区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。
ひとり親家庭など▶日時：8月～来
年3月 の 月3回（1回2時 間 ）▶ 定 員：
35世帯（選考）▶区の担当：ひとり親
家庭支援係▶申込：電話で㈱トライ
グ ル ー プ ☎6684-1087（ 日 曜、 祝
休日を除く午後1時～10時）

子ども・教育
6月の2歳6カ月児歯科健診
2歳10カ月ごろまで受けられま
す。担当地域の保健相談所で受けて
ください。▶持ち物：母子健康手帳
▶申込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）
・申込先

日時

赤ちゃんと一緒にエクササ
イズ ～子育てママの健康講座
▶対象：首のすわった4～12カ月児
と妊娠中に血圧・血糖値が高めと言
われた母親▶日時：5月28日㈮午前
10時～11時40分▶場所：光が丘保
健相談所▶内容：講義、運動実技▶
講師：健康運動指導士／加藤有里▶
定員：8組（先着順）▶申込：電話で同
所☎5997-7722

定員
（先着順）

豊 玉
17㈭
32名
☎3992-1188 13：00～15：00
北
18㈮
☎3931-1347 9：00～11：00

24名

光が丘
8㈫
☎5997-7722 9：00～11：00

24名

石神井
11㈮
☎3996-0634 9：00～11：00

32名

大 泉
18㈮
☎3921-0217 9：00～11：00

24名

関
21㈪
☎3929-5381 9：00～11：00

24名

明るい選挙啓発ポスターを
募集
選挙について感じることを表現し
た絵や、みんなが選挙に行きたくな
るような絵をお送りください。応募
者全員に記念品を差し上げます。▶
対象：区内在住
（在学）の小学生～高
校生▶申込：四つ切り
（54.2㎝×38.2
㎝）または 八 つ切り
（38.2㎝×27.1
㎝）の画用紙に描いた作品の裏右下
に①住所②氏名
（ふりがな）③学校
名・学年④電話番号を記入の上、9

ひとり親家庭向け
訪問型学習支援事業を実施
学習支援員が自宅に伺い、お子さ
んの学習支援と保護者の悩み相談を
行います。▶対象：区内在住の小学
4年～中学2年生のお子さんのいる
家庭で児童扶養手当を受給している

予防接種のお知らせ

予防係
☎5984-2484

問合せ

令和3年
（2021年）
5月11日

月10日
（必着）
までに持参または郵送
で〒176-8501区役所内選挙管理委
員会事務局
（ 本 庁 舎16階 ）☎59841399

講演会「学校や勉強が苦手な子
どもたちの進路選択～不登校経
験者のさまざまな進路について」
▶対象：小学生～18歳の方の保護者
▶日時：6月26日㈯午前10時～正午
▶場所：学校教育支援センター▶講
師：NPO法人元気プログラム作成委
員会理事／守矢俊一▶定員：30名
（先
着順）
▶申込：電話または電子メール
で①講演会名②氏名③お子さんの年
齢④電話番号⑤参加人数を、同所
☎ 6385-9911 Eメール oubo@city.
nerima.tokyo.jp

①希望日
（第3希望まで）②参加者全
員
（6名まで）の氏名
（ふりがな）
・年
齢・電話番号③来園方法
（徒歩・自
転 車・バ スの 別 ）を、〒178-0062
大泉町1-51-2 中里郷土の森緑地
☎3922-3021 ※同ホームページ
（https://www.ces-net.jp/naka
zato/）
からも申し込めます。

経営分析講座
「財務諸表の読み方を学ぶ」
▶ 日 時：6月4日 ㈮・11日 ㈮・18日
㈮・25日 ㈮ 午 後6時30分 ～8時30
分
【4日制】
▶場所：勤労福祉会館▶講
師：明治大学大学院グローバル・ビ
ジネス研究科教授／山口不二夫▶定
員：25名
（先着順）
▶申込：5月28日㈮
までに電話で同所☎3923-5511
ひも

リボンや紐でつくるストラップ

講座・催し❶
中里郷土の森ホタルの観察会
ヘイケボタルの観察やホタルにま
つわるミニ展示などが楽しめます。
▶日時：6月18日～7月11日の毎金・
土・日曜午後8時～9時▶場所：中里
郷土の森緑地 ※駐車場はありませ
ん
（身障者用1台を除く）
。▶定員：各
80名
（先着順）
▶申込：往復ハガキで

