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プッシュ回線・携帯電話・PHS からは

ダイヤル回線　☎（３２１２）２３２３
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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

1月11日〜２月5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

１
月
15
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・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

☆１月末日まで

たかのクリニック 内 上鷺宮４－６－３８ （３９９０）２２２２
宮地内科医院 内・小 上高田１－３５－９ （３３６１）１８５８
高野整形外科 整 弥生町４－１８－７ （３３８０）６７００
白石医院 産婦 ･内 ･小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
りばーすデンタルクリニック※ 歯 中　野３－２－１－２０１ （５３４０）３６２１

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

１
月
22
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
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
小川クリニック 内 大和町２－４６－４ （５３２７）４６６４
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６
おだ歯科医院※ 歯 鷺　宮３－７－７　１階 （６３８３）０２１８

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

１
月
29
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
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
小金澤医院 内・循 江原町３－３５－８ （３９５１）５６２１
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
前原歯科医院※ 歯 中　央４－３９－１０ （３３８１）７８１６

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

２
月
５
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）９９９１

☆２月１日から

くまくぼ整形外科 整 沼　袋１－７－１４　３階 （５３８０）８８７０
いたや内科クリニック 内 東中野３－８－９ （３３６６）３３００
山本クリニック 内 弥生町３－２６－３ （３３７２）０００７
溝口医院 内・小・皮 弥生町２－１２－９ （３３７２）００３５
かわい歯科クリニック※ 歯 丸　山２－３－３　１階 （３３３９）３４５５

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

平成２９年度分福祉タクシー
利用券等の交付の案内を
郵送しています
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　次の①②いずれにも該当する方に、平
成２９年４月１日から利用できる福祉タク
シー利用券・リフト付福祉タクシー利用
券・福祉ガソリン券の交付案内を郵送し
ています。
　届いたら、記載内容を確認し、必要に
応じ手続きしてください。
　福祉タクシー利用券等は、３月中旬ご
ろに宅配便で発送予定です。
対象
①平成２８年１１月３０日までに平成２８年度
の福祉タクシー利用券等の交付を受けた
方
②平成２８年１２月１日時点で交付対象と思
われる方
☆障害等級、平成27年中の本人所得に
より判定。判定基準などについて詳しく
は、障害者参画担当へ問い合わせを。な
お、該当すると思われるにもかかわらず、
本案内が届かない場合も、障害者社会参
画担当へ連絡を
券種等を変更する場合は、申請書に
必要事項を記入して郵送を
返送期限　１月２７日必着
☆変更しない方は、申請（返送）不要

今年度の区民健診の
受診期限が迫っています
お急ぎください
区民健診担当（中野区保健所）
☎（６３０４）８０９１　FAX（３３８２）７７６５

　区民健診の今年度の受診期限は、２月
２8日です。受診期限が近くなると、予約

が取れず、希望どおりに受診できない場
合があります。まだ受けていない方は、
すぐに受診しましょう。
　なお、手元にある受診券には記載のな
い健診を新たに申し込む場合、２月１0日
までに申し込みが必要です。お急ぎくだ
さい。
☆受診券（同封の「受診券シール」を含む）
を紛失した方への再交付も、受け付けは
２月１0日まで。いずれも、電話で区民健
診担当へ

無料の肝炎ウイルス検査は
もう受けましたか
保健予防担当（中野区保健所）
中野２－１７－４
☎（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
われています。
　早期に発見して治療を受けることで、
肝炎の進行を防ぐことができ、完治も期
待できるようになっています。肝炎ウイル
ス検査を受けたことがない方は、必ず検
査を受けましょう。
日時　毎月第１金曜日、午前１０時からと
午後２時からの２回受け付け
会場　中野区保健所
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
☆区民健診（健康づくり健診、国保特定
健診、長寿健診）の対象となる40歳以上
の方は、健診と一緒に肝炎ウイルス検査
を受けられます
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

中部すこやか福祉センター
健康祭り
～鬼は外、健康は体の内から～
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　骨量・血管年齢測定、食育体験の他、
ヨガの体験教室などに参加できます。ど
なたでもお気軽にどうぞ。
日時　２月３日（金）午後１時半～４時
会場・内容　
①中部すこやか福祉センター＝骨量や血
管年齢などの健康チェック、親子でおい
しい食育体験、「お口じゃんけん」など　
②中部スポーツ・コミュニティプラザ（①
と同敷地内）＝ヨガの体験教室（午後２時か
らと２時45分から〔１時１５分から受付〕の２
回実施。各回先着１５人）、「くはっちダンス」
☆当日直接会場へ

健康増進講座
「気軽にリフレッシュストレッチ」
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

日時　２月４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　１月１２日から、産業振興セン
ター 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

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

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

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

口をギュッと
とじる

口をとんがらせる 口を大きく開く

グ
ー

チ
ョ
キ

パ
ー

▼「お口じゃんけん」で楽しみましょう
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