
が糖尿病または糖尿病予備群であると推
計されています。
　糖尿病の多くは日常生活の影響を受け
て発症するタイプの生活習慣病で、初め
のうちは自覚がありません。
　しかし、糖尿病を放置すると、網膜症や
腎症、神経障害などの合併症を引き起こす
恐れがあります。また、高血圧などの症状
がある方は、悪化を招くこともあります。
　パネル展で糖尿病についての知識を深
め、日頃の生活習慣を見直して、予防に
努めましょう。
期間　１１月1日（火）～21日（月）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」

午後２時からの２回受け付け　
会場　中野区保健所（中野２－１７－４）
対象　肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない区内在住の方
申込み　各実施日の前日までに電話また
はファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電
話番号、性別を記入）で、保健予防担当へ

１１月１４日は世界糖尿病デー
パネル展「糖尿病予防のため
の生活習慣」
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　４０歳～７４歳の都民のうち、３人に１人

これまで受けていない方は 
肝炎ウイルス無料検査を
受けましょう
保健予防担当（中野区保健所）　
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスは感染しても自
覚症状がないことが多いため、多数の方
が感染に気付かずに過ごしていると言わ
れます。
　放置すると肝硬変や肝臓がんに進行す
ることもあり、早期発見・早期治療が大
切です。☆区民健診の対象者は、健診と
一緒に肝炎ウイルス検査を受けられます
日時　毎月第１金曜日、午前１０時からと

ピアカウンセリング講座
「ピアカウンセリングを
共に学ぶ」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　人と話し合う中で悩みや気持ちを共有
し、自分の持っている力を引き出す「ピア
カウンセリング」。その方法を学びます。
日時　１１月12日（土）・１３日（日）、いず
れも午前１０時～午後４時。全2回
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　精神障害のある方とその家族、支
援者、関心のある方
講師　小林伸

のぶ

匡
まさ

氏（社会福祉法人巣立ち
会職員）
参加費　５００円（全回分のテキスト代・お
茶代）
申込み　１０月２5日～１１月１1日に電話で、
地域生活支援センターせせらぎへ。先着
10人　☆全回参加できる方を優先

講演会「成年後見制度における
権利擁護の考え方」
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　成年後見制度は、財産の管理をするだ
けではなく、本人の権利を守るための仕
組みです。この講座では、その権利擁護
の考え方について学びます。
☆関心のある方は、どなたでも参加でき
ます
日時　１０月３１日（月）午後２時～４時
会場　商工会館（新井１－９－１）
講師　綿

わた

祐
ゆう

二
じ

氏（日本福祉大学福祉経営
学部教授）
申込み　１０月２１日～２８日（日曜日を除
く）に電話で、中野区成年後見支援セン
ターへ。先着４０人

シニア向け健康ウォーキング
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　スタート地点の朝日が丘公園（本町2－
32）で、日本ウォーキング協会公認トレー
ナーから正しいフォームを教わり、約３㎞
を歩きます。
　ゴール地点の南部スポーツ・コミュニ
ティプラザ（弥生町5－11－26）では、歩

き方の講評も。
日時　１１月１3日（日）午後１時半～４時
対象　おおむね５５歳～７０歳の方
申込み　１０月２１日～１１月1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、年齢を記入）で、健康づくり担
当へ。先着３５人

「高齢者・障害者のための
無料法律相談」のご利用を
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　高齢者・障害者の問題に精通した弁護士
に相談できます。
☆東京弁護士会、第一東京弁護士会、第
二東京弁護士会、中野区社会福祉協議会
との共催
対象　区内在住の高齢者・障害者　☆高
齢者は、６５歳以上が対象。ただし６５歳
未満の方でも相談できる場合や家族など
の代理相談が可能な場合あり
日時　１１月２４日（木）午後１時～５時　☆相
談時間は、一人当たり４５分
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
申込み　１０月２１日～１１月１７日（日曜日・
祝日を除く）午前９時～午後５時に電話で、
中野区成年後見支援センターへ。先着
１２人

　危険ドラッグは、使用すると幻覚、幻聴、妄想、意識障害などの症状が
起こり、死亡する場合もあります。麻薬や覚醒剤と同じか、それ以上に心
身に悪影響を与え、大変危険です。
　「お香」「バスソルト」「アロマ」などと称し、使用目的を偽装して販売さ
れている場合もあり、注意が必要です。

断る勇気を持ちましょう
　危険ドラッグを使用すると、自分の心
と体を壊すだけではなく、家族や友人を
巻き込み、あなたの人生を台無しにしま
す。危険ドラッグに手を出さないためには
「正しい知識」と「断る勇気」が必要です。
　危険ドラッグの販売手口はインターネッ
ト、スマートフォンの利用など、巧妙に
なっていますが、使用などは絶対にやめ
ましょう。

危険ドラッグの使用、
所持は犯罪です
　医薬品医療機器等法に基づく
指定薬物に該当する危険ドラッグ
は、販売、授与、所持、使用、
購入等が禁止されています。
　また東京都の条例においても、
都知事が指定した薬物を含む危
険ドラッグの販売、所持、購入、
使用等が禁止されています。

危険ドラッグを使用すると
抜けられない悪循環に
　たった一度でも使用すると身体依
存が起こり、やめられなくなります。
　多幸感や幻覚などをもたらす一方
で、効果が切れると不安や疲労感な
どの症状が起こり、何度でも使用し
たくなる依存性と、それまでの量で
は効かなくなる耐性ができて、悪循
環にはまってしまいます。

　薬物乱用の恐ろしさについて、警察署職員から聞きます。
　あわせて、区内の中学生が薬物乱用防止をテーマに制作した
ポスター・標語の優秀作品の表彰を行います。
日時　１１月１０日（木）午後３時～５時（２時半から受け付け）
会場　なかの芸能小劇場（中野５－６８－７）　☆当日直接会場へ。
先着１００人

第３０回
薬物乱用防止
中野区民大会

◀薬物乱用防止
推進中野地区
協議会最優秀
賞のポスター

（第二中学校・
伊東愛

あい

麗
り

さん）

危険ドラッグ
絶対やめよう

医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　ＦＡＸ（３３８２）６６６７

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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

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

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

☆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・11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
23
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
新橋医院 内・消 新　井２－１０－３ （３３８５）２８００
熊谷医院 内・外 鷺　宮３－３２－５ （３３３８）１５１５
白石医院 産婦 ･内 ･小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
かみさぎ歯科医院※ 歯 上鷺宮４－６－２０ （３９９９）１８５０

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

10
月
30
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
鷺ノ宮耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 鷺　宮３－２０－１０ （５３２７）４１８７
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
山内歯科医院※ 歯 東中野４－４－３　２階 （３３６１）０５２６

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

11
月
3
日
（
木
・
祝
）

当
番
医

薄病院 内 白　鷺２－１－２１ （３３３０）３３４１

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

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
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
石田歯科医院 歯 若　宮３－６－７ （５３７３）２７３７
高津歯科クリニック 歯 中　央５－３９－１１　２階（５３８５）８７３３

薬
局
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

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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