広報

▽申込方法 風しん抗体価を証明

するものを左記問合せ先へ持参

－
20
－

分） ☎（３８３３）８４０７
・鶯谷健診センター（根岸２
、土・日曜日・祝日を除く
午前９時～午後５時）

30

31

◆以降、右記記事の共通項目◆

時 分～４時 分）
☎（５８２４）３５４０

７月９日

－
19

－
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歯と口の健康週間

絵・ポスター・標語の入選者決まる
歯と口の健康週間にちなんだ絵・ポ
スター・標語を募集したところ、3,337
点の応募があり、歯科医師会などで審
査をした結果、絵・ポスター146点、
標語238点が入選しました。上位入選
者は次のとおりです（敬称略）
。
◆絵・ポスター（小学生の部）
区長賞 山口玉愛（大正小6年）
、宇
田川真生（浅草小6年）
教育委員会賞 餅谷莉久（根岸小3年）
、
藤井智也（蔵前小3年）
歯科医師会長賞 工藤希和（大正小6
年）
、髙橋夕綺（千束小1年）
◆標語（中学生の部）
区長賞 食べ物の おいしさ伝わる
じょうぶな歯 大島美月（桜橋中1年）
教育委員会賞 だいじょうぶ 本当は
やさしい 歯医者さん 鈴木蒼志（駒
形中2年）

歯科医師会長賞 気にしよう 歯の
色、歯ならび、歯肉炎、知らないまま
が 一番こわい 齊藤優（御徒町台
東中1年）
、三分間 毎日戦え 虫歯バ
スター 小林叶芽（御徒町台東中2年）
◆標語（一般の部）
区長賞 歯科検診、健康ファースト、
最優先 堀越記子（東浅草）
保健所長賞 ひざの上 みがく乳歯
親ごころ 戸田キヨ子（根岸）
歯科医師会長賞 歳かさね、歯の有
り難さ、身にしみる 笠原美津江（清
川）
、掛かりつけ 歯科医は健康パー
トナー 三浦康至（浅草）
学務課保健給食係
☎（5246）1413
台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449

問合せ

防注射および１年以内に混合ワ
クチンを接種 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
頭分（先着順）
▽定員
▽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 中学生以下は保

護者同伴、３歳以下の乳幼児は
入場・受講不可、犬１頭につき
１人以上の犬を制御できる飼い

申込むか、電話で左記問合せ先
へ
▽申込締切日 ７月５日㈬

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

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４３７

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 センチメート
ル以内） ②今年度の狂犬病予

７月２日

、日
・浅草病院（今戸２
曜日・祝日を除く午前９時～午

６月 日

ス課☎（３８４７）９４８１

６月 日

台東保健所
浅草保健相談センター☎（3844）8171
事業名
3・4か月児健康診査 11 ･ 27日午後1時15分～1 21 ･ 26日
（平成29年3月生）
時45分☎（3847）9447
午後1時15分～2時
（平成27年12月生）
（平成27年12月1日～24日生）
1歳6か月児健康診査 13日午後1時15分～2時
19日午後1時～2時15分
☎（3847）9447
２歳児歯科健康診査 26日午前9時～10時
（予約制）
☎(3847)9449
18日午後1時～1時45分
３歳児健康診査
12日午後1時15分～2時15分
（平成26年6月生）
☎（3847）9447
25日（個別）
11日 (個別)午前9時～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分 19日 (個別)午前9時30分～10時30分
☎（3847）9497
27日 (集団)午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
14日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
4 ･ 26日午後1時30分～2時 6 ･ 20日午後1時30分～2時30分
歯科衛生相談
区内在住の方（予約制） 30分☎（3847）9449
※予約は左記
5日午後2時30分～4時、
こころの健康相談
3・24日午後1時15分～2時45分
19日午後1時30分～3時、
区内在住・在勤の方
12日午前10時30分～正午
27日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに)
☎（3844）8171
☎（3847）9497
発達障害個別相談
10日午前9時30分～11時30 24日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） 分☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
12 ･ 26日午後1時～2時30分
（予約制）
☎（3843）5751
7 ･ 24日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、11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「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 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

