）午後２時〜４時（１時半
受け付け開始）
会場　なかのＺ

ゼ

ＥＲ
ロ

Ｏ大ホール（中野２－９－
７）
対象　区内食品関係営業施設の食品取扱
者と区内在住の方
☆当日直接会場へ。先着１，２００人

スポーツ用マウスガード講座
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　競技による衝撃から歯やあごを守り、
脳振

しん

盪
とう

を予防するスポーツ用マウスガー
ドの効用について学びます。
日時　９月１３日（日）午前１０時〜１１時半
会場　中部すこやか福祉センター（中央
３－１９－１）
講師　武田友

とも

孝
たか

氏（東京歯科大学スポー
ツ歯学研究室准教授）
申込み　８月２１日〜当日に電話または
直接、中部スポーツ・コミュニティプラ
ザ（中部すこやか福祉センター敷地内）☎
（３３６３）０６０８へ。先着５０人

「ゆに（ＵＮＩ）」から学ぶ
発達障害と就労支援
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
中野５－６８－７（スマイルなかの内）
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　世田谷区で発達障害のある方の就労・
自立支援について先進的な取り組みをし
ている方に話を聞きます。

６５歳以上７５歳未満で
一定の障害のある方へ
「障害認定」を受けると後期高
齢者医療制度に加入できます
後期高齢者医療担当／６階
☎（３２２８）８９４４　FAX（３２２８）５６６１

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入
者）は一般的には７５歳以上の方ですが、
次の条件に当てはまる６５歳以上７５歳未

満の方も、申請して東京都後期高齢者医
療広域連合の障害認定を受けることで、
後期高齢者医療制度に加入できます。
条件　次のいずれかをお持ちの方
①国民年金証書（障害年金１・２級）
②身体障害者手帳１〜３級と４級の一部
（※）
※身体障害者手帳４級の一部とは、次の
いずれかに該当する方です
●下肢障害４級１号（両下肢の全ての指を
欠くもの）
●下肢障害４級３号（１下肢を下

か

腿
たい

２分の１
以上で欠くもの）
●下肢障害４級４号（１下肢の著しい障害）
●音声・言語機能障害
③精神障害者保健福祉手帳１・２級
④東京都愛の手帳１・２度

⑤国家公務員共済組合法等の法令による
障害年金証書等
☆当てはまる方は、後期高齢者医療担当
に相談を
障害認定を受けた場合
　それまでの健康保険を脱退し、認定を
受けた日から後期高齢者医療制度に加入
することになります。
　保険料や窓口での医療費の自己負担
割合が、加入の前後で変わる可能性も。
加入していた健康保険や世帯状況などに
よっては、負担が増える場合もあるので、
ご注意ください。
☆加入しても、７５歳の誕生日前であれば
脱退することが可能

昨年のパネル展示▶

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

information

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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