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フェンスター音楽教室
幼児から大人まで

糖尿病予防対策事業にご参加を
健康企画担当／６階　☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　糖尿病が心配される次の対象の方は、運動実技指導・
栄養指導を受けられます。
　いずれのコースも全１２回、参加費２，０００円（全回分）。
生活習慣の改善に役立てるため、ぜひご参加ください。
対象　
　次の条件の全てに当てはまる方
◦�来年３月３１日時点で３５歳～６４歳で、区内在住
◦�申し込み時点で、平成３０年度国保・社保特定健診、健康づくり健診を区内の
医療機関で受診済み
◦�平成３０年度の健診結果が、区の定める基準に該当（健診医の意見書が必要）
会場・コース　次の①②の会場で、８月・９月コース、１０月・１１月コース、１２月・
来年１月コース、同２月・３月コースの各４コース、計8コースあり
①東京アスレティッククラブ 中野２－１４－１６
②ＴＡＣサンプラザスポーツスペース 中野４－１－１
☆①②とも、トレーニングルームでの運動。期間中の都合の良い日の午
後１時～９時に、２時間ずつ、計１２回

申込み　いずれのコースも、７月９日から電話または直接、健康企画担当へ。各
コース開始月の前月２５日（休日の場合は直前の平日）まで受け付け。各コース先
着で①＝１０人、②＝６人（計６４人）

区報に
広告を掲載しませんか
区報に
広告を掲載しませんか

　区内全域に約20万部、各戸配布してい
ます。
　料金や規格などに
ついての詳しい資料
を郵送します
ので、 問い合
わせを。

区報担当／４階
☎（３２２８）８８０５　FAX（３２２８）５６４５

HP
詳しく

で

広
　
告

☆電子メール hanzaihigaishasien@
city.tokyo-nakano.lg.jp、電話やファク
シミリでも相談可。詳しくは、地域福祉
推進担当へ問い合わせを

高齢者世帯・障害者世帯等の
方の住み替えを支援します
住宅政策担当／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（住み替え）が
困難な高齢者世帯・障害者世帯などの方
に、協力不動産店の紹介や家賃債務保証
制度を利用するための支援をしています。
　適当な物件が見つからない場合は、ご
相談ください。詳しくは、住宅政策担当
へ問い合わせを。

食中毒を予防しましょう
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　次の①②とも、当日直接会場へ。
①食品衛生街頭相談会
　食中毒やその予防方法について、中野
区食品衛生協会会員と保健所職員に相談
できます。
日時　７月１０日（火）午後２時～３時半
会場　中野ブロードウェイ１階早稲田通り
側（中野5－52－15）
②食中毒予防パネル展
「お肉は中心までよく焼いて食べよう！」
　肉の生食を原因とする食中毒が都内で
発生しています。鮮度が良くても、肉に
は食中毒菌が潜んでいることがあります。
主な食中毒の菌と予防のポイントを、パ
ネルで確認しましょう。
期間　８月１日（水）～３０日（木）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
東側

害虫パネル展
衛生環境担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６２　FAX（３３８２）６６６７

　夏に多い害虫の対処法などを紹介しま
す。
期間　8月１日（水）～30日（木）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
東側

障害年金所得状況届
（２０歳前障害の方）の提出は
７月３１日までに
国民年金担当／１階
☎（３２２８）５５１５　FAX（３２２８）５６５４

　２０歳になる前からの障害により障害基
礎年金を受給している方に、今月初旬に
日本年金機構から「所得状況届」を郵送し
ます。
　届いたら必要事項を記入し、7月３１日
必着で国民年金担当へ提出してくださ
い。提出が遅れると一時的に年金の支給
が停止されることがあります。
☆紛失の際などは、同担当へ問い合わせを

犯罪被害者のための相談窓口
のご利用を
地域福祉推進担当／６階
☎（３２２８）５７１３　FAX（３２２８）５６６２

　区は、犯罪に巻き込まれ、被害に遭っ
た方やその家族のための相談窓口を設置
しています。専門の相談員が話をお聞き
し、必要な情報提供や支援を行います。
秘密は厳守されますので、安心してご相
談ください。
相談日時　月～金曜日午前８時半～午後
５時
受付窓口　区役所６階犯罪被害者等相談
支援窓口

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

☆電話は午後5時半以降に
してください
☆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。

中野区準夜間こども救急診療

☆電話は午後５時半以降にしてください
☆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。
中野区準夜間こども救急診療

新渡戸記念中野総合病院内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

新渡戸記念中野総合病院内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

7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

７
月
８
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
中越整形外科 整 鷺　宮３－２０－９ （５３２７）５８３５
西武沼袋医院 内 沼　袋１－７－１４ （３３８８）１７９１
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
景山歯科医院※ 歯 中　央２－５９－１１　１階（３３６７）３４５６

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

７
月
15
日
（
日
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・整・脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）９９９１

横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
杉本医院 内・小 野　方２－７－１７ （３３８８）２３３８
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
くすのき診療所 内・外・脳神経外 中　央２－７－８ （３３６１）００７２
川崎歯科クリニック※ 歯 大和町１－６５－２　１階 （３３３９）８２４１

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

７
月
16
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
松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１
大橋歯科医院 歯 新　井２－２５－４ （３３８６）３４４４
吉永歯科医院 歯 中　野５－３０－１９ （３３８７）０１１８

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

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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