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女性のための健康講座
　次の①②とも区内在住の１８歳～６４歳
の女性が対象。骨量計測（素足で測定）も
受けられます。

①「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
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

予防などの話を聞きます。筋
力向上のための体操も。
日時　６月９日（木）午後１時半～４時
会場　中部すこやか福祉センター
講師　竹内晃氏（ルーククリニック院長）、
安藤可也子氏（健康運動指導士）
申込み　５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＝前々日まで、電話・窓口
＝前日まで。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

②「B
ビ ュ ー テ ィ ー

eauty W
ワ ー ク シ ョ ッ プ

orkshop1　カラダの中
から女子力Ｕ

ア ッ プ

Ｐ！」
南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８２）１７５０　FAX（３３８２）１７６６

　子宮がんなどの話を聞き、体の中から
美しくなるためのエクササイズを行いま
す。
日時　６月１６日（木）午後２時～４時半
会場　南部すこやか福祉センター
講師　牧野秀紀氏（牧野産婦人科クリニッ
ク院長）、原まり子氏（エアロビック・ス
ポーツ指導員）
申込み　５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。電子申請＝前々日まで、電話・窓口
＝前日まで。先着30人　☆一時保育希望
の方は、５月６日～６月９日にあわせて申し

込みを。先着１０人

在宅療養講演会
「おいしく、楽しく、美しく生きる
『摂食機能』の実力～健康長寿の 
ための食べる機能の支援～」
地域包括ケア推進担当／６階
☎（３２２８）８９４９　FAX（３２２８）８７１６

　幾つになっても、おいしく食べる機能
を維持したいもの。「長生きは唾

だ

液
えき

で決ま
る」の著者である、摂食機能の専門医か
ら話を聞き、役立てましょう。言語聴覚
士による、摂食・えん下（飲み込む）機能
維持体操の紹介も。手話通訳あり。
日時　６月４日（土）午後２時～４時
会場　中野区医師会館（中野２－２７－１７）
☆駐車場はありません
対象　区内在住の方
講師　植田耕一郎氏（日本大学歯学部摂
食機能療法学講座教授）他
☆当日直接会場へ。先着１００人。一時保
育希望の方は、５月６日～２７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、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。先着５人

５月３１日は世界禁煙デー
５月３１日～６月６日は禁煙週間
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　たばこは、吸っている人だけではなく
周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼしま
す。肺がんや心筋梗

こう

塞
そく

、くも膜下出血な
ど、命にかかわる重大な病気の原因にも
なります。
　これを機に、「禁煙習慣」を身に着けま
しょう。

世界禁煙デーパネル展
期間　５月１６日（月）～６月６日（月）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
中野駅付近でのキャンペーン
日時　５月３１日（火）午前１０時～１１時
☆雨天中止

「こころのクリニック」を
ご利用ください
　心の病や認知症、アルコールや薬物へ
の依存等で悩む区内在住の方とその家
族、関係者の方が、精神科医に個別に相
談できます。
　相談日などについて詳しくは、会場と
なる下記4か所のすこやか福祉センター
へ問い合わせを。
申込み　相談日前日までに電子申請か、
電話で、各すこやか福祉センターへ。各
回先着３人
☆一人当たりの相談時間は約４０分
問合せ・申込み先のすこやか福祉センター
①南部
＝弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１・FAX（３３80）５５３２
☆7月に移転予定。電話番号は変わりま
せん
②中部
＝中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８・FAX（３３６７）７７８９
③北部
＝江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２３・FAX（３３８９）４３３９
④鷺宮
＝若宮３－５８－１０
☎（３３３６）７１１１・FAX（３３３６）７１３４

健康づくりパートナー募集
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　区や地域の団体が主催する健康づくり
（食育、糖尿病予防、がん対策等）に関
する普及啓発イベントに無償で協力でき
る個人・団体を募集します。
申込み	 所定の登録申込書に必要事項を
記入し、５月３１日までにファクシミリまた
は直接、健康づくり担当へ。必要に応じ
て面接を実施
☆応募の要件や登録申込書の入手方法な
どについて詳しくは、区 をご覧になる
か、健康づくり担当へ問い合わせを

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

5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

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

５
月
８
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
熊谷医院 内・外 鷺　宮３－３２－５ （３３３８）１５１５
天正堂クリニック 小・内・アレルギー 丸　山１－５－７ （３３１９）３９６５
柳田医院 内・小 弥生町４－３６－１３ （３３８１）４０６６
酒井医院 産婦 東中野３－６－１３ （３３７１）６７３０
川崎歯科クリニック※ 歯 大和町１－６５－２　１階 （３３３９）８２４１

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
鷺宮調剤薬局 鷺　宮３－３３－６ （３２２３）００８８

５
月
15
日
（
日
）

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
渋谷医院 内 上高田２－３８－２ （３３８６）１５７１
熊埜御堂耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 上高田２－１－３　１階 （５３４５）６２０１
武医院 外・小・皮 東中野１－５９－１４ （３３６８）８５９７
宇野医院 内・小 中　野１－６－２ （３３６９）２０９０
小林歯科医院※ 歯 本　町６－１６－５ （３３８１）９１８３

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

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
東京都「子供の健康相談室」
☎（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６時～１１時
土・日曜日、祝・休日
　午前９時～午後１１時

医療機関案内

中野消防署　
☎（３３６６）０１１９
野方消防署　
☎（３３３０）０１１９

information
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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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