ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日
あたって 分の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

台東一丁目 9月14日～11月16日の木曜日午後2時～4時
区民館

9人

浅草橋区民館 9月14日～11月16日の木曜日午前10時～正午

9人

9月14日～11月16日の木曜日午前10時～正午

9人

65 寿区民館

金杉区民館

9月15日～11月24日（11月3日を除く）の
6人
金曜日午後2時～4時

谷中区民館

9月15日～11月24日（11月3日を除く）の
6人
金曜日午前10時～正午

月

40

日

300

▽場所・問合せ 台東病院

☎（３８７６）１００１㈹

日

勤務先へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

月

ふたごちゃん、みつごちゃ
ん集まれ！「講演・交流会」
（託児あり）

月 日

▽日時 ８月 日㈭
午前 時～正午
▽対象 区内在住で就学前の多胎

月 日

第3回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

月 日

児と保護者、多胎児を妊娠して
いる方とそのパートナー
組（先着順）
▽定員
▽講師 田中輝子氏（日本多胎支
援協会）
▽申込開始日時 ８月７日㈪午前
９時
▽場所・申込み・問合せ 浅草保
健相談センター
☎（３８４４）８１７１

日

ペットコミュニティエリアを利用するには事前に講習会の受講が
必要です。 日時 9月10日㈰午前9時30分～正午 場所 DOGLY
愛犬E-SCHOOL（根岸3－1－10） 対象 次の全てを満たすこ
と①飼い主が区内在住で、台東区で登録をしている小・中型犬
（背中～地面まで約40センチメートル以内） ②今年度の狂犬病
予防注射および1年以内に混合ワクチンを接種している ③犬の
健康状態に問題がなく（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっ
ていない）
、他の人や犬に対して過剰に吠えたり、威嚇したり、
咬傷事故を起こしたことがない ④エリアを利用する家族全員で
参加できる 定員 15頭分（先着順） 内容 エリア内でのマナーや
知識の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は施設内で
愛犬をお預かりします） 受講上の注意 ①中学生以下は保護者同
伴 ②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭につき1人
以上の犬を制御できる飼い主が参加（1人で複数頭連れてくるこ
とはできません） 申込方法 区ホームページから申込むか、電話
で下記問合せ先へ 申込期間 8月7日㈪～30日㈬
問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動物管理担当
☎（3847）9437

9月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

9月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
☎（3844）8171
3・4か月児健康診査 12 ･ 28日午後１時15分～１時 15 ･ 27日
（平成29年5月生）
45分☎（3847) 9447
午後1時15分～2時
1歳6か月児健康診査 14日午後1時15分～2時
20日
（平成28年2月生）
☎ (3847) 9447
午後1時～2時15分
２歳児歯科健康診査 27日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
３歳児健康診査
19日午後1時～1時45分
13日
（平成26年8月生）
☎ (3847) 9447
午後1時15分～2時15分
12日(個別)午前9時～10時30分
26日（個別）
20日(個別)午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
28日(集団)午前9時30分～11時
☎ (3847) 9497
産婦歯科健康診査
8日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
歯科衛生相談
12・27日午後1時30分～2時 7・21日午後1時30分～2時30分
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 30分☎ (3847) 9449
6日午後2時～3時30分、20日午
こころの健康相談
4日午後1時15分～2時45分、
区内在住・在勤の方 後1時30分～3時、28日午前9時
13日午前10時30分～正午
(予約制・前日までに) 45分～正午☎（3847）9497
発達障害個別相談
25日午前9時30分～11時30分 11日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
13 ･ 27日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
4 ･ 22日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、12日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは、区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎え
ハローベビー学級
る方へ」をご覧ください。台東保健所☎（3847）9447
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター☎（3844）8171

21

暮 ら し と ここ ろ の 総 合 相
談会

月

15

30

110

「仕事が見つからない」
「眠れず
体調がすぐれない」など、生活に

日

31

関するさまざまな問題や、こころ
の健康について、専門相談員・保
健師・弁護士が相談に応じます。
▽日時 ９月７日㈭・８日㈮午後１
時～５時（受付は４時 分まで）
▽場所 台東保健所３階

月

40

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４０５

30

１ 年 に１ 度 の「 総 合 健 康
診査」を受けましょう

日

年３月末時点で 歳以上の、
９～ 月生まれの国民健康保険お
よび後期高齢者医療制度の加入
者・生活保護受給者に、受診票を
送付しました（４～８月生まれの
方には５月末に送付済み）
。
※会社等で健保組合や協会けんぽ
等に加入している方や、その被
扶養者は、加入している医療保
険者が特定健康診査を行います。