▶日時：Ⓐ6月8日㈫Ⓑ24日㈭午後2
時～4時▶場所：厚生文化会館▶定
員：各12名
（抽選）
▶材料費：200円▶
申込：往復ハガキまたは電子メール
で①講座名
（ⒶⒷの別も）
②住所③氏
名
（ふりがな）④電話番号を、5月24
日
（必着）までに〒176-8501区役所
内文化・生涯学習課管理係☎59841285 Eメール bunkashougai@city.
nerima.tokyo.jp

じゃがいも収穫体験～ふれあい農園
▶対象：個人または9名以下のグループ▶費用：1セット

麻しん
（はしか）
・風しん

（3株）500円

※1株は5個程度。▶申込：ハガキまたは

区ホームページ「電子申請」で①催し名②農家名（A～

早めに予防接種を受けましょう

Cの別）③日時（午前・午後の別も）④代表者の郵便番

麻しん
（はしか）は、感染すると重い合併症を引き起こ

号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号⑤参加人数⑥希望の

すことがあります。風しんは、妊娠中の方が感染すると、

セット数を、5月19日（必着）までに〒176-8501区役所内

生まれてくるお子さんに心疾患や白内障、難聴などの影

農業振興係☎5984-1403

響が出る可能性があります。

結果は6月11日㈮までに通知します。

お子さんが感染しないためだけでなく、周りの人に感染を

農家名

広げないためにもなるべく早めに予防接種を受けましょう。
1期
対象
予診票の送付時期

5

2期

生後12～24カ月児

平成27年4月2日～
28年4月1日生まれのお子さん

生後11カ月になる月

3月に送付済み

畑の場所

セット数

A加藤茂平 早宮4-13

350

B吉田忠男 田柄1-7

130

C高橋正悦

〈任意予防接種も行っています〉

※申し込み多数の場合は抽選。

西東京市東町
4-12

200

日程

▲申し込み
はコチラ

利用時間帯
午前
午後
9：00～
14：00～
11：30
16：00

6/26㈯・
7/3㈯
6/19㈯・
9：00～
20㈰・26㈯・
12：00
27㈰
6/19㈯・
20㈰

定期予防接種を受けられなかった方を対象に、任意予防

－

9：00～
13：30～
11：30
16：00
※6/20のみ。

接種の費用を全額助成しています。▶対象：定期予防接種
の対象とならない2～18歳の方▶申込：電話で予防係へ
※ねりま子育てサポートナビからも申し込めます。

高齢者用肺炎球菌ワクチン

▲申し込み
はコチラ

10/1金から接種費用が1,500円になります

5/22土 10：00～15：00 （雨天23日㈰）

松の風スポーツ祭

～東京2020大会100日前イベント
車いすバスケットボールなどのパラリンピック

中止

肺炎の重症化や死亡リスクの低減に有効なワクチンです。対象の方に

競技のほか、ソフトバレーボール、ティーボール

は、9月に予診票を発送します。10月1日㈮より前に接種を希望する場

などを体験できます。 ※未就学児は保護者同伴。

合は、お問い合わせください。

▶場所：石神井松の風文化公園▶申込：当日会場へ

▶対象：過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがなく、来年3月31
日㈭現在、次の①②のいずれかに当てはまる方

①65・70・75・80・

85・90・95・100歳②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる身体障
害者手帳1級程度の障害がある

休日急患診療所

※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

内科・
小児科
歯科

接種時期

自己負担額

10/1㈮～来年3/31㈭

1,500円

9/30㈭まで

4,000円

▶問合せ：オリンピック・パラリンピック事業担

になりました
当係☎5984-1270

※混雑状況により、入場制限を行います。

※マスクの着用や受付時の検温・消毒、連絡先の提供にご協力ください。

①練馬区夜間救急こどもクリニック
（区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所
（区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

▶受付時間：①～③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～
11：30・13：00～16：30・18：00～21：30 ※ ① は 平 日20：00～
22：30も対応しています。④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00
～16：30

