
谷戸小といえば
「なかよし班活動」「谷戸っ子ソーラン」

　谷戸小学校の特色の一つは、「なかよし班活動」。全学年で編成し、遊び・
給食・掃除などの活動を行う時間を設けています。高学年が低学年のことを気
に掛けたり、優しく声を掛けたりして学年を越えて交流することで、子どもたち
は人との関わりを学び、豊かな心を育んでいます。
　11月には、全校遠足で練馬区の光が丘公園へ行きました。公園に向かう電
車には、1年生と6年生が一緒にマナー良く乗車。到着後は、「なかよし班」で
オリエンテーリングに挑み、園内各所にいる先生たちを探しながらクイズなど
に答えて楽しみ、みんなで協力してゴールしました。
　また、10月の運動会では、6年生が「谷戸っ子ソーラン」を披露。背に「谷戸」
と入った法被を着て力強く踊る姿は、圧巻でした。6年生を中心にチームが一
生懸命に協力し合い、充実した一日となりました。
　これからも、保護者や地域の方々の協力で、さまざまな教育活動に取り組ん
でいきます。

谷戸小学校 http://nk-yato-e.a.la9.jp/　
中野１−２６−１　
☎（３３６１）３６４５　ＦAX（３３６１）３６６５

学校だより

▲「谷戸っ子ソーラン」を披露する6年生▲一緒にゲームを楽しむ「なかよし班」
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区立障害児通所支援施設の
放課後等デイサービスの
利用希望の方は相談を
障害児支援担当／３階
☎（３２２８）５６１３　FAX（３２２８）５６５７

　次の①〜③の区立障害児通所支援施設
は、就学しているお子さんを対象に放課
後等デイサービスを実施しています。来
年４月からの利用を希望する方は、次の
期間に利用相談をしてください。
相談期間・方法　１２月６日〜２月２８日の
午前１０時〜午後５時に電話で、希望する
下記対象施設へ
対象施設
①療育センターゆめなりあ（弥生町５－５－２）
☎（６３８２）４７８１　FAX（６３８２）４７８２
②放課後デイサービスセンターみずいろ
（丸山１－１７－２）
☎（３３８８）５７７７　FAX（３３８８）５６６６
③子ども発達センターたんぽぽ
（丸山１－１７－２）
☎（５３４３）７８８３　FAX（５３４３）７８９３
☆上記以外の民間事業所の利用について
は、直接各事業所へ問い合わせを。区内の
事業所の一覧は区 でご覧になれます

「 医療証」の現況届の提出
はお済みですか
子ども健康・医療担当／３階
☎（３２２８）８９３６　FAX（３２２８）５６５７

　「ひとり親家庭等医療費助成制度医療

証」（ 医療証）をお持ちの方に、現況届
を１１月上旬に郵送しました。
　現況届の提出がないと、１月１日から
使える 医療証を発行するための審査が
できません。まだ手元に現況届がある方
は、至急提出を。

妊婦さんの歯っぴいお食事講座
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３−５８−１０
☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４
　第一子を出産予定の区内在住の方を対
象に、妊娠期や出産後の食事のポイント
やレシピを紹介します。試食やお口のケ
アなどの健康チェックも。
☆希望者は、食事診断も受けられます
日時　1月13日（金）午前１０時〜正午
会場　鷺宮すこやか福祉センター
申込み　12月13日〜 1月10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１５人

私立幼稚園等園児の保護者の方へ
補助金の申請はお済みですか
幼稚園担当／３階
☎（３２２８）８７５４　FAX（３２２８）５６６７

　区内在住で、子ども・子育て支援新制
度に移行していない私立幼稚園または都
の認定を受けている幼稚園類似施設にお
子さんを通わせている保護者の方は、保
育料と入園料の一部について補助を受け
られます。
　年度途中での入園などのため補助金を
まだ申請していない方は、必ず年度内に
申請してください。年度を越えてからの
申請はできません。
　申請方法などについて詳しくは、幼稚
園担当へ問い合わせを。

広
　
告

へ。電子申請＝1月6日まで、電話・窓口
＝当日まで。先着50人　☆一時保育希望
の方は、1月6日までにあわせて申し込み
を。先着6人

くは、住宅施策担当へ問い合わせを。

健康講座
「快適睡眠法でキレイになる！
やさしくなる！ひらめきをうむ！」
北部すこやか福祉センター
江古田４−３１−１０
☎（３３８９）４３２２　FAX（３３８９）４３３９

　快適な睡眠についての基本的な知識
や悩み別の解消法、枕の選び方などを、
「快眠セラピスト」として活動している三
橋美穂氏に教わります。簡単な体操も。
日時　1月10日（火）午後2時〜4時
会場　沼袋区民活動センター（沼袋2－
40－18）
申込み　12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

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

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

☆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

12月（５日〜２０日）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

12
月
11
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

大場診療所 内・小 大和町３－４０－６ （３３３０）００７３

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１

新井クリニック 内 東中野３－１０－１２　３階（５３３１）３３８３

西原デンタルオフィス※ 歯 中　野２－２５－６　２階 （３２２９）１１８２

薬
局
栄真堂薬局 大和町３－４４－２ （３３３７）２５１０

むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

12
月
18
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

さかい内科クリニック 内 鷺　宮３－１９－１５ （５３２７）３６７０

武田内科クリニック 内・循 江原町３－５－１０－２０２ （３９５０）３８３６

塔ノ山医院 内 中　央２－１４－９ （３３７１）７１０６

白川クリニック 内・外 南　台２－５１－８　１階 （６３８２）５０１１

とりつかせい歯科医院※ 歯 鷺　宮１－２７－８　１階 （３３３７）８８１５

薬
局
コバヤシ薬局 鷺　宮３－１５－１０ （３３３６）５０５６

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

「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」の申請は
 １２月２８日（水）  までに
（当日の消印有効）
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
　対象となる方で、申請がまだの方は、
今すぐ申請を。期限を過ぎて届いた場
合は、給付金を支給できません。
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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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