
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。

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

●休日急患診療所
場所 受付日時

小
児
科

練馬区夜間救急こどもクリニック
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
※小児科専門医が診療。

平日の20：00～22：30
土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30、18：00～21：30
※予約不要。
※15歳以下の方は保護者同伴。

内
科
・
小
児
科

練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎2階）
☎3994-2238

土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30、18：00～21：30
※予約不要。
※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
舎地下1階）☎3996-3404

歯
科
練馬歯科休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30
※当日、電話で要予約。

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

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

練馬総合病院（旭丘1-24-1） ☎5988-2290

●休日診療当番医療機関
　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：日曜・祝休日の午前9時～午後7時

3
日
㈰

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

植村接骨院（東大泉6-50-9） ☎3922-2911

10
日
㈰

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550

中島整骨院（土支田1-31-11） ☎5755-3828

日高アスリート接骨院（関町北2-28-3） ☎6882-3979

17
日
㈰

あおい接骨院(北町2-25-11) ☎3550-3250

サイトウ田柄接骨院（田柄3-7-17）☎5848-8034

浅木接骨院（西大泉2-16-26） ☎3923-1686

24
日
㈰

牧内整骨院（北町1-1-18） ☎3931-1050

大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232

大泉学園整骨院（大泉学園町6-28-29）☎3924-2288

29
日
㈷

豊玉上サイトウ接骨院（豊玉上2-20-4）☎6914-5320

いとう接骨院（田柄3-23-11） ☎3999-0009

ほがらか接骨院（上石神井1-5-6）☎6904-7183

●休日施術当番接骨院
　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

29
日
㈷

ジェイシティー歯科吉積（高松5-8-16）☎5372-4444

かぶらぎ歯科（高野台3-7-8） ☎5372-1182

●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

4月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

　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。事前に各機関へ電話で
確認してください。

●テレホンサービス
●東京消防庁救急相談センター
　「救急車を呼ぶべきか迷ったら…」
　　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）

特別区（東京23区）区立幼稚園
の教員採用候補者

▶対象：幼稚園教諭普通免許があり
（来年4月1日㈯までに取得見込みも
可）、昭和63年4月2日以降に生まれ
た方▶場所：東京23区（大田区・足立
区を除く）▶一次選考：6月19日㈰▶
申込：教育指導課（区役所本庁舎12
階）や特別区人事・厚生事務組合教
育委員会事務局人事企画課（千代田
区飯田橋3-5-1）にある申込書を、5月
6日（消印有効）までに特別区人事・
厚生事務組合教育委員会事務局人事
企画課☎5210-9857　※同ホーム
ページ（https://www.union.tokyo
23city.lg.jp/）からも申し込めます。

区立小中学校のスタッフ
【会計年度任用職員】

▶期間：6月～来年3月（再任する場合
あり）▶場所：区立小中学校▶申込：
教育指導課（区役所本庁舎12階）や区
ホームページにある申込書（写真貼
付）と作文を、4月18日（必着）まで
に教育指導課管理係☎5984-5746
●学校生活支援員
▶対象：次の①～③のいずれかに当
てはまる方　①教員免許がある②保
育士・介護福祉士・心理士の資格な
どがある③学校教育や障害者施策な
どに関する知識・経験がある▶日
時：1日7時間（月17日）▶内容：児童・
生徒への学習支援、日常生活上の介
助など▶採用予定数：20名（書類選
考・面接）▶報酬：時給1,341円　※
交通費支給。　※期末手当・社会保
険あり。
●スクール・サポート・スタッフ
▶対象：教員経験や民間企業などで
の事務経験がある方▶日時：午前8
時15分～午後5時の間の4時間（月
17日）▶内容：一般教員の業務の補
助▶採用予定数：2名（書類選考・面
接）▶報酬：時給1,263円　※交通費
支給。　※期末手当あり。
●副校長補佐
▶対象：学校運営などに関する知識・
経験がある方や民間企業などでの事

