
分では契約や財産管理などをするのが難
しい方の権利を守る「成年後見制度」。こ
の制度について、司法書士に無料で相談
できます。
日時　１０月８日（土）午前１０時～午後４時
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　区内在住の方
申込み　９月６日～１０月７日（日曜日・祝
日・第３月曜日を除く）に電話で、中野区
成年後見支援センターへ。先着１８人

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

　区内の民間賃貸住宅にお住まいで、区
内の民間賃貸住宅への転居が困難な高齢
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。

精神保健福祉ボランティア講座
「こころの病気を理解しよう 
～症状や接し方について～」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２３　FAX（３３８９）４３３９

日時　９月２８日（水）午前１０時～１１時４５分
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　藤本豊氏（立教大学・明治大学兼
任講師）
申込み　９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。先着８０人

高齢者・障害者のための
成年後見相談会
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　認知症、知的障害、精神障害などで物
事を判断する能力が十分でなくなり、自

特定保健指導を利用して
メタボリックシンドローム解消を
目指しましょう
区民健診担当（中野区保健所）
☎（６３０４）８０９１　FAX（３３８２）７７６５

　メタボリックシンドローム（メタボ）を放
置すると、自覚症状のないまま生活習
慣病を進行させ、命に関わる重大な病気

（心筋梗
こう

塞
そく

や脳梗塞、糖尿病の合併症）
を引き起こす恐れがあります。
　みなさんのメタボ解消に役立つよう、中
野区国保特定健診を受診した方のうちメタ 
ボではないかと心配される結果が出た方へ、 

「特定保健指導利用券」を順次郵送します。
　この券を利用すると、医療機関やフィッ
トネスクラブで、保健師や管理栄養士、
医師などの専門スタッフから、食事や運
動など生活習慣の改善に向けた支援を継
続的に受けられます。
　積極的に特定保健指導を受け、メタボ
の解消と健康的な生活を目指しましょう。

女性のための健康講座
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　かむ力や骨量の測定、カルシウム食事
バランスチェックの後、骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

について
の話を専門医から聞きます。
日時　１０月１１日（火）午後１時半～３時半
会場　鷺宮すこやか福祉センター
対象　区内在住の１８歳～６４歳の女性
講師　寺内智

とも

子
こ

氏（寺内医院院長）
申込み　９月６日～１０月７日に電子申請
か、電話または直接、鷺宮すこやか福祉
センターへ。先着２０人　☆一時保育希
望の方は、１０月６日までに、あわせて申
し込みを。先着６人

区の福祉サービスへの苦情は 
福祉オンブズマンへ 
地域福祉推進担当／６階
☎（３２２８）８７５７　FAX（３２２８）５６６２

　区の福祉サービスへの苦情は、福祉オ
ンブズマンへ申し立てをすることができま
す。
　電話、ファクシミリまたは手紙（住所、
氏名、電話番号、内容を明記）で、地域
福祉推進担当へご相談ください。

福祉センターに併設）
対象　区内在住・在勤・在学の方
申込み　９月６日～28日に電子申請か、
電話、ファクシミリ（住所、氏名とふりが
な、電話番号、手話通訳希望の方はそ
の旨、一時保育希望の方はお子さんの氏
名、ふりがな、月年齢を記入）または直
接、南部すこやか福祉センターへ。先着
５０人程度　☆一時保育、手話通訳希望
の方は、９月２３日までに、あわせて申し
込みを。一時保育は先着１０人

健康講座「背骨コンディショニ
ングで体のゆがみを整える」
南部すこやか福祉センター
☎（３３８２）１７５０　FAX（３３８２）１７６６

　背骨コンディショニング協会インストラ
クターの指導で、体のちょっとした不調を
解消するための簡単なエクササイズとスト
レッチを行います。
日時　９月３０日（金）午後１時半～３時半
会場　南部スポーツ・コミュニティプラザ
体育館（弥生町５－１１－２６／南部すこやか

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

救急病院案内
中野消防署　☎（３３６６）０１１９
野方消防署　☎（３３３０）０１１９

　国内で、感染性胃腸炎に次いで発生の多い感染症と言われている結核。昨年は、
東京都内で約２,３００人、中野区内でも６９人の新たな結核患者が発生しました。
　結核の初期症状は、風邪に似ており、見過ごされがちです。２週間以上続くせき
やたん、発熱、倦怠感、胸の痛み、体重減少は、結核発病のサインなのでご注意を。
　発見が遅れて重症化してしまうと、専門病院での入院治療が必要になったり、身
近な人に感染させてしまったりすることも多く危険です。
　早期に発見して治療しましょう。医療費の助成制度も利用できます。

　国内で、感染性胃腸炎に次いで発生の多い感染症と言われている結核。昨年は、
東京都内で約２,３００人、中野区内でも６９人の新たな結核患者が発生しました。
　結核の初期症状は、風邪に似ており、見過ごされがちです。２週間以上続くせき
やたん、発熱、倦怠感、胸の痛み、体重減少は、結核発病のサインなのでご注意を。
　発見が遅れて重症化してしまうと、専門病院での入院治療が必要になったり、身
近な人に感染させてしまったりすることも多く危険です。
　早期に発見して治療しましょう。医療費の助成制度も利用できます。

９月２４日
　～３０日は
結核予防週間
結核予防担当（中野区保健所）　☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　区民健診や職場健診等の機会の無い中野区在住の方を対象
に、胸部Ｘ線検査を実施します。
日時　９月２６日（月）・３０日（金）、１０月４日（火）、いずれも午前９
時～午後４時（午前１１時～午後１時を除く）
会場　中野区保健所（中野２－１７－４）
☆当日直接会場へ。健康保険証は不要です

　高齢者は、せきやたんなどの典型
的な症状が出にくく、発見が遅れる
ことがあります。近年は、認知症病棟
での集団感染も報告されています。
　６５歳以上の方は、年に１回、国保
特定健診・長寿健診等の胸部Ｘ線
検査を受けましょう。

　保健所では、結核の正しい知識の普及
や結核の相談、療養支援を行っています。
また、身近な薬局でも、服薬支援や治療終
了後の継続支援をしています。
　「職場の同僚が結核になったが、自分は
大丈夫だろうか」などの相談もできるの
で、ご利用ください。

見つかりにくい高齢者の結核 保健所では結核の療養支援をしています

結核健診
の

ご利用を

そのせき、
本当に風邪ですか

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

９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

９
月
１１
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
くり小児科内科 小・内 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
山本クリニック 内 弥生町３－２６－３ （３３７２）０００７
タカヒロデンタルオフィス※ 歯 上鷺宮５－８－６ （３９２６）４１８２

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４

９
月
１８
日
（
日
）

当
番
医

薄病院 内 白　鷺２－１－２１ （３３３０）３３４１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０
酒井医院 産婦 東中野３－６－１３ （３３７１）６７３０
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
ふじまき歯科※ 歯 東中野３－７－２５ （３３６９）２３１０

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

９
月
１９
日
（
月
・
祝
）

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
井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
白石医院 産婦･内･小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
奥田歯科医院 歯 丸　山２－２４－１ （３３３９）９２８８
小林歯科クリニック 歯 本　町２－２－１３　２階 （３３２０）１１８２

薬
局
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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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