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「こころのクリニック」を
ご利用ください
　心の健康問題で悩む区内在住の方とそ
の家族、関係者の方が、専門医に個別に
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

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」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２３　FAX（３３８９）４３３９

　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・講師　①11月4日＝花田照久氏（精

神科医）、②11月18日＝根津力三氏（中
野区福祉団体連合会事務局）
☆いずれも日曜日、午後1時半～3時半。
1日のみの参加も可
会場　スマイルなかの（中野5－68－7）
申込み　10月9日から①＝11月2日、②
＝11月16日までに、電子申請か、電話
または直接、北部すこやか福祉センター
へ。各回先着４０人

「輝く女性のヘルスケア～女性
ホルモンとカラダの変化～」
南部すこやか福祉センター
弥生町５－１１－２６（みなみらいず内）
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　骨量測定（素足で計測）後、更年期や骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

などについての話を聞きます。呼吸を
整えリラックスするためのエクササイズも。
日時　11月1日（木）午後1時半～3時半
会場　南部すこやか福祉センター
対象　区内在住・在勤・在学のおおむね
１８歳～64歳の女性
講師　寺内智子氏（寺内医院院長）他
申込み　10月9日から電子申請か、電話
または直接、南部すこやか福祉センター
へ。電子申請＝10月30日まで、電話・
窓口＝10月31日まで。先着20人
☆一時保育希望の方は10月25日までに
あわせて申し込みを。先着6人

精神保健福祉講座
「こころの病気を知ろう～精神
疾患の理解と接し方～」
南部すこやか福祉センター
弥生町５－１１－２６（みなみらいず内）
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　精神疾患の基礎知識や症状、接し方に
ついて話を聞きます。
日時　11月8日（木）午後2時～4時

会場　南部すこやか福祉センター
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　藤本豊氏（明治大学・立教大学兼
任講師）
申込み　10月9日から電子申請か、電話
または直接、南部すこやか福祉センター
へ。電子申請＝11月6日まで、電話・窓
口＝11月7日まで。先着60人　☆一時保
育希望の方は11月1日までにあわせて申
し込みを。先着5人

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

　民間賃貸住宅などにお住まいで、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。

オフィス出張健康測定会
産業振興センター　
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　スポーツクラブの講師が区内事業所の
オフィスに出張し、従業員の身体のゆがみ
やバランス、血管年齢などを測定します。
　開催日（11月5日～ 16日の平日、いず
れか1日）などは相談して決定。2時間で、
20人まで対応します。内容や申し込み方
法などについて詳しくは、産業振興セン
ター をご覧になるか、同センターへ問
い合わせを。
☆10月9日～23日に申し込みを受けた中
から抽選で1社

10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）

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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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

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
東京都医療機関案内サービス
「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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

10
月
7
日
（
日
）

当
番
医

横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１

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

上高田クリニック 内・外 上高田１－８－１３ （５９４２）５８２２
美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
三五医院 内 南　台２－６－８ （３３８１）０３１３
しらさぎ歯科医院※ 歯 白　鷺２－１０－１０ （３２２３）８８１７

薬
局
なごみ薬局上高田店 上高田１－８－１３ （５９４２）６０８０
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

10
月
8
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
山田クリニック 内・小 新　井２－６－１０ （３３８６）０４１５
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
神戸歯科医院 歯 沼　袋２－１０－７ （３３８６）０６４８
五十嵐歯科 歯 中　野５－３７－１７ （３３８９）５１５０

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

10
月
14
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
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
いたばしクリニック 内・外 大和町１－２７－３ （５３５６）１６２３
ハートケア銀河クリニック 内・心内・精 本　町２－５０－１２　２階（５３７１）０９０９
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
高野歯科クリニック※ 歯 本　町４－２１－１６－２０３（３３８３）４６１８

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
やまと調剤薬局 大和町１－６４－１ （３３３７）３３８０

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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