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通知機能もあり、簡単な操作で拡大・縮小が
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広報担当／４階
☎（３２２８）８８０３　FAX（３２２８）５６４５

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

4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

４
月
10
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

おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６

宮医院 内・小 上高田３－１－１３ （３３８５）３１７７

山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５

渡辺整形外科・外科・内科 外・整・内 中　央２－２－３ （３３６１）１７７０

小林歯科クリニック※ 歯 本　町２－２－１３　２階 （３３２０）１１８２

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

４
月
17
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

つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０

小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３

中村診療所 内・小・皮 本　町５－３９－２ （３３８１）３７９７

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

友内歯科医院※ 歯 野　方５－２５－４ （３３３０）２４５６

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

本町鈴薬局 本　町５－３７－１１ （３３８２）６７８７

障害のある方などは都営交通
無料乗車券の更新を
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

対象　有効期限を迎える都営交通無料乗
車券を持ち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳か愛の手帳を持ってい
る
②戦傷病者手帳を持っている
③被爆者健康手帳と、厚生労働大臣（厚
生大臣）の認定書または健康管理手当証
書を持っている
④生活保護受給世帯
⑤児童扶養手当受給世帯
⑥中国残留邦人等に対する支援給付を受
けている方、またはその配偶者
⑦児童養護施設などに入所している
☆いずれも、シルバーパスを持っている
方は対象外。④⑤は世帯で１人
申込み　現在お持ちの都営交通無料乗車
券と、上記①～⑦の資格を確認できる手
帳や認定書、受給証明書などを持って、
有効期限の切れる月の１日以降に下記の
場所へ
磁気式の都営交通無料乗車券をお持ちの方
すこやか福祉センター、地域事務所、区
役所１階障害者等の福祉相談窓口へ。
ＩＣカード式（ＰＡＳＭＯ）の都営交通無料乗
車券をお持ちの方
①～③の方は、直接、都営地下鉄の定期
券発売所へ。
④～⑦の方は、右記の窓口で更新確認書

を受け取ってから、都営地下鉄の定期券
発売所へ。
更新確認書の発行窓口　すこやか福祉セ
ンター、地域事務所、区役所内の各担当
窓口（④⑥＝２階生活援護呼び出し窓口、
⑤＝３階子ども総合相談窓口、⑦＝１階障
害者等の福祉相談窓口）
☆区内には、都営地下鉄の定期券発売所
はありません。大江戸線の新宿駅・新宿
西口駅・練馬駅などのご利用を
☆ＩＣカード式（ＰＡＳＭＯ）の都営交通無料
乗車券をお持ちの方で、有効期限が過ぎ
た場合は、いったん区で磁気式の券の発
行を受けてから、都営地下鉄の定期券発
売所でＩＣカードとともに持参して手続きを

高齢者世帯・障害者世帯等の
方の住み替えを支援します
住宅施策担当／９階
☎（３２２８）５５８１　FAX（３２２８）５６６９

　民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者
世帯・障害者世帯などの方に、住み替え
住宅の情報提供や家賃債務保証制度を利
用するための支援をしています。
　相談は随時受け付けています。詳しく
は、住宅施策担当へ問い合わせを。

成年後見制度申立講座
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　成年後見制度は、認知症や知的障害、
精神障害などで、十分な判断をすること
ができない方の財産や権利を守るための
ものです。
　成年後見制度の利用・手続き方法など
について、映像などを使った分かりやす
い説明を聞きます。	
日時　５月９日（月）午後２時～４時

会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　区内在住・在勤・在学の方
☆当日直接会場へ。先着３０人

点字講習会（基礎編）
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。
日時　５月１０日～７月１２日の毎週火曜日、
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・在学の方
参加費	 ２，５００円程度（教材費）
申込み	 ４月６日～５月９日の平日に電話
またはファクシミリ（「点字講習会〔基礎編〕
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２０人

犯罪被害者のための
相談窓口のご利用を
権利擁護推進担当／６階
☎（３２２８）８９５１　FAX（３２２８）８７１６

　区は、犯罪に巻き込まれ、被害に遭っ
た方やその家族のための相談窓口を設置
しています。各種手続きに詳しい専門の
相談員が、プライバシーの守られた相談
室で相談をお受けします。
相談日時　月～金曜日　午前8時半～午
後5時
受付窓口　区役所6階犯罪被害者等相談
支援窓口
☆電子メール hanzaihigaishasien@
city.tokyo-nakano.lg.jp、電話やファク
シミリでも相談できます。詳しくは、権
利擁護推進担当へ問い合わせを

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

健康・
福祉

information information

子ども・
子育て・教育

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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