
健康増進講座
「いつでもどこでも
『ながら運動』」
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　健康的な習慣が楽しく身に着く「なが
ら運動」は、仕事や家事などに重ね合わ
せて行うので、思い立ったときに「いつで
も、どこでも」すぐできます。
　この運動を、スポーツクラブ講師に学
びます。
日時　１１月１２日（土）午後２時～３時
会場　産業振興センター
対象　区内在住・在勤の方
申込み　１０月６日から、産業振興センター 

http://www.nakano-sangyoushin 
kou.jp/から申し込むか、電話、ファクシ
ミリ（住所、氏名とふりがな、電話番号、
区内在住・在勤の別を記入）または直接、
同センターへ。先着１５人

こころの病のある方の
家族セミナー「地域で安心して
暮らすために」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７９８

　区内在住の、精神障害のある方の家
族、関心のある方が対象のセミナーで
す。
　精神障害について理解を深め、障害のあ
る方を支えるためにできることを考えます。
☆中野精神障害者家族会との共催
日時　１１月①６日②２０日、いずれも日曜
日、午後１時半～３時半　☆１回のみの参
加も可
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
講師　①＝花田照久氏（精神科医）、②＝
松原のり子氏（東京都精神保健福祉家族
会連合会役員）
申込み　１０月６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。各回先着４０人

「親子で一緒！　楽しく継続！　
筋力アップ体力アップ」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　乳児と一緒にできる運動を学びます。
日時　10月25日（火）午後２時～４時
会場　中部すこやか福祉センター
対象　10月25日現在、３か月以上１歳未
満の乳児とその保護者
講師　野口栄子氏（ママフィットインストラ
クター）
申込み　10月6日午前９時から電子申請
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組

障害者地域自立生活支援セミナー
「農業体験〜土に触れよう〜」
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
中野５－６８－７（スマイルなかの内）
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　区内在住で知的・身体等の障害のある
方とその家族が対象です。
　電車やバスなどで移動して、杉並区上
井草3丁目の農園でサツマイモ掘りを体

験します。
日時　１０月30日（日）午後1時～4時
☆午後0時50分に障害者地域自立生活支
援センター「つむぎ」集合。 解散は農園
現地
参加費　５００円（イモ掘り代）
申込み　１０月6日～ 29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、当日配慮が必要な方はその内容
を記入）で、「つむぎ」へ。先着１５人

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

「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・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５－１１－２６
☎（３３８０）５５５１・FAX（３３80）５５３２
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

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

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

10
月
９
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

熊埜御堂耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 上高田２－１－３ （５３４５）６２０１

財満皮膚科医院 皮 新　井１－３４－１７ （３３８８）５２８８

赤沢医院 内 中　野５－３３－２８ （３３８７）１８１１

仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１

しもしげ歯科医院※ 歯 上鷺宮４－７－１１ （３８２５）６３２１

薬
局
中野ミキ薬局 新　井１－３５－１７ （３３８５）０７８６

むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

10
月
10
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

高梨医院 内・小 大和町４－１０－２１ （３３３７）６９８７

松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２

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

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

かわい歯科クリニック 歯 丸　山２－３－３ （３３３９）３４５５

中野中央歯科診療室 歯 中　央４－１５－９ （３３８３）０００２

薬
局
やまと調剤薬局松ヶ丘店 松が丘２－３５－４ （３９５４）７６０８

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

10
月
16
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

やじまクリニック 小 若　宮２－１－２３ （３３３９）１８１１

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

澤江診療所 内・小・外 中　央４－１－２２ （３３８３）１５２２

中野中央クリニック 内・小 中　央２－５９－１８　２階（５３３２）５４２９

前島歯科医院※ 歯 東中野３－２１－３ （３３６１）７４５０

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１

新中野調剤薬局 中　央４－１－３ （３３８１）００７７
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください
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やさしい子を育てる学校　新山小

　商店街と住宅が共存する中野区最南端の地域にある新山小学校は、全校で６学級
１８０人の学校です。地域の方も楽しみにしてくださる程美しく響く歌声が自慢で、昨
年度の開校６０周年記念式典でも全校合唱で盛り上げました。
　異学年交流を大切にし、５０年以上前から通学地域で「登校班」を構成し、高学年と１
年生が手をつないで登校しています。異学年が一緒に「縦割り班」をつくり、遊び・給
食・清掃などの活動を行う時間も設けています。7月の学校公開日には、夏のイベント

「新山フェスティバル」を開催し、クラスごとにゲー
ムやお店を出して、縦割り班で一緒に楽しみました。
　また、地域の高齢者会館「しんやまの家」の方々と
１年生・２年生が交流し、昔遊びを教わっています。
同会館の「虹の会」による読み聞かせの活動も１５年
以上になりました。近くの南台商店街では、３年生
が実際にお店の仕事をしたり、接客をしたりする体
験学習をしています。
　こうした異学年や地域のみなさんとの交流は、子
どもたちが人との関わりを学び、まちの良さや工
夫を知る大切な機会。やさしい気持ちや地域を大
切にする気持ちにつながっています。
　新山小は今年度末に閉校しますが、良き伝統は、
来年4月に開校する「みなみの小学校」「南台小学
校」の２校に引き継いでいきます。

新山小学校 http://nk-shinyama-e.a.la9.jp/
南台４－４－１　☎（３３８１）７２５０　ＦＡＸ（３３８１）７２５９

学校だより

▲店員体験で「いらっしゃいませ」

▲登校班では高学年と 1 年生が一緒に


