
日時　１０月２７日（木）午後１時半～３時半
会場　桃園区民活動センター（中央４－
５７－１）
対象　区内在住で、呼吸器の病気がある
方とその家族、関心のある方
講師　清水由香氏（ボイストレーナー）
申込み　９月２1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＝１０月２５日まで、電話・窓
口＝１０月２６日まで。先着２５人

呼吸リハビリ教室「楽しく歌っ
て呼吸リハビリ～お口をケア
して元気に過ごそう～」
南部すこやか福祉センター
弥生町５－１１－２６
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　呼吸を意識して歌うコツを学び、リハビ
リの効果を高めましょう。
　感染予防を含むお口のケアについて、
歯科衛生士によるミニ講座もあります。

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

種類 平成28年度臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金
対象者
（いずれも、
各❶❷の両
方に該当す
る方）

❶平成28年１月１日（基準日）
において、中野区に住民登
録のある方
❷平成28年度分の住民税（均

等割）が課税されない方　
☆平成28年度の住民税が
課税されている方に税法上
扶養されている方、生活保
護の受給者などは対象外

❶ 「平成２８年度臨時福祉給付金」の支給対象者
❷ 下記のいずれかの年金について、平成２８年５月分の受給がある方

■ 遺族基礎年金または障害基礎年金
■ 昭和６１年３月以前に受給権が発生した次の障害年金のうち、障害等級が１～２

級の年金に限る
● 旧国民年金法、旧厚生年金保険法に基づく障害年金　● 旧農林年金の障害年金
● 国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済

事業団、全国市町村職員共済組合連合会が支給する障害年金
● 船員障害年金　
● 旧船員保険法に基づく障害年金（職務上の事由によるものは１～５級）

給付額 対象者1人につき３,000円 対象者１人につき３0,000円　☆今年4月～7月に低所得高齢者向け「年金生活者等支
援臨時福祉給付金」を受給した方は対象外

臨時福祉給付金担当／７階
☎（３２２８）５４４８〈専用ダイヤル〉
☆平日午前９時～午後５時
ＦＡＸ（３２２８）８０４２

　２種類の給付金について、９月２８日ごろ、対象と思われる方に申請書を郵送します。
　申請書類が届いた方は、支給対象となるかを確認の上、12月28日（消印有効）までに
申請書等を同封の封筒で返送してください。対象と思われるのに申請書が届いていな
い方は、１０月中旬以降、臨時福祉給付金担当へ問い合わせを。
☆審査の結果、課税状況等により支給対象とならないことがあります

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、体験コーナーで楽し
みながら、一人２０分程度で食育体験がで
きます。特に骨量計測は、測ったことがな
い方におすすめです。個別栄養相談も。
日時　10月5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
☆当日直接会場へ。計測が混み合う場合
は、お待たせすることがあります

１０月１７日～２３日は「薬と健康の週間」
くすりの相談会のご利用を
医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　FAX（３３８２）６６６７

　薬の飲み合わせや購入時に確認すべき
ことなどを、薬剤師に相談できます。
日時　１０月９日（日）午前１０時～午後４時
会場　帝京平成大学中野キャンパス（中野
４－２１－２）前　☆「にぎわいフェスタ」の中
野四季の森公園会場内、中野区薬剤師会
テントブースで実施。同フェスタについて
は１1ページをご覧ください

精神保健福祉講座
「やってみようＳＳＴ」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　精神障害のある方とその家族、支援
者、関心のある方を対象とした講座です。
　ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）と
は、「社会生活技能訓練」のこと。人間関
係のちょっとしたつまずきを解決するコツ
を、臨床心理士に学びます。
日時　１０月１３日（木）午後３時～４時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　９月２５日～１０月１２日に電話で、
地域生活支援センターせせらぎへ。先着
２０人

健康講座
「アンガーマネジメント講座
～毎日のイライラ解消方法～」
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　いつでも、どこでも、誰でもできるイ
ライラの解消方法を学びます。
日時　１０月２８日（金）午後２時～３時半
会場　鷺宮すこやか福祉センター
対象　区内在住・在勤の１８歳～６４歳の方
講師　梶原真

ま

智
ち

氏（日本アンガーマネジメ
ント協会ファシリテーター）

申込み　９月２１日～１０月２１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５０人　☆一時保育
希望の方は、１０月２１日までにあわせて申
し込みを。先着６人

地域での健康づくり体験講座
「続けよう！　ラジオ体操で
健康生活（座学編・実技編）」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２２　FAX（３３８９）４３３９

　手軽に続けられる究極の全身運動、「ラ
ジオ体操」。座ったままでできる簡単な体操
や効果的な動かし方のポイントを学びます。
日時　①座学編＝１０月２８日（金）、②実
技編＝１１月７日（月）、いずれも午前１０時
～１１時半
会場　①＝沼袋区民活動センター（沼袋２
－４０－１８）、②＝沼袋区民活動センター・
丸山塚公園（沼袋２－４０）
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　多

た

胡
ご

肇
はじめ

氏（ＮＨＫテレビ・ラジオ体
操指導者）
申込み　９月２１日から各開催日の3日前
までに電子申請か、電話または直接、北
部すこやか福祉センターへ。沼袋区民活
動センター☎（３３８９）４５７２でも、電話・
窓口で受け付けます。合計で、①＝先着
６０人、②＝先着１５０人

「平成28年度臨時福祉給付金」
「障害・遺族年金受給者向け給付金」の申請書を郵送します

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・10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
22
日
（
木
・
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
司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
田中クリニック 内・呼・アレルギー 東中野３－１７－１８ （５３４８）２７０７
秋吉クリニック 内 本　町３－２０－２２ （３３７８）１６００
新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１
橋本歯科医院 歯 野　方３－１８－１９ （３３８９）２８２３
立花歯科医院 歯 本　町４－３０－２５　２階（３３８２）６４８０

薬
局
やまと調剤薬局 大和町１－６４－１ （３３３７）３３８０
ラビット薬局　新中野店 本　町３－２３－５ （３３７２）８９１６

９
月
25
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
武田内科クリニック 内・循 江原町３－５－１０－２０２ （３９５０）３８３６
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
大橋歯科医院※ 歯 新　井２－２５－４ （３３８６）３４４４

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

10
月
２
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
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

荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
中野診療所 内・小 本　町６－１２－１３ （３３８１）０１５１
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
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
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

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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