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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

20代・30代の方を中心に、感染者数の増加が続いています。感染力の強いデルタ株の
影響で、家庭内で感染する事例も増えています。
一方で、区内の高齢者のワクチン接種率は84％を超え、感染者数に占める割合も減少

しています。引き続き、マスクの着用、3密の回避、手洗いを徹底し感染を予防しましょう。

新型コロナウイルス感染症
家庭内での感染が増えています ◀最新の情報は

区HPで確認を

-NEW OPEN-

オルタード 1361® ライフスタイルラボ
〒165-0026東京都中野区新井1-36-1
VINTAGE家具・服・雑貨の販売/

cafe & BAR/music/ カルチャースクール

-NEW OPEN-
カルチャースクールのご案内
（（  アイシングクッキー教室  ））

カラフルで可愛いクッキーを作ってみませんか？
親子でのご参加も大歓迎！！
10月3日 日曜日 14:00 ~

詳細・ご予約・お問い合わせは下記・HPまで⬇⬇
TEL/03-5942-5020

MAIL/lifestyleslab.altered1361@gmail.com
https://lifestyles-lab.com

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

9
月
20
日（
月
・
祝
）

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
美穂診療所 内・小・消 鷺宮5-3-14 （3990）1208
松が丘医院 内・小 松が丘2-34-2 （3953）0682
ハートケア銀河クリニック 内・心内 本町2-50-12  2階（5371）0909
高野整形外科 整 弥生町4-18-7 （3380）6700
高津歯科クリニック 歯 中央5-39-11  2階（5385）8733
荒牧歯科医院 歯 大和町1-64-10 （5356）7273

薬
局
ことぶき薬局中野中央店 中央4-59-11 （5385）2971
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
アサヒ薬局 野方1-5-17 （5942）5460

9
月
23
日（
木
・
祝
）

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
熊谷医院 内 鷺宮3-32-5 （3338）1515
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮・小 白鷺1-7-15　 （5373）8460
はまだ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 弥生町2-21-11 2階（5304）7556
やよい町こども医院 小 弥生町1-8-11 （6300）4790
中島歯科 歯 本町4-44-14-201 （3382）1704
はいばら歯科医院 歯 野方3-15-14 （3385）6480

薬
局
アクア薬局 江古田2-24-14 （3389）5411
むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
薬局アポック鷺宮店 鷺宮3-33-6 （3223）0088

9
月
26
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
小川クリニック 内 大和町2-46-4 （5327）4664
天正堂クリニック 小・内 丸山1-5-7 （3319）3965
中野坂上米沢医院 内・小 中央2-4-3-102 （3365）2727
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
りばーすデンタルクリニック☆ 歯 中野3-2-1-201 （5340）3621

薬
局
にこにこ薬局あおだも店 丸山1-15-22 （5942）7746
薬局アポック中野坂上店 中央2-4-3 （3369）0021
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

10
月
3
日（
日
）

当
番
医

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

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321
小池小児科医院 小 若宮3-2-10 （3330）0743
やまぐち内科ハートクリニック 内・循・呼 上鷺宮2-4-1 （3970）0770
サンモールクリニック 内・外 中野5-65-12 （5345）5767
ハートケア銀河クリニック 内・心内 本町2-50-12 ２階（5371）0909
船坂歯科医院☆ 歯 野方3-25-8 （3388）6818

薬
局
中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
わかみや薬局 若宮1-43-11 （5327）3663
いずみ薬局さぎのみや 上鷺宮2-4-1 （5848）3229

☆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）

9月20日～10月5日の休日当番医・当番薬局

東京消防庁

（24時間受け付け・年中無休）
救急相談センター

＃7119
ダイヤル回線

☎（3212）2323

プッシュ回線・
携帯電話からは

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。

事前に電話で確認を
午前9時～午後5時30分
医療機関受診時の処方せんをお持
ちください。

休日当番薬局の開設時間

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
☎（5272）0303  （5285）8080
（ファクスは聴覚・言語障害者向け）
携帯電話などからは
http://www.himawari.metro.
tokyo.jp/kt/

夜間および日曜日、
祝・休日の医療機関案内

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～翌朝8時
土・日曜日、祝・休日
　午前8時～翌朝8時

小児救急相談

中野消防署　☎（3366）0119
野方消防署　☎（3330）0119

救急病院案内

新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、診療が中
止になる場合があります。最
新の情報は区HPで確認を

中野区準夜間こども救急診療
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。
☆ 必ず事前（午後5時30分以降）に電話で連絡を
☆ 保険証・医療証を持って受付時間内に来院を
☆ 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

新渡戸記念中野総合病院
（中央4-59-16）  ☎（3382）9991
診療日 年中無休
受付時間 午後6時30分～

9時45分
診療時間 午後7時～10時

中野区新型コロナワクチン接種
コールセンター
☎0570（03）5444（ナビダイヤル）
☆毎日午前9時～午後7時

☆6月28日～8月1日

50代
9％

60代
2％

70代以上
1％

30代以下

72％
40代
16％

感染者の年代別割合

感染者の７割以上が30代以下

☆9月1日現在

ワクチン接種状況

区分
接種率

1回目接種済み 2回目接種済み
65歳以上の方 84.3％ 81.8％
12～64歳の方 48.1％ 36.3％
合計 56.3％ 46.6％

高齢者の接種率は84％以上

家庭内感染予防のポイント
●こまめに手を洗う
●マスクを着ける
●定期的に換気をする
● ドアノブや電気のスイッチなどは
　こまめに消毒する
●料理は一人分ずつ盛り付ける
●タオルや歯磨きコップは共有しない

区はモデルナ社製ワクチンを1万人分確保。10月4日（月）
からサンプラザ（中野4-1-1）で集団接種を実施します。各
日の実施時間は午後1時～8時。1回目の予約と同時に2回
目の予約も受け付けます（4週間後の同曜日・時間）。予約は
9月22日に開始。詳しくは、区HPをご覧になるか、下記コー
ルセンターへ問い合わせを。

モデルナ社製ワクチンの集団接種を行います

▲詳しくは
こちら


