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☆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

９・10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

９
月
27
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
小川クリニック 内 大和町２－４６－４ （５３２７）４６６４
荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０
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
あつみ歯科※ 歯 沼　袋４－３４－１０ （３３１９）０８３５

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

10
月
４
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

鷺ノ宮耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 鷺　宮３－２０－１０　１階（５３２７）４１８７
藤沢内科小児科医院 内・小 鷺　宮２－１－６ （３３３８）４３２４
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
宇野医院 内・小 中　野１－６－２ （３３６９）２０９０
りばーす
デンタルクリニック※ 歯 中　野３－２－１－２０１ （５３４０）３６２１

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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

９
月
20
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
井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
桃園医院 内 中　野３－４０－２５ （３３８１）３７４７
ふじまき歯科※ 歯 東中野３－７－２５ （３３６９）２３１０

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３

９
月
21
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
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
あすかクリニック 内・循 中　野４－４－１１　８階 （５３１８）６６１７
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
沼崎歯科医院 歯 新　井２－４６－１　１階 （３２２８）７７３１
りばーすデンタルクリニック 歯 中　野３－２－１－２０１ （５３４０）３６２１

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

９
月
22
日
（
火
・
休
）

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
司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１
溝口医院 内・小・皮 弥生町２－１２－９ （３３７２）００３５
タカヒロデンタルオフィス 歯 上鷺宮５－８－６ （３９２６）４１８２
酒井歯科医院 歯 中　野５－６５－５　５階 （３３８８）６４８２

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
やまと調剤薬局 大和町１－６４－１ （３３３７）３３８０

９
月
23
日
（
水
・
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
西武沼袋医院 内 沼　袋１－７－１４ （３３８８）１７９１
竹下医院 内 野　方５－２２－８ （３３３９）６６５８
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
相澤小児科 小 本　町５－２４－７ （３３８２）４４３２
大橋歯科医院 歯 新　井２－２５－４ （３３８６）３４４４
横山歯科診療所 歯 中　野２－１６－２６ （３３８１）６７６４

薬
局
沼袋薬局 沼　袋１－８－２０ （３３８７）８６６８
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

広
　
告

期間 平成27年10月から12月まで
日時 毎月第１水曜日・第３水曜日／
 11:00～18:45（開始時間）
予約 相談日の２週間前の月曜日から受付 
ネット 24時間（
電話 平日 9：30～18：00／土曜 11：00～15：00

第二東京弁護士会・四谷法律相談センター
新宿区左門町２－６ワコービル８階　
電話：03-5312-2818（予約受付・問合せ）
丸ノ内線 四谷三丁目駅 ３番出口徒歩１分

※期間限定の、弁護士による無料法律相談キャンペーンです。ご相
談後の弁護士への依頼も可能ですが、その場合は別途費用が発生
します。まずはお気軽にご相談してみませんか。

／スマートフォン対応）弁護士アポ 検索で

無料法律相談（３０分）

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

HP
詳しく

で

障害者地域自立生活支援セミナー
「農業体験とミニハイキング」
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

　区内在住で知的・身体等の障害のある
方とその家族が対象です。
　「つむぎ」に集合し、電車などで移動し
て、杉並区上井草の個人農園でサツマイ
モ掘りをします。 ☆解散は中野駅
日時　１０月１１日（日）午後１時～４時　　
参加費　５００円（イモ掘り代）
申込み　９月２６日～１０月１０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、当日配慮が必要な方はその内
容を記入）で、障害者地域自立生活支援
センター「つむぎ」へ。先着１５人

日時　１０月７日（水）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

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、区内在住の視覚障害のある方
が対象です。
日時　１０月１３日（火）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。お知り合いに視覚障
害のある方がいたら、このことをお伝え
ください

平成27年度版「障害者福祉
のしおり」を配布しています
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　すこやか福祉センター、地域事務所、
区役所1階障害者等の相談窓口で受け取
れます。
☆区 でもご覧になれます

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、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。個別栄養相談も。

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 HP
詳しく

で

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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