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請か、電話、ファクシミリ（住所、氏名と
ふりがな、電話番号、お子さんの月年
齢、同行者の有無を記入）または直接、
中部すこやか福祉センターへ。先着１５組

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

　妊娠期は、女性ホルモンの影響で一時
的に骨量が低下する傾向に。お口のケア
の方法や妊娠期・出産後の食事のポイン
ト、簡単でバランスの良いレシピなどを
紹介します。
　希望者は、骨量計測も受けられます

（右足の素足で測定）。
日時　１１月１１日（水）午後１時半～３時半
☆骨量計測は１時～１時半
会場　中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

（妊娠５か月以降）
申込み　１０月１３日～１１月６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

保育展示「学びの芽生え
～保育園での体験教育～」
指導担当／３階
☎（３２２８）８９４０　FAX（３２２８）５６６７

　保育園での教育や保育活動について、
写真やパネルなどで紹介します。
日時　１０月１４日（水）～２０日（火）の平日
午前９時～午後５時
会場　区役所１階区民ホール
☆当日直接会場へ

親子ビクスとママの
骨盤エクササイズ
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　産後の運動不足解消に、親子で一緒に

できる運動を学びます。
日時　１０月２９日（木）午後２時～４時
会場　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）
対象　実施日時点で３か月～６か月の乳児
とその母親
講師　野口栄子氏（ママフィットインストラ
クター）
申込み　１０月７日午前９時から電子申請
か、電話または直接、中部すこやか福祉
センターへ。電子申請＝２７日まで、電
話・窓口＝２８日まで。先着１５組

多胎児の会「ピーナッツ」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　双子・三つ子など、多胎児ならではの
子育てについて情報交換をしませんか。
妊婦さんも大歓迎です。
日時　１１月１１日（水）午前１０時～正午
会場　中部すこやか福祉センター
対象　区内在住の、多胎児親子と多胎児
を出産予定の妊婦
申込み　１０月６日～１１月１０日に電子申

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（実技編）」
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」。
　正しく行い、効果を高めるポイントを学
びます。
日時　11月４日（水）午前１０時～１１時半
会場　沼袋区民活動センター（沼袋２－４０
－１８）、丸山塚公園（沼袋２－４０）
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　１０月６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。同時に沼袋区民活動センター☎（３３ 
８９）４５７１でも電話・窓口で受け付けます。
合計で先着１５0人

成年後見セミナー
「財産を守り老後の安心のた
め、後見制度を活用！」
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

日時　10月20日（火）午前10時～正午
会場　西武信用金庫本店（中野2－29－10）
☆駐車場はありません
対象　区内在住の方
講師　東啓二氏（東京大学大学院特任専
任職員）
申込み　10月6日～15日に電話で、中野
区成年後見支援センターへ。先着100人

１０月１７日～２３日は
「薬と健康の週間」
「くすり相談会」のご利用を
医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　FAX（３３８２）６６６７

　薬の飲み方や飲み合わせ、購入時の留
意点などを、薬剤師に相談できます。
日時　１０月２１日（水）午前１０時～午後３時

会場　区役所１階区民ホール
☆当日直接会場へ

こころの病のある方の
家族セミナー
「地域で安心して暮らすには」
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　区内在住の、精神障害のある方の家族、
関心のある方が対象。
　精神障害への理解を深め、障害のある
方を支えるためにできることを考えます。
１回のみの参加も可。
☆中野精神障害者家族会との共催
日時　①１１月１日②１５日、いずれも日曜
日、午後１時半～３時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
講師　①＝花田照久氏（精神科医）、②＝野
村忠良氏（全国精神保健福祉会連合会理事）
申込み　１０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。各日先着４０人

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

１０月の休日当番医・当番薬局

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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

10
月
11
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
新井五行堂醫院 内・漢 上高田２－９－１１ （３３８７）０８９３
白浜医院 内 大和町２－６－７ （３３３９）６４２４
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
藤田歯科医院※ 歯 鷺　宮３－１９－１３　１階 （３２２３）４１４１

薬
局

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

10
月
12
日
（
月
・
祝
）

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
橋本医院 内 野　方３－１５－３ （３３８９）０３５５
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
秋吉クリニック 内 本　町３－２０－２２ （３３７８）１６００
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
協立歯科 歯 鷺　宮４－２－３ （３３３９）６４８３
桃園通り 村上歯科医院 歯 中　野３－２７－１５　１階 （６３８２）８６１８

薬
局

アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３

10
月
18
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
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
重光クリニック 肛・胃 本　町４－１－２ （６３８５）０２４２
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
山内歯科医院※ 歯 東中野４－４－３　２階 （３３６１）０５２６

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

※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）
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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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