広報
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14

20
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▽時間 午前 時～正午
▽場所 千束健康増進センター
▽対象 区内在住の 歳以上の方
（心疾患・高血圧等の症状のあ

−

110

る方は主治医要相談）
▽定員 各 人（抽選）
▽費用
円（保険料・初回のみ）

書いて左記問合せ先へ
（必着）
▽申込締切日 ３月 日㈬
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

３月

40

☎（５２４６）１２９５

３月 日

30

笑 っ て 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

日

▽日時 ４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 春風こうた・ふくた、キ
ープランニング
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

３月

10

300

▽場所 台東保健所６階研修室

日

28

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人（先着順）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課

３月

18

☎（３８４７）９４９２

日

10

21

10

高齢者はつらつトレーニ
ング

▽期間（全 回） ①火曜日コー
スは４月９日～６月 日（４月
日を除く） ②金曜日コース
は４月 日～６月 日（５月３
日を除く）

３月

30

12

10

▽申込方法 はがきに希望コース
（①か②またはどちらでも可）
・
住所・氏名・年齢・電話番号を

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 浅草第一診療所
浅草4－33－7
（3872）8617
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－34－5
（5603）5002
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384
北上野1－9－13
内科 上野なかのクリニック
（5828）3007
高松ビル1階
17
元浅草4－6－5
歯科 半田歯科医院
（3841）4888
今井ビル1階
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11 （6231）7680
今戸1－3－13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
内科 武内クリニック
根岸5－16－8
（3873）1202
21 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 平和堂薬局
根岸5－22－11
（3874）4750
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44 （3821）3915
24 歯科 加藤歯科医院
元浅草1－6－7
（3844）0796
薬局 町の薬局
日本堤1－5－3
（5808）7944
浅草5－63－10
内科 聖愛クリニック
（3874）5341
水源ビル１階
上野2－11－10
内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
31
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 川元薬局
浅草5－57－8
（3875）0157
蔵前3－13－13
内科 菊嶋クリニック
（3851）3281
NRビル3階
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
歯科 山本歯科医院
寿1－1－3
（3844）7553
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

月日

22

30 30

健康

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
あたって 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。

11

第 1224 号

あなたの体の健康 度 、 チ
ェックしてみませ ん か ？
（予約制）

26

▽日時 ４月９日㈫、５月 日㈫
午前９時 分、 時、 時 分、 トレーニングマシンを使用した
時（各 分程度）
運動教室です。簡単な体操やスト
▽場所 台東保健所３階大会議室 レッチも行います。

30

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

10

▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者
▽定員 各６人

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 血圧、握力、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定、結果説明と助言
▽申込開始日時 ３月 日㈮午前
時
▽問合せ 国民健康保険課
☎（５２４６）１２５１

3・4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

専門医によるぜん息やア
トピー性皮膚炎等のアレ
ルギー相談

▽日時 ４月 日㈮
午後１時 分～４時

（5） 平成31（2019）年 3月5日

10

65

日

台東保健所
9 ･ 25日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
11日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447

16日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
9日 (個別) 午前9時～10時30分、
23日 (個別) 午前9時30分～10時 17日（個別）
発達相談（予約制）
30分、25日 (集団) 午前9時30分 午前9時30分～10時30分
～11時☎（3847）9497
産婦歯科健康診査
3日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
2 ･ 24日午後1時30分～2時30分 4 ･ 18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） ☎ (3847) 9449
3日午後1時30分～3時、10日午前
こころの健康相談
8日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方 10時30分～正午、24日午後3時～
25日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに) 4時30分☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
15日午前9時30分～11時30分
22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
10・24日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
☎ (3843) 5751
5 ･ 15日午前10時～午後3時30
栄養相談（予約制） 分、25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 浅
（両親学級・予約制）
草保健相談センター☎（3844）8171

はの「あるある」が影響しています。
・膝が痛くて出かけるのがおっく

事業名
3・4か月児健康診査
（平成30年12月生）
1歳6か月児健康診査
（平成29年9月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成28年3月生）

浅草保健相談センター
☎（3844）8171
19 ･ 24日
午後1時～１時45分
17日
午後1時～１時45分
12日午後1時～2時
☎ (3847) 9449
10日
午後1時～1時45分

高齢期の食事は、「低栄養」
に気をつけましょう！

4月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

4月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

う。調理も手間がかかり面倒く
さい。１日に３食も食べないこ
とがよくある。

30

●高齢者の体は、１週間であっと
いう間に変化します

65

根岸社会教育館
谷中区民館
福祉プラザ台東清峰会
特別養護老人ホーム浅草
5月10日㈮
（※）要上履き
5月16日㈭ 環境ふれあい館ひまわり
（※）前半１時間は座ってできる筋力向
上の体操を行います

・好きなものや食べやすいものし
か食べないので、いつも同じよ
うなものばかり食べている。

4月15日㈪
4月19日㈮
30 4月26日㈮

高齢になると、いろいろな背景
により食事の量が減ったり、食べ
られるものの偏りが出てくること

台東一丁目区民館

・入れ歯の調子が悪いが、そのま
まにしている。肉や野菜がかみ
切れない。おなかがすいたらお

4月10日㈬

で「低栄養」を引き起こす恐れが
あります。食事を十分にとれない
日が数日続いただけで、寝たきり

場所

ケアハウス松が谷

菓子ばかり食べている。
●健康ミニ講座
「ふれあい介護予防教室」
の中で、
管理栄養士から日常生活で実践で

▽時間 午後１時 分～３時
※４月９日㈫は午後２時～３時
分
※当日、直接会場へ
▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽問合せ 介護予防・地域支援課

☎（５２４６）１２９５

50

善意の献血ありがとうご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今
回、次の方に贈呈しました。
松本浩一氏（小島１丁目）
該当する方は、左記へご連絡く
ださい。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

☎（３８４７）９４０１

50

日程

4月9日㈫

や要介護状態のリスクが高まりま
す。
●「高齢になったら肉を食べなく
ていい」というのは間違いです

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/
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）

体に必要なたんぱく質の量は、 きる高齢期の低栄養予防のポイン
若い頃と大きく変わりません。高
ト等をご紹介します。
齢期には消化吸収能力が低下する
分、積極的に肉や魚などのたんぱ
く質をとる必要があります。また、
体力や免疫力を落とさないよう、
エネルギーのもととなる糖質・脂
質を適度にとり、バランス良く食
べることも大切です。
●あるある！食生活の異変～こん
な出来事、最近ありませんか？～
高齢者が低栄養になりやすい理
由は、下記のような高齢者ならで

４月７日

医療
情報

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5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5回）
20人
午後3時～4時
火曜日
（30日を除く全4回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
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 20人
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
15人
[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 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
20人
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）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
20人
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 35人
毎週金曜日（全4回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
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 15人

火曜リズム体操

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
気体操

日時

定員

毎週火曜日（全5回）
10人
午後2時～3時
火曜日
（30日を除く全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
毎週金曜日（全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分 15人
毎週土曜日（全4回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
午前10時30分～正午

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①4月の○○教室
希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
性別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、3月20日㈬（必着）までに各センターへ（1人1
教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【
「台東区史」文庫本（全6巻）好評発売中】江戸・東京の中心として発展してきた台東区の歴史を、楽しみながら学んでみませんか。
▷価格 1冊800円、6冊セット4,000円〈台東区広報課☎5246－1021〉