務経験がある方▶日時：午前8時15
分～午後5時の間の5時間（月16日）
▶内容：副校長の業務（服務管理・調
査対応などの事務）の補佐▶採用予
定数：3名（書類選考・面接）▶報酬：
時給1,572円　※交通費支給。　※
期末手当あり。
●学力向上支援講師
▶対象：小学校全科の教員免許があ
る方▶日時：1日4～5時間（週5日）
▶内容：児童への学習指導▶採用予
定数：3名（書類選考・面接）▶報酬：
時給2,008円　※交通費支給。　※
期末手当・社会保険あり。

自衛官など
▶問合せ：自衛隊東京地方協力本部
練馬地域事務所☎3991-8921

種目 対象 募集期限

一般幹部
候補生

22歳以上26歳
未満の方（修士
課程修了者は
28歳未満）

4/14㈭

歯科・薬剤科
幹部候補生

専門の大学を
卒業した20歳
以上30歳未満
の方

一般曹候補生 18歳以上33歳
未満の方

5/10㈫

自衛官候補生 随時

子ども・教育
児童扶養手当・特別児童扶養
手当の支給月額が変わります
　4月から下表の通り変更します。
▶問合せ：児童手当係☎5984-5824

手当の種類 変更前 変更後

児童扶養
手当（※）

全部
支給 4万3160円 4万3070円

一部
支給

1万180～
4万3150円

1万160～
4万3060円

特別児童
扶養手当

特児
1級 5万2500円 5万2400円

特児
2級 3万4970円 3万4900円

※ 2人目以降は手当月額が異なります。

小中学生の就学費用を援助
　経済的に困っている家庭に小中学
校でかかる費用の一部を援助してい
ます。申請方法など詳しくは、学務
課（区役所本庁舎12階）や区ホーム
ページにある案内をご覧ください。
▶対象：区内在住で、国公立小中学
校に通学するお子さんの保護者のう
ち、生活保護を受給している方、ま
たは世帯の前年所得が基準所得金額
以下の方など▶申請期限：4月30日
（消印有効）▶問合せ：学務課管理係
☎5984-5643

男女共同参画情報紙「MOVE」
中学生向け特別号を発行
　性別の違いによって起きる不平等
や、SNSでの性暴力被害などを紹介
しています。区立中学生に配布する
ほか、図書館や青少年館、学校教育
支援センター、男女共同参画セン
ターえーる、人権・男女共同参画課
（区役所東庁舎5階）などで配布しま
す。　※区ホームページでもご覧に
なれます。▶問合せ：人権・男女共
同参画課☎5984-4518

5月の赤ちゃん準備教室
～沐

もくよく
浴体験コース（平日）

▶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
　　 FAX5997-7719 20㈮ 16組

石神井☎3996-0634
　　 FAX3996-0590 13㈮ 20組

大　泉☎3921-0217
　　 FAX3921-0106 24㈫ 10組

※�時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

5月の赤ちゃん準備教室
～沐浴体験コース（土・日曜）

▶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（13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（必着）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）

1豊玉
（〒176-0012
豊玉北5-15-19）
☎3992-1188

29㈰
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：15～
　16：15

各30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

21㈯
9：00～
11：40

30組

3関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

28㈯
Ⓐ9：00～
　10：30
Ⓑ10：30～
　12：00

各20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

5月の育児栄養歯科相談
▶対象：0歳児と保護者▶内容：育
児・食事・歯科相談▶持ち物：母子
健康手帳▶申込：開催日の1カ月前
から電話で各保健相談所へ　※おと
なの歯磨き相談も実施しています。
希望する方は、併せて申し込んでく
ださい。
場所（保健相談所）・申込先 日時

豊　玉☎3992-1188 18㈬
9：00～10：00

　北　☎3931-1347 13㈮
9：00～10：00

光が丘☎5997-7722 18㈬
9：00～10：30

石神井☎3996-0634 20㈮
9：00～10：30

大　泉☎3921-0217 23㈪
9：00～10：00

　関　☎3929-5381 16㈪
13：00～15：00
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