8 令和3年（2021年）4月1日

子ども・教育 ❷
お子さんのことばの心配に
お答えします 〜ことばの教室
区立小学校に通っているお子さん
のことばの相談を随時受け付けてい
ます。年齢相応の育ちをしているの
に、発音がおかしい、ことばを繰り
返したり引き伸ばしたりする、こと
ばの発達に遅れや偏りがあるなどの
心配がある場合は、
ご相談ください。
▶問合せ：就学相談係☎5984-5664
南町小

☎3993-4500

北町西小☎3932-7631
相談先

石神井小☎3997-3279
関町小

☎3929-1200

大泉小

☎3924-0261

4/2〜8は
発達障害
啓発週間

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

5月の赤ちゃん準備教室

5月の赤ちゃん準備教室

〜沐 浴 体験コース（平日）

〜沐浴体験コース（土・日曜）

もく よく

▶対象：妊娠中の方 ※家族1名の参
加も可。▶内容：お風呂の入れ方の
実習など▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：電話またはファクスで①教室
名②住所③氏名
（ふりがな）
④電話番
号⑤出産予定月を、各保健相談所へ
場所（保健相談所）・
申込先

日程

定員
（先着順）

光が丘☎5997-7722
FAX 5997-7719

21㈮

16組

石神井☎3996-0634
FAX 3996-0590

14㈮

20組

大 泉☎3921-0217
FAX 3921-0106

18㈫

10組

※時間はいずれも13：00〜17：00の間の
1時間30分程度。

発達障害のあるお子さんの
家族を支援します

▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方 ※家族1名の参加も可。▶内
容：お風呂の入れ方の実習など▶持
ち物：母子健康手帳▶申込：往復ハガ
キまたは区ホームページ
「電子申請」
で①教室名（ はⒶⒷの別も）②住
所③氏名
（ふりがな）
④電話番号⑤出
産予定月を、4月14日㈬までに各保
健相談所へ
場所（保健相談所）・
申込先

日時

定員
（抽選）

30㈰
豊玉
Ⓐ9：20〜
（〒176-0012
11：00
各21組
豊玉北5-15-19）
Ⓑ13：20〜
☎3992-1188
15：00
北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

22㈯
9：00〜
12：00

関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

29㈯
9：00〜
12：00

30組

学生 ※知り合いの外国人住民の
方に紹介してください。▶日時：4
月10日 〜7月17日 の 毎 土 曜 午 前
10時 〜 正 午【5月1日、6月12日、
7月10日を除く。12日制】▶場所：
区 役 所 本 庁 舎 1 9 階 な ど ▶ 内 容：
レベル別の初級日本語学習など▶
申 込：電 話 で 事 業 推 進 係 ☎59844333

講座・催し
て

手軽に楽しむテーブルお点
前 体験
まえ

▶対象：18歳以上の方▶日時：4月9日
㈮・16日 ㈮・23日 ㈮ Ⓐ 午 前9時30
分 〜10時45分 Ⓑ 午 前11時〜 午 後0
時15分
【3日制】
▶場所：向山庭園▶定
員：各6名
（先着順）
▶費用：3,000円▶
申込：電話で同所☎3926-7810

パネル展
「女性の日・男女共同参画」
20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

春のこども日本語教室

▶日時：4月8日㈭〜13日㈫午前8時
45分〜午後8時（13日は午後3時ま
で）▶場所：区役所アトリウム▶問合
せ：男 女 共 同 参 画 担 当 係 ☎59844518

▶対象：日本語を母語としない小中
発達障害のあるお子さんを育てた経験のある家族が、同じ親の立場か
期の方の相談も受け付けます。まずは、電話または電子メールでご相談

毛虫 の 発生を防ぎましょう

ください。▶区の担当：障害者施策推進課事業計画担当係

毛虫（チャドクガなど）など

ら相談・助言を行います。未就学や学齢期のお子さんだけでなく、成人

の害虫が大量発生しやすい季
節になりました。日頃から樹

こんな悩みや不安を抱えていませんか

木の観察・手入れを行い、害

子どもへの正しい接し方が分からない

虫の発生を早めに防ぎましょ

気になることがあるが、
専門機関に行くのは敷居が高い

う。▶問合せ：環境衛生監視担
当係☎5984-2485

今後の進路に不安がある

毛虫の発生を防ぐには
定期的に庭木の枝切りをして、

NPO法人I am OKの会☎5903-8381
相談窓口・問合せ （毎金曜午前10時〜午後3時）
Eメール mentor@oknokai.net

4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。

で洗い流してください。症状がひど

見・駆除を心掛けましょう。

いときは医師の治療を受けましょう。

●休日診療当番医療機関

●休日施術当番接骨院

診療科目を必ず電話で確認の上、来院してくだ
認め印を必ずお持ちください。
さい。
▶施術時間：午前9時〜午後5時
▶診療時間：日曜・祝休日の午前9時〜午後7時
川満外科（東大泉6-34-46）

☎3922-2912

大泉生協病院（東大泉6-3-3）

☎5387-3111

にだいら整骨院（桜台1-5-4）

☎3993-7866

たけくま整骨院（高松6-26-2）

☎3995-7378

日高アスリート接骨院（関町北2-28-3） ☎6882-3979

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

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
受付日時

☎3991-2475

塚田接骨院（石神井町3-27-7）

☎3996-0397

☎5988-2290

●歯科休日診療当番医療機関
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
日㈷

遠畑接骨院（豊玉北5-12-10）
18

☎3991-7694

佐藤歯科医院（大泉学園町7-11-13） ☎3921-8848

25

日㈷

歯科

●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
●東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
☎5272-0303（毎日24時間自動応答）

日㈰

内科・小児科

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

町田接骨院（桜台3-14-14）

たかつか接骨院（大泉学園町4-18-41） ☎3978-1127

29 森田歯科医院（桜台2-23-2）
練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 土曜の18：00〜21：30
日曜・祝休日の10：00〜11：30、
☎3994-2238
13：00〜16：30、18：00〜21：30
石神井休日急患診療所
※予約不要。
（ 石 神 井 町3-30-26 石 神 井 庁 ※15歳以下の方は保護者同伴。
舎地下1階）
☎3996-3404

11

日㈰

小児科

平日の20：00〜22：30
練馬区夜間救急こどもクリニック 土曜の18：00〜21：30
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 日曜・祝休日の10：00〜11：30、
13：00〜16：30、18：00〜21：30
☎3994-2238
※予約不要。
※小児科専門医が診療。
※15歳以下の方は保護者同伴。

練馬総合病院（旭丘1-24-1）

日㈰

●休日急患診療所
場所

触れた部分はこすらず、水道水

風通しを良くするなど、早期発

4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。

毛虫に触れたら

29

☎5946-5946

紅の葉整骨院（石神井町3-19-14）☎6763-3022
花道接骨院（石神井台8-22-1）

☎3922-2634

あおい接骨院(北町2-25-11)

☎3550-3250

小林接骨院（練馬4-20-6）

☎3992-9805

てらす整骨院（南大泉4-55-7）

☎6767-8348

牧内整骨院（北町1-1-18）

☎3931-1050

たがら接骨院（田柄2-27-16）

☎3939-3659

赤坂接骨院（関町北1-26-7）

☎3920-4021

