8 令和3年（2021年）1月1日

成人の日のつどい

1/11

〜新型コロナウイルス対策を行い2会場・２部制で実施
▶対象：平成12年（2000年）4月2日〜13年
（2001年）
4月1日に生

会場・時間を確認し来場してください

まれた区内在住の方▶日時：1月11日㈷Ⓐ午前11時からⒷ午後2

練馬区

※受け付けは、Ⓐ午前10時15分からⒷ午後1時45

練馬区

時30分から

練馬文化
センター、
南町小

令和３年 成人の日のつどいのご案内

分から。▶問合せ：育成支援係☎5984-1292

令和３年 成人の日のつどいのご案内

案内状が
緑色の方

感染拡大の防止にご協力ください

※当日は必ずこの案内状をお持ちください

Y 入場証・チケット引換証 Z
0新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、当日の体温お
よび電話番号をご記入のうえ、受付にて案内状をご提出ください。
引き換えに、プログラムおよびチケットをお渡しいたします。チケット
は、ねりコレ販売店での買い物・募金に使用できます。
（チケットは当日のみ有効）
案内状の個人情報は、運営および新型コロナウイルス感染症拡大防止のために使用しま
す。
それ以外には使用いたしません。
ご理解いただきますようお願いいたします。

● 当日の体温（発熱などのかぜ症状がある場合は、入場をお断りする場合があります。）
Body temperature of today

୮ॠጱ֛Ⴥ̴오늘의 체온

℃
ⓒ練馬区
練馬区公式
アニメキャラクター

● ご自身の連絡先電話番号
Contact information of the attendant

−
（お問い合わせ）

ねり丸

Ո관羬ොୗኪᦾݩᎱ̴참가자 전화번호

−

案内状が
オレンジ色の方

練馬文化
センター

※当日は必ずこの案内状をお持ちください

Y 入場証・チケット引換証 Z
0新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、当日の体温お
よび電話番号をご記入のうえ、受付にて案内状をご提出ください。
引き換えに、プログラムおよびチケットをお渡しいたします。チケット
は、ねりコレ販売店での買い物・募金に使用できます。
（チケットは当日のみ有効）

● 当日の体温（発熱などのかぜ症状がある場合は、入場をお断りする場合があります。）
Body temperature of today ୮ॠጱ֛Ⴥ̴오늘의 체온

℃
ⓒ練馬区
練馬区公式
アニメキャラクター

● ご自身の連絡先電話番号
Contact information of the attendant

−

練馬区教育委員会事務局こども家庭部青少年課
〒176−8501

南町小

案内状の個人情報は、運営および新型コロナウイルス感染症拡大防止のために使用しま
す。
それ以外には使用いたしません。
ご理解いただきますようお願いいたします。

（お問い合わせ）

練馬区豊玉北6−12−1

〒176−8501

【平日：8時30分〜17時15分、当日：8時〜16時】
☎ 03−5984−1292（直通）

ねり丸

Ո관羬ොୗኪᦾݩᎱ̴참가자 전화번호

−

練馬区教育委員会事務局こども家庭部青少年課
練馬区豊玉北6−12−1

【平日：8時30分〜17時15分、当日：8時〜16時】
☎ 03−5984−1292（直通）

※時間は Ⓐ午前11時から Ⓑ午後2時30分 からの2部制です。

感染症の拡大防止のために
来場前に検温を行ってください。
マスクを着用してください。
かぜ症状がある場合、身近に感染が疑われる方がいる場合は
来場を控えてください。
式典の時間を短縮します。
会場やその周辺では密集、長時間の滞在をご遠慮ください。
会場内での飲食、会場外での大人数や長時間に及ぶ飲食は
控えてください。

「新成人スタッフ」の皆さん

中止になる場合は、区ホームページや
二次元
ツイッターでお知らせします。 バーコード

1月の休日医療関係機関

急病者の応急診療
を行います。

必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

●休日施術当番接骨院

当日、事前に電話で連絡してください。
▶診療時間：午前9時〜午後5時

認め印を必ずお持ちください。
▶施術時間：午前9時〜午後5時

1日㈷

●休日急患診療所

1日㈷

リヴィン光が丘調剤薬局（光が丘5-1-1） ☎3976-0165
日本調剤練馬旭丘薬局（旭丘1-20-7）☎6909-0701
2日㈯

田中脳神経外科病院（関町南3-9-23）

☎3920-6263

久保田産婦人科病院（東大泉3-29-10）

☎3922-0262

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

東京都発熱相談センター

日の丸薬局（貫井2-5-5）

☎3990-5397

11

アイセイ薬局東大泉店（東大泉6-34-47）☎5947-7158
イオン薬局練馬店（光が丘5-1-1）☎3976-3821
武蔵堂ファーマシー薬局（旭丘1-76-3）☎3951-0861

