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保健センターの教室・相談
母子関係の事業は母子健康
　手帳をお持ちください。
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がん療養相談窓口【担当／健康推進課】

　がんの治療・療養、緩和ケアなどの相談をお受けしています。がん患者、家族、医療・

福祉関係機関の方が対象です。

【日時】5月23日午前10時～午後2時　　　　　【電話相談】（3205）3114

【窓口相談】月～金曜日の午前10時～午後4時に（3205）3114へ事前予約

【会場】暮らしの保健室（戸山2-33、都営戸山ハイツ33号棟125）

事業名 担当 日 時間 内容

はじめて・にこにこ
歯科相談

牛込 7★・14◎

9:00～10:00

予約制。むし歯予防等の相談・歯磨き
の仕方
◎印…はじめて歯科相談(1歳児）
★印…にこにこ歯科相談（2歳児）

四谷 1◎・ 8★

東新宿 11◎・18★

落合 12◎・19★

もぐもぐごっくん
歯科相談

牛込 14
9:00～10:30

予約制。乳幼児対象。専門の歯科医に
よる食べ方についての相談東新宿 11

母親学級 四谷 14・21・28 13:30～16:00
予約制。もく浴・安産のための実習、歯
の健康と食事の話。定員30名。

両親学級 牛込 23 9:30～12:00
予約制。もく浴・妊婦体験と講演
定員30組

育児相談

牛込 8 10:00～10:30 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）

四谷 7 9:30～11:30 さくらんぼくらぶ（子育て情報交換）

東新宿

7
10:30～11:30

【会場】北新宿第一児童館 個別相談

とグルー

プワーク14 【会場】百人町児童館

すこやか子ども

発達相談
牛込 19 14:00～16:00

予約制。小児専門医による発達相

談。申し込みは地区の保健センター

育児・おっぱい
相談

東新宿 22 9:30～11:00 保健師・助産師・栄養士の個別相談
おっぱい相談は予約制落合 13 13:30～15:00

双子の会 落合 26 13:30～15:00
子育て情報交換
(初めての方はお問い合わせください)

はじめまして

赤ちゃん

応援教室

牛込 12

13:30～15:30

予約制。妊娠している方と4か月く
らいまでのお子さんのお母さんの
育児体験教室

東新宿 21

落合 27

四谷 7
妊娠している方（予約制）と27年2月
生まれのお子さんのお母さん（個別
通知制）の育児体験教室

離乳食講習会

牛込 19

13:30～15:30
予約制。5～6か月児対象
離乳食の話と調理実演・試食、事故防
止の話

四谷 28

東新宿 18

落合 22

1歳児
食事講習会

四谷 22
11:00～13:00

予約制。1歳～1歳6か月児対象。離乳
完了時期の食事・おやつの話と調理
実演・試食、口の発育の話。託児あり東新宿 14

骨粗しょう症
予防検診

牛込�26

9:00～10:30

予約制。20歳以上対象（1年度に1回。
医療機関で骨粗しょう症と診断され
たことのある方を除く）。各日定員50
名。骨密度測定（かかとの測定・超音
波法）、医師の結果説明、健康・栄養相
談。300円

四谷 15

東新宿 20

落合 14

女性の健康
専門相談
【女性の健康支援
センター】

四谷

1
※産婦人科系
　全般
27
※更年期専門

14:00～16:00

予約制。女性の産婦人科医などの個
別相談。思春期から更年期の女性の
からだや婦人科系の症状などについ
て相談できます。

精神保健相談

牛込 12・26
14:00～16:15 予約制。精神科医の思春期から高齢

期（認知症を含む）までの「こころ」の
相談

四谷 22

東新宿 25
14:15～16:30

落合 29

うつ専門相談 東新宿 11 13:15～15:30 予約制。精神科医の個別相談

パーキンソン
体操教室

東新宿 11 13:30～15:30
パーキンソン病の方と家族が対象。
運動療法と患者・家族の交流

訪問指導

牛込 18

13:30～15:30

予約制。理学療法士・作業療法士が自
宅を訪問し、実技指導のほか、リハビ
リ等をアドバイスします。
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
導（栄養・歯科のアドバイス・実技指
導）は随時実施。予約制