月

12

－

▽費用
円（保険料・初回のみ）
▽申込方法 はがきに希望する場
所・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて左記問合せ先へ

30

▽申込締切日 ８月 日㈪
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

13

☎（５２４６）１２９５

28

笑って 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

日

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診
療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。
毎日24時間☎（5272）0303
URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

▽日時 ９月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）
▽定員
▽出演 ふるさとコンビ、Ｗアッ
プ
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

知って得する！
在宅ケア教室

月

16

10

6人

上野区民館 9月13日～11月15日の水曜日午前10時～正午 10人

▽日時 ８月 日㈬
午後３時～４時
えん げ
▽テーマ 嚥下食の作り方
▽講師 台東病院栄養室職員

８月６日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
浅草橋1－25－5
内科 小川こどもクリニック
（3861）2429
小川ハイム201
内科 柴原医院
池之端4－11－2
（3821）3658
歯科 小林歯科医院
西浅草2－16－1
（3844）1092
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5
（5809）3698
内科
塩川内科医院
千束1－4－11
（3872）0153
8
内科 武内クリニック
根岸5－16－8
（3873）1202
11 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 平和堂薬局
根岸5－22－11
（3874）4750
内科 くろす内科クリニック
清川2－8－11
（3872）0298
8
上野2－11－10
内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
13
歯科 さや歯科医院
西浅草3－16－8 2階（5828）4182
薬局 清川薬局
清川2－8－10
（6240）6801
8 内科 大塚医院
浅草4－28－13
（3873）2853
14 内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3 2階 （5830）3112
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
寿4－10－11
（3841）4361
8 内科 本宮形成・整形外科
生井ビル2階
池之端2－5－44
（3821）3915
15 内科 吉田産婦人科医院
蔵前2－6－3
歯科 ジェイエムビル歯科医院
（5820）6874
ジェイエムビル5階
内科 梅澤医院
千束2－20－2
（3872）8230
北上野1－9－13
8 内科 上野なかのクリニック
（5828）3007
高松ビル1階
16 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 はるか薬局
千束2－19－2
（5824）8921
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680
内科 蔵前内科クリニック
蔵前1－8－6
（3864）8998
上野桜木1－10－11
8 内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
20
雷門2－3－5
歯科 ライオンズビル歯科医院
（3844）9493
ライオンズビル3階
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
8 内科 谷口内科
竜泉1－10－6
（3872）1369
台東区歯科医師会歯科診療所
根岸4－1－28
（3874）6433
歯科
27
薬局 モリタ薬局
日本堤1－5－8
（3871）4107
薬局 Smile調剤 入谷薬局
竜泉1－10－2
（6458）1616
内科 行徳内科医院
蔵前4－3－7
（3851）9000
9
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
3
歯科 台東歯科クリニック
雷門2－11－8
（3844）4180
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
今戸1－3－13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
9
内科 竜泉協立診療所
竜泉3－1－2
（3873）4373
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 竜泉たかはし薬局
竜泉3－3－3
（3875）4611

雷門区民館 9月12日～11月14日の火曜日午後2時～4時

第 1186 号

高 齢 者 は つ ら つ ト レ ーニ
ン グ ～ 身 近 な 場 所で 体 力
アップをしませんか～

場所 永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
診療対象 小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後６時45分～９時45分
受付時間 日曜日・祝日・お盆（8月14〜16日）午前８時45分～午後９時45分
調剤薬局 車坂薬局 東上野３－11－３ ☎（5812）2067

定員
（抽選）

日時（全10回）

トレーニングマシンを使用した
運動教室です。簡単な体操やスト

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（☎5246−1277）でお確かめください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/

場所

レッチも行います。

8・9月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

▽対象 区内在住の 歳以上の方
（心疾患・高血圧等の症状のあ
る方は主治医要相談）

（5） 平成29（2017）年 8月5日

健 康

広報

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日 （全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日 （全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全5回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全5回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全5回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～正午

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 参加費 1回
300円 申込方法 往復はがきに①9月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性
20人 別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
8月18日㈮（必着）までに各センターへ（1人1教室
15人 につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【家庭の省エネヒント】夏になったら温水洗浄便座の便座暖房はオフ、
洗浄温水は低めに設定して省エネにつなげていきましょう。年間約1,050円の節約になります。
（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246－1281〉

