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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

歯科相談
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

　お口や歯、入れ歯の手入れなどについ
て歯科衛生士に相談できます。
　希望者にはむし歯菌検査、かむ力や、
唾液の検査も。お子さんと一緒の参加も
可能です。
対象　区内在住の方
日時　11月26日（月）午後1時～３時半
☆一人当たり４５分程度
会場　南部すこやか福祉センター
申込み　10月22日から電話または直接、
南部すこやか福祉センターへ。先着６人

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

　B型・C型ウイルス性肝炎は感染しても
自覚症状がないことが多く、多数の人が
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
る場合があり、早期発見・早期治療が大
切です。一度は検査を受けましょう。
日時　11月2日（金）、午前10時からと
午後2時からの2回受け付け　☆12月以
降も毎月第1金曜日（ただし来年1月は11
日）に実施
会場　中野区保健所（中野2－１７－4）
申込み　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

「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

　精神障害のある方とその家族、支援
者、関心のある方が対象。話し合いで悩
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」につい
て学びます。
日時　11月10日（土）・11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）
参加費　500円（テキスト代・お茶代）
申込み　10月21日～１１月9日に電話で、

「せせらぎ」へ。全回参加できる方優先で
先着10人

食の安全・安心懇談会　
「食中毒は偶然起きない！
～知っておきたい食中毒予防法～」
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　食中毒予防についての話を聞き、食の
安全と安心について意見交換します。
日時　１１月13日（火）午後2時半～４時半
会場　産業振興センター（中野2－13－
14）
対象　区内在住の方
申込み　10月22日～１１月5日に電話か、 
氏名とふりがな、年齢、電話番号、一時 
保育（先着8人）希望の方はお子さんの氏 
名とふりがな、月年齢、アレルギーの有 
無、緊急連絡先、手話通訳希望の方は 
その旨も記入して電子メール seikatu 
kankyo@city.tokyo-nakano.lg.jpまた
はファクシミリで、食品衛生担当へ。先
着35人

シニア向け健康ウォーキング
健康企画担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　区内をウォーキングしながら、正しい歩
き方を学びましょう。スタート地点の双鷺
公園（若宮3－５８）でスポーツクラブ指導
員から正しいフォームを教わり、約２．４㎞
を歩きます。ゴール地点の白鷺せせらぎ
公園（白鷺１－４）では、歩き方の講評も。
日時　11月18日（日）午後1時半～３時半
対象　区内在住のおおむね55歳～７5歳
の方
申込み　10月22日～１１月7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、健康企画担
当へ。先着３５人

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」
健康企画担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　40歳～７４歳の３人に１人が、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
のうちは自覚症状がありません。しかし、
糖尿病を放置すると、神経障害や網膜
症、腎症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（木）～１６日（金）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」

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

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

10月20日〜11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

10
月
21
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

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
かみさぎキッズクリニック 小・小外 上鷺宮３－８－１４ （３５７７）８４００
中越整形外科 整 鷺　宮３－２０－９ （５３２７）５８３５
新井クリニック 内 東中野３－１０－１２　３階（５３３１）３３８３
赤沢医院 内 中　野５－３３－２８ （３３８７）１８１１
藤田歯科医院※ 歯 鷺　宮４－３－４ （３２２３）４１４１

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

10
月
28
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
橋本医院 内 野　方３－１５－３ （３３８９）０３５５
中野の森クリニック 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
金子歯科医院※ 歯 弥生町１－３２－４ （３３７３）２５６１

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

11
月
3
日
（
土
・
祝
）

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

渡辺整形外科・外科・内科 整・外・内 中　央２－２－３ （３３６１）１７７０
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１
優歯科クリニック沼袋 歯 沼　袋１－３６－５　３階 （３２２８）５４７０
ＫＵＭＡデンタルクリニック 歯 中　野５－３５－８　１階 （３２２８）８２４１

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

11
月
4
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
宮医院 内・小 上高田３－１－１３ （３３８５）３１７７
たかとり内科 内 大和町１－３０－６ （６２６５）５８３５
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
蒲生歯科医院※ 歯 鷺　宮３－１９－５ （３３３０）０６４８

薬
局
やまと調剤薬局 大和町１－６４－１ （３３３７）３３８０
むさしの薬局中野坂上店 本　町２－４５－１１ （５３５８）７８７７

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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