
緊急通報システムのご利用を
高齢福祉担当／６階
☎（３２２８）５６３２　FAX（３２２８）８７１６

　自宅での急病など緊急時のための「緊
急通報システム」。
　見守りセンサーやペンダント型の無線
発報器の作動で、区の事業委託先の民間
受信センターが通報を受け、消防署員な
どとともに民間事業者が救助に当たるも
ので、次の方が対象です。
対象
①日常生活において常時見守りを必要と
する、次のいずれかに該当する方
●６５歳以上のひとり暮らしの方
●６５歳以上の方のみの世帯
●６５歳以上で、日中は一人で過ごしてい
る方
②身体障害者手帳１・２級の１８歳以上の
ひとり暮らしの方、または重度身体障害
のある方のみの世帯
自己負担額　特定の慢性疾患の有無、住

民税の課税状況等により、月額３００円～
１，３００円
問合せ先
①＝お住まいの地域を担当する地域包括
支援センターへ

　　【←「データα」入ル】

②＝区役所６階高齢福祉担当
☎︎（３２２８）５６３２・FAX（３２２８）５６６２へ

重度の障害がある方は
特別障害者手当・障害児福祉
手当を受給できます
障害者福祉事業担当／１階
☎（３２２８）８９５３　FAX（３２２８）５６６５

　下記はいずれも、４月からの改定額。
所得制限あり。手続きなどについて詳し
くは、障害者福祉事業担当へ問い合わせ
を。
特別障害者手当（支給月額２６，８３０円）
　精神または身体に、重複して重度の障
害があり、日常生活において常時特別な
介護を要する２０歳以上の方が対象。　

☆施設に入所している方や３か月を超えて
入院している方を除く
障害児福祉手当（支給月額１４，６００円）
　精神または身体に重度の障害があり、
日常生活において常時介護を要する２０歳
未満の方が対象。　☆施設に入所してい
る方や障害を支給理由とする公的年金を
受給している方を除く

中野区民ふれあい運動会
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　障害のある方もない方も、楽しく参加
できる運動会です。
日時　５月１５日（日）午前９時半～午後０時
４０分ごろ
会場　第二中学校（本町５－２５－１）
☆当日直接会場へ。雨天中止
送迎バスの利用は事前に申し込みを
　障害があり、公共交通機関を使って会
場に行くことが困難な方は、当日、送迎
バスを利用できます。
申込み　４月２8日までに電話か、ファク
シミリ（住所、氏名とふりがな、電話番号
またはファクシミリ番号、車いす利用・不
用の別〔電動または手動の別も〕、乗降希
望場所、初めての利用の場合はその旨を
記入）で、障害者社会参画担当へ

センター名 電話番号
南中野 （５３５８）８６０１
本　町 （５３８５）３７３３
中　野 （３３６７）７８０２
東中野 （３３６６）３３１８
中野北 （５３８０）６００５
江古田 （３３８７）５５５０
鷺　宮 （３３１０）２５５３
上鷺宮 （３５７７）８１２３

4・5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

４
月
24
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
やじまクリニック 小 若　宮２－１－２３ （３３３９）１８１１
かみさぎキッズクリニック 小・小外 上鷺宮３－８－１４ （３５７７）８４００
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
高野歯科クリニック※ 歯 本　町４－２１－１６－２０３（３３８３）４６１８

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

４
月
29
日
（
金
・
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
竹下医院 内 野　方５－２２－８ （３３３９）６６５８
新橋医院 内・消 新　井２－１０－３ （３３８５）２８００
あすかクリニック 内・循 中　野４－４－１１　８階 （５３１８）６６１７
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
船坂歯科医院 歯 野　方３－２５－８ （３３８８）６８１８
近藤歯科医院 歯 南　台４－３１－３ （３３８１）８２１４

薬
局

アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
野方調剤薬局 野　方５－２１－８ （３３３６）８８２２
むさしの薬局新井店 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７
カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

５
月
1
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

新渡戸記念中野総合病院 内・外・小・整・脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

西武沼袋医院 内 沼　袋１－７－１４ （３３８８）１７９１
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
はいばら歯科医院 歯 野　方３－１５－１４ （３３８５）６４８０
水野歯科医院 歯 南　台４－５２－３ （３３８１）１３６６

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
沼袋薬局 沼　袋１－８－２０ （３３８７）８６６８
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

５
月
３
日
（
火
・
祝
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
杉本医院 内・小 野　方２－７－１７ （３３８８）２３３８
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０
白川クリニック 内・外 南　台２－５１－８　１階 （６３８２）５０１１
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
歯科奥村医院 歯 野　方６－１２－９ （３３３８）５４１８
金子歯科医院 歯 弥生町１－３２－４ （３３７３）２５６１

薬
局

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
すずらん薬局 南　台２－５１－７ （６３８２）７９４１

５
月
４
日
（
水
・
祝
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
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
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
秋吉クリニック 内 本　町３－２０－２２ （３３７８）１６００
浅香歯科医院 歯 野　方５－２８－５ （３３３７）３７１８
山崎歯科 歯 弥生町２－２１－６　３階 （３３７２）１１２５

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
ラビット薬局　新中野店 本　町３－２３－５　 （３３７２）８９１６
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３

５
月
５
日
（
木
・
祝
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
塩崎クリニック 内・胃・外・肛 鷺　宮２－５－７　２階 （５３２７）３３３６
松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
大久保歯科クリニック 歯 野　方６－４－１　２階 （３３３０）４１４４
大庭歯科医院 歯 弥生町４－１－１２ （３３８１）６５４９

薬
局

アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
やまと調剤薬局松ヶ丘店 松が丘２－３５－４ （３９５４）７６０８
アイン薬局　東中野店 東中野１－５８－１１ （３３６６）９５０５

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

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

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）

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）。

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

健康・
福祉

information information

子ども・
子育て・教育

※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）

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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