－
26
－
15

30

30

7月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

7月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

40

風 し ん 抗 体 検 査・風 し ん
予 防 接 種の 費 用 を 助 成 し
ます

６月 日

15

50

１ 年 に １ 度、 胃・ 肺・ 大
腸がん検診を受診しま
しょう（要予約）

６月４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）

16

第２回ペットコミュニティ
エリア適正利用講習会

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
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 梅澤医院
千束2－20－2
（3872）8230
内科 谷中クリニック
谷中3－13－10
（3823）1261
西浅草2－12－8 関戸BLDG2階（3843）8567
歯科 関戸歯科医院
薬局 はるか薬局
千束2－19－2
（5824）8921
薬局 みなと薬局
谷中3－13－8
（3824）9325
今戸1－3－13 さくらコーポ201（3876）3818 11 －
内科 おのだ医院
内科 織田消化器科クリニック 下谷3－7－2
（3871）0822
－
台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
歯科
11
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 米山薬局
下谷3－8－9
（3872）3381
（5824）9090 30
内科 加藤メディカルクリニック 浅草7－3－8
内科 尾泉医院
入谷2－25－2 1階
（3873）1375
松が谷2－27－12
（3842）8148
18 歯科 八木下歯科医院
薬局 アトム調剤薬局
浅草7－6－4 矢澤ビル1階（6802）3673
薬局 めぐみ薬局
入谷2－25－3
（5603）1193
内科 菊嶋クリニック
蔵前3－13－13 NRビル3階（3851）3281
上野桜木1－10－11 地下1階（3827）8401
内科 桜木内科クリニック
（3874）6433
25 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
－
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11
（5842）1454 －
10
内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1－10－6 富田ビル1階（5822）5563
内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761
歯科 庄司歯科医院
西浅草3－20－8
（3844）2168
薬局 コーセイ浅草橋薬局
浅草橋1－25－10
（3865）5322
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
内科 浅草第一診療所
浅草4－33－7
（3872）8617
内科 かとう医院
根岸3－12－14
（5603）7161
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－33－7
（5603）5002
40
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
（3872）5349

月日

19

▽期間
年３月 日まで
妊娠初期に風しんに感染すると、 ▽実施場所 区内協力医療機関
生まれてくる子供が先天性風しん

19

16

☎（３８７３）９１９０
５
・区立台東病院（千束３
土・日曜日・祝日を除く午後１

後５時、土曜日は正午まで）
☎（３８７６）１７１１
▽問合せ 台東保健所保健サービ

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日分の処
あたって 方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

第 1182 号

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

▽対象 区内在住の 歳以上の方
（喀たん検査は 歳以上、条件
あり）

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

症候群という病気を引き起こす恐
れがあります。今後、子供の出産
を考えている方は、抗体検査およ
び予防接種をお勧めします。

●風しん抗体検査
▽対象 区内在住で次の全てに該
当する方 ①受診日現在 歳以
上で妊娠を希望 ②今まで風し

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 ７月 日㈰
午後１時～４時
▽場所 ＤＯＧＬＹ愛犬Ｅ‐ＳＣ
）
ＨＯＯＬ（根岸３ １
▽対象 次の全てを満たすこと①

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

▽内容 胃部・胸部Ｘ線検査（胃
・肺）
、喀たん検査（一定条件
者・肺）
、便潜血検査（検便・
大腸）
※大腸がん（便潜血検査）検診は、
医療機関の空き状況により受診
できない場合があります。
▽場所・申込み・問合せ
・永寿総合健診・予防医療センタ
ー（東上野３ ３ ３ プラチ
ナビル２階、土・日曜日・祝日
を除く午前 時～午後４時

6・7月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
・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）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・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/

んにかかったことがなく、風し
ん抗体検査や風しん・麻しん風
しん混合（ＭＲ）予防接種を受
けたことがない
▽申込方法 電話か直接下記問合
せ先へ
●風しん予防接種
▽対象 区内在住で次の全てに該
当する方 ①接種日現在 歳以
上で妊娠を希望 ②抗体検査で
風しん抗体価がＨＩ法で 倍以
下、ＥＩＡ法で８ ０未満

（5） 平成29（2017）年 6月5日

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4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）午前
土曜リズム体操
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5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5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4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4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5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5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 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①7月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、6月20日㈫（必着）までに各センターへ（1人
15人 1教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【電子申請】今まで窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報シス
テム課☎5246－1031〉