四谷 18

東新宿 13

落合 7・22

健康相談
（生活習慣病や
歯周病予防に
関する相談）

牛込 26

9:00～10:30

予約制。16歳以上対象。
保健師・栄養士・歯科衛生士等の個別

相談。成人健康診査の結果の見方、食

事や健康面、歯周病の予防などにつ

いて相談できます。

※最近、健康診査を受けた方は、健診

結果をお持ちください。

四谷 15

東新宿 20

落合 14

健康アップ
達人セミナー

四谷 29 14:00～16:00

予約制。16歳以上対象。
成人健康診査の結果の正しい見方、
生活習慣改善のための講義・演習
※最近、健康診査を受けた方は、健診
結果をお持ちください。

【日時】5月16日午前9時30分～12時

【対象】区内在住で初めて出産する方（安定期（16

週～35週）で医師から運動の許可が出ている）と

パートナー、20組

【内容】①講演「必見！パパがもっと楽しく育児で

きるコツ」（滝村雅晴／パパ料理研究家、内閣府食育

推進会議専門委員）、②実技「パパの育児体験タイ

ム」、③講義「産後どうする？わが家の食事」

※パパが①②に参加中に、ママは「マタニティーヨ

ガ」を受講（講師は水田美由紀／マタニティーヨガ・

産後ヨガインストラクター）。③はパパとママで受講。

【会場・申込み】電話で東新宿保健センターへ。先着

順。4月5日も申し込みを受け付けます。

　犬の登録（鑑札の交付）

　衛生課・特別出張所で受け付けま

す。

【費用】登録手数料1頭3,000円

　狂犬病予防注射（定期集合注射）

【日時】4月13日～17日午後1時～3

時

【会場】東京都獣医師会新宿支部加盟の

動物病院（下表）

【費用】注射料金3,100円（定期集合注

射期間中）

注射済票交付手数料550円

※犬の登録も受け付けます。登録手数

料3,000円が別に必要です（鑑札の再

交付の場合は1,600円）。

※注射済票は、4月13日は会場の動

物病院で交付します。4月14日～17

日に注射を受ける場合は、5月中旬に

郵送します。

※定期集合注射期間中に注射を受け

られない場合は、動物病院等で注射を

受け、獣医師発行の「狂犬病予防注射

済証」を衛生課か特別出張所へお持ち

ください。

犬の登録と狂犬病予防注射を
4月～6月は狂犬病予防注射月間

会場 所在地 電話番号

市ヶ谷動物病院 市谷柳町25、宮坂ビル1階 （3269）1299

新宿動物病院 新宿7―11―5、けやきハウス2階 （5272）1323

エンドー動物病院 北新宿3―9―3 （3371）7182

アーバン動物病院 大久保2―3―16、サニー大久保102 （3204）1323

 記念動物病院 高田馬場1―20―2 （3200）0076

ワトソン動物病院 西早稲田1―11―8、ビィラ早稲田1階 （3200）1098

ハヤシダ動物病院 上落合2―27―10 （3362）8650

小滝橋動物病院 百人町4―9―2、第2浅見ビル1階 （5332）6866

牛込犬猫病院 南山伏町2―15 （3268）8059

相川動物医療センター 西落合4―3―1 （5988）7888

花園動物病院 新宿1―25―11―105 （3352）2115

キタムラ動物病院 早稲田鶴巻町556、マンション暁1階 （3203）1190

わせだ動物病院 早稲田鶴巻町110 （3207）9511

トッキー動物病院 北新宿1―36―3 （5338）6870

にしやま動物病院 西落合4―17―11 （3950）1055

マリーペットクリニック 上落合1―5―4 （6279）3385

木村動物病院 馬場下町50 （3203）0011

ロッソ動物病院 住吉町7―2、加藤ビル1階 （3350）7976

ジュアペットクリニック 西新宿5―21―1、クラフトビル1階 （6300）9457

　犬の飼い主には、犬の登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（年1回）が義務付けられ

ています。

【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）（5273）3148・（3209）1441へ。

　4月から、高度管理医療機器

等の販売業・貸与業の申請等に

関する受付窓口は、東京都から

各区の保健所に変わりまし

た。

　区内営業所の手続きの際に

は、保健所（新宿区は衛生課）に

おいでください。

【申請窓口】衛生課環境衛生第

一係・環境衛生第二係（第2分

庁舎3階）（5273）3841・3845

へ。

パパ大好きって言われちゃう

高高度度管管理理医医療療機機器器等等のの

受受付付窓窓口口がが変変わわりりままししたた

★★★★★★★ 保健だより各事業の問い合わせ先 ★★★★★★★

健康推進課 （5273）3494 （5273）3930 〒160-0022 新宿5-18-21

牛込保健センター （3260）6231 （3260）6223 〒162-0851 弁天町50

四谷保健センター （3351）5161 （3351）5166 〒160-0008 三栄町25

東新宿保健センター （3200）1026 （3200）1027 〒160-0022 新宿7-26-4

落合保健センター （3952）7161 （3952）9943 〒161-0033 下落合4-6-7

女性の健康支援センター （3351）5161 （3351）5166
〒160-0008 三栄町25
　(四谷保健センター内)
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新宿区医師会区民健康センター

新宿7―26―4 （3208）2223

【診療時間（内科・小児科）】

土曜日…午後5時～10時

日曜日、祝日…午前9時～午後10時
※受診前に電話でお問い合わせください。

東京都医療機関案内

ひまわり

（5272）0303

※24時間自動応答

http://www.himawari.
　metro.tokyo.jp

土土曜曜日日夜夜間間やや

日日曜曜日日・・祝祝日日にに

急急病病ににななっったたらら
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イクメン講座とマタニティーヨガ
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