17

みとよ堂薬局（中村1-6-15） ☎3970-9839
アイン薬局練馬店（高野台3-11-12）☎5910-6020
雄飛堂薬局光が丘ＩＭＡ店（光が丘5-1-1） ☎3976-7511

●テレホンサービス
●東京消防庁救急相談センター
「病院へ行く？救急車を呼ぶ？迷ったら…」
携帯電話など ☎♯7119
ダイヤル回線 ☎3212-2323

☎5320-4592
（毎日24時間）

24

あおい接骨院(北町2-25-11)

☎3550-3250

おおで整骨院（田柄1-26-11）

☎3939-7535

小池接骨院（西大泉1-33-4）

☎3923-3044

コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231
塚田接骨院（石神井町3-27-7）

☎3996-0397

てらす整骨院（南大泉4-55-7）

☎6767-8348

ごとう接骨院（桜台2-1-5）

☎3994-7804

マキノ接骨院（練馬4-26-11）

☎5999-3776

花道接骨院（石神井台8-22-1）

☎3922-2634

杏文接骨院（氷川台3-29-4）

☎5920-2121

サイトウ田柄接骨院（田柄3-7-17） ☎5848-8034
植村接骨院（東大泉6-50-9）

☎3922-2911

牧内整骨院（北町1-1-18）

☎3931-1050

さくらい接骨院（富士見台4-13-2） ☎3999-9334
市毛接骨院（関町南2-2-6）

☎3928-0346

遠畑接骨院（豊玉北5-12-10）

☎5946-5946

大幸接骨院（旭町1-15-11）

☎5997-3232

花道接骨院（石神井台8-22-1）

☎3922-2634

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303
中島整骨院（土支田1-31-11）

☎5755-3828

学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8） ☎5387-3560
日㈰

☎5387-3111

アイセイ薬局東大泉店（東大泉6-34-47）☎5947-7158

10

日㈰

大泉生協病院
（東大泉6-3-3）

☎3990-5397

日㈰

☎3922-2912

日の丸薬局（貫井2-5-5）

日㈷

川満外科
（東大泉6-34-46）

タロウ歯科（上石神井2-23-17）☎5991-8002

武蔵堂ファーマシー薬局（旭丘1-76-3）☎3951-0861

歯科

☎3557-2001

しのぶ歯科クリニック（田柄5-5-21）☎3825-0414

日㈰

内科・小児科

浩生会スズキ病院（栄町7-1）

岩田歯科医院（石神井町3-24-7）☎3996-0269

▶受付時間：午前10時〜午後5時

3日㈰

診療科目を必ず電話で確認の上、
来院してください。
▶診療時間：1月1日㈷〜3日㈰・日曜・祝休日の午前9時〜午後7時

山本歯科医院（北町1-5-17） ☎3937-1322

●年始当番薬局

練馬歯科休日急患診療所
1日㈷〜3日㈰・日曜・祝休日の
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎3階） 10：00〜11：30、
13：00〜16：30
☎3993-9956
※当日、電話で要予約。

●休日診療当番医療機関

富村歯科医院（石神井台8-22-1）☎3922-1023

3日㈰

小児科

場所
受付日時
練馬区夜間救急こどもクリニック 1日㈷〜4日㈪・日曜・祝休日の
13：00〜16：30、
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 10：00〜11：30、
18：00〜21：30
☎3994-2238
土曜の18：00〜21：30
※小児科専門医が診療。
平日の20：00〜22：30
（こどもクリニックのみ）
練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） ※予約不要。
※混雑により、お待ちいただく
☎3994-2238
ことや、受付・診療時間を変
更する場合があります。
※15歳以下の方は保護者同伴。
石神井休日急患診療所
（石神井町3-30-26 石神井庁舎 ※換気のため室内が寒くなるの
で、暖かい服装でお越しくだ
地下1階）
☎3996-3404
さい。

3日㈰

はすいけ歯科医院（富士見台4-44-2） ☎3990-1188

2日㈯

2日㈯

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

二次元
バーコード

●歯科休日診療当番医療機関

1日㈷

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、診療内容や
診療体制を変更する場合があります。事前に各機関に電話で
確認してください。

厚生労働省の接触確認アプリ
「COCOA」
を
活用してください。

31

町田接骨院（桜台3-14-14）

☎3991-2475

大幸接骨院（旭町1-15-11）

☎5997-3232

愛身堂東映通接骨院（東大泉2-18-2） ☎5387-6789

せき

発熱や咳、息苦しさなど気になる症状があり、受診先をお
探しの方は、東京都発熱相談センターにお電話ください。症
状や経過を伺い、受診可能な医療機関を案内します。

