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主催：東京都行政書士会
無料相談会開催のお知らせ

午前１０時
午後  ４時

中野サンプラザ
１階ロビー 西側

（東京都行政書士会事務局 )
03-3477-2881お問合せ

遺言・相続、成年後見、
離婚、近隣問題、
消費者問題、
借地・借家問題、
許認可手続など
（事前申し込み不要。
当日会場受付。）

11 12月 日（木）

0120-15-6343

生研究所食品衛生管理部長）
☆当日直接会場へ。先着60人。一時保
育希望の方は、24日までに電話で、食品
衛生担当へ。定員９人

話を聞き、食中毒の予防法などについて
話し合います。
日時　11月30日（月）午後２時半～４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　五

い ぎ み

十君靜
しず　のぶ

信氏（国立医薬品食品衛

食の安全・安心懇談会
「食の安全安心のために
知っておくこと」
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　食の安全を長年研究している講師から

中野区成年後見支援センター
からのお知らせ
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

成年後見制度講演会「後見人ってなん
だろう？～親族と専門職とのちがいを
考える～」
　実際に後見人業務を行っている弁護士
から、後見人の役割や制度利用に関する
ポイントを学びます。
日時　１2月9日（水）午前１０時～正午
会場　商工会館（新井1－9－1）
講師　田中朝美氏（弁護士）
申込み　１１月６日～前日に（日曜日・祝
日・第３月曜日を除く）電話で、中野区成
年後見支援センターへ。先着７０人

成年後見制度の申立経費、成年後
見人等への報酬費用の助成を受け
られます
　成年後見制度の利用を希望する方で、
申し立てに必要な経費や成年後見人等へ
の報酬の負担が困難な方は、その費用の
全部または一部について助成を受けられ
ます。
対象・助成内容
申立経費助成＝後見開始等の審判請求を
行おうとする申立人に対する申立手数料、
鑑定費用等（印紙、切手などによる助成）
報酬費用助成（1か月当たりの限度額）＝
家庭裁判所から親族以外の成年後見人等
が選任された被後見人に対する助成（報
酬付与審判前の方に限る）。被後見人が
在宅で生活している場合は28,000円、
施設等で生活している場合は18,000円
☆いずれも住所や所得の条件あり。条
件や申し込み方法などについて詳しくは、
中野区成年後見支援センターへ問い合わ
せを

める上でのポイントなどを聞きます。
日時　１１月２８日（土）午後２時～４時
会場　中野区医師会館（中野２－２７－１７）
☆駐車場・自転車駐車場はありません
コーディネーター　渡辺仁氏（医師）
パネリスト　高松登氏（薬剤師）、原沢周

ひろ

且
かつ

氏（歯科医師）、遠藤貴
たか

栄
え

氏（訪問看護
師）
☆当日直接会場へ。先着１００人。手話通
訳あり。一時保育を希望する方は、１１月
６日～２０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、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、地域包括ケア推
進担当へ。一時保育は先着５人

女性のための健康講座
「めざせ！理想のカラダ！
～筋力アップと骨づくり～」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　骨量測定後、専門医から骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

や生
活習慣病の予防に役立つ話を聞きます。
　健康運動指導士の指導による体操、食
事やお口のケアなどの話も。
日時　12月11日（金）午後１時半～４時
会場　中部すこやか福祉センター
対象　区内在住で、今年３月３１日現在１８
歳～６４歳の女性
講師　竹内晃氏（ルカ医院骨粗鬆症外来
担当医）他
申込み　11月10日から電子申請か、電
話または直接、中部すこやか福祉セン
ターへ。電子申請＝12月9日まで、電
話・窓口＝12月10日まで。先着２０人　
☆一時保育希望の方は、あわせて申し込
みを。先着6人

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　11月18日（水）午後2時～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
が込み合う場合はお待たせすることがあ
ります

在宅療養シンポジウム
「知っていますか？あなたの
在宅療養を支えるこんな人」
地域包括ケア推進担当／６階
☎（３２２８）５６０９　FAX（３２２８）５６６２

　もし長期の療養が必要になったら、ど
ういう生活を考えますか。高齢化社会を
迎えた現在、自然な形での療養が見直さ
れています。
　区は、在宅医療介護連携のための協議
会を中心に、在宅で療養する方の支援に
ついて検討しています。
　このシンポジウムでは、在宅療養を進

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）。
新渡戸記念中野総合病院内／
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）。
新渡戸記念中野総合病院内／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

11月の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

11
月
8
日
（
日
）

当
番
医

新渡戸記念
中野総合病院

内・外・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
かみさぎキッズクリニック 小・小外 上鷺宮３－８－１４ （３５７７）８４００
のがたクリニック 内・小 野　方１－４０－１ （３３８９）２２０１
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
三五医院 内 南　台２－６－８ （３３８１）０３１３
かみさぎ歯科医院 歯※ 上鷺宮４－６－２０ （３９９９）１８５０

薬
局

むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

11
月
15
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
荒牧医院 耳鼻咽喉 大和町１－６４－１０ （３３３７）０１９８

春川内科クリニック 内・神内・
アレルギー・小 松が丘１－３３－１５ （５３４５）５４７７

柳田医院 内・小 弥生町４－３６－１３ （３３８１）４０６６
高野整形外科 整 弥生町４－１８－７ （３３８０）６７００
桃園通り 村上歯科医院 歯※ 中　野３－２７－１５　１階 （６３８２）８６１８

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

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・教育

健康・
福祉

information

「臨時福祉給付金」
「子育て世帯臨時特例
給付金」の申請書の
提出期限は
12月28日（月）です
臨時福祉給付金担当／７階　
☎（３２２８）５４４８（専用ダイヤル）
FAX（３２２８）８０４２
☆平日の午前９時～午後５時

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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