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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

子ども・子育て

中部すこやか福祉センター
（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789

「歯みがき教室」

内容　歯科衛生士によるお子さんの歯
磨き習慣の準備などの話
対象　区内在住の乳幼児とその保護者
☆①②は生後6か月～11か月、③は1
歳～1歳半のお子さん
日時　8月2日（火）①午前10時から、
②11時15分から、③午後2時から　
☆各回45分で、①②は同内容
会場　中部すこやか福祉センター
申込み　7月6日～29日に電子申請か、
電話または直接、中部すこやか福祉セ
ンターへ。各回先着8組

北部すこやか福祉センター
（江古田4-31-10）
☎（3388）0240  （3389）4339

子育てミニワーク
「3才からの親の声かけのコツ」

対象　区内在住で子育て中の方　
☆お子さんと一緒に参加可
日時　8月6日（土）午前10時～11時
30分
会場　北部すこやか福祉センター
参加費　390円（教材費）
申込み　7月6日～8月1日に電話また
は直接、北部すこやか福祉センターへ。
先着10人（お子さんを除く）程度

鷺宮すこやか福祉センター
（若宮3-58-10）
☎（3336）7111  （3336）7134

歯科相談

健康・福祉

内容　歯科衛生士によるお口全般に関
する相談　☆お子さんと一緒に利用可
対象　区内在住の方
日時　8月4日（木）午後1時～3時30
分　☆一人当たり30分程度
会場　鷺宮すこやか福祉センター
申込み　7月6日～8月2日に電話、ファ
クスまたは直接、鷺宮すこやか福祉セン
ターへ。先着4人。 住所、氏名とふり
がな、年齢、電話番号、ファクス番号、お
子さんと参加する場合はお子さんの年
齢

住宅政策係／9階
☎（3228）5581  （3228）5669

賃貸住宅探しにお困りの方は
相談を HPで

詳しく

協力不動産店の情報提供や住み替え
時の家賃債務保証サービス利用料の一
部助成など、さまざまなサービスがあり
ます。

高齢者世帯や障害者世帯、ひとり親
世帯など、民間賃貸住宅への住み替え
が難しい方が対象。詳しくは、区HPをご
覧になるか、住宅政策係
へ問い合わせを。

生活・交通安全係／8階
☎（3228）8736  （3228）5658

特殊詐欺防止「自動通話録音機」
を無料で貸し出します

警告と録音機能があり、オレオレ詐
欺や還付金詐欺などの被害防止に効果
があります。
☆設置は利用者が行い、電気代は自己
負担
対象　区内在住のおおむね65歳以上
の方が居住する世帯
貸出数　先着750台（1世帯1台）
申込み　7月6日から電話で、生活・交
通安全係へ
☆受け取りは区役所8階15番窓口で。
非常通報装置を接続している電話機な
ど、設置できない場合あり。詳しくは、
同係へ問い合わせを

▲︎録音可能時間は最大60分

　　　���特殊詐欺に
　　　���ご注意を
　「変だな」と思ったら、相手にせず、
最寄りの警察署に相談してください。
緊急の場合は110番へ。
　中野警察署　☎（5925）0110
　野方警察署　☎（3386）0110

☆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）

7月5日〜20日の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

7
月
10
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
さかい内科クリニック 内 鷺宮3-19-15 （5327）3670
中野の森クリニック 小 上高田1-37-11 （3361）1381
かねなか脳神経外科 内・外・脳神

経外・整 中央4-4-2 （6382）4880
柳田医院 内・小 弥生町4-36-13 （3381）4066
中島歯科☆ 歯 本町4-44-14-201 （3382）1704

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
コバヤシ薬局 鷺宮3-15-10 （3336）5056

7
月
17
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
鷺ノ宮耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 鷺宮3-20-10 （5327）4187
中山レディスクリニック 産婦 東中野3-9-14 （3371）2676
中野中央クリニック 内・小 中央2-59-18  2階 （5332）5429
三五医院 内 南台2-6-8 （3381）0313
タカヒロデンタルオフィス☆ 歯 上鷺宮5-8-6 （3926）4182

薬
局

豊生堂鷺宮薬局 鷺宮3-18-9 （3223）4117
東京中央薬局 中央2-59-18 （3362）1441
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

7
月
18
日（
月
・
祝
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田3-15-2 （3387）5421
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
司馬内科医院 内 大和町1-65-2  2階（3223）1785
中野の森クリニック 小 上高田1-37-11 （3361）1381
荘司医院 外・内 本町1-3-11 （3373）3335
沼崎歯科医院 歯 新井2-46-1  1階 （3228）7731
ナオキ歯科クリニック 歯 中央1-35-1  2階 （5389）5386

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
ラビット薬局新中野店 本町3-23-5 （3372）8916

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

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

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

▲︎区HP




