
5月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

牧野富太郎図鑑
第1巻 おかえり！ヒメアジサイ

　来園した方に、生誕160年記念のポスト
カードを差し上げます。▶配布期間：5月
14日㈯～30日㈪　※なくなり次第終了。記念植樹式を開催

5/14㈯10：00から

牧野富太郎図鑑
第1巻 おかえり！ヒメアジサイ

博士の生誕160年を記念し、高知県
立牧野植物園のヒメアジサイを牧

野記念庭園に植樹します。優美な花を咲
かせるヒメアジサイは、より一層の風情
を園内に添えることでしょう。

写真提供：高知県立牧野植物園

ヒメアジサイの里帰り

ヒメアジサイの標本　昭和14年　東京都立大学牧野標本館蔵

ヒメアジサイは、博士が長野県で発見した
植物です。六甲山（兵庫県）に生えていた

ものを、東大泉の自宅の庭に植えたといわれてい
ます。博士が亡くなったあと、次女の鶴代さんが
その一枝を高知県立牧野植物園に送りました。
　現在の牧野記念庭園では見ることができませ
んが、高知県立牧野植物園では博士のヒメアジ
サイが今も受け継がれています。

牧野博士とヒメアジサイ

生誕160年記念特別展を開催中 ！
場所・問合せ ： 牧野記念庭園☎6904-6403

生誕160年・朝ドラ
化決定記念　連載

企画

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。

6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（♳♴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、5月16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）

♳光が丘
（〒179-0072
光が丘2-9-6）
☎5997-7722

25㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：15～
　16：15

各30組

♴石神井
（〒177-0041
石神井町7-3-28）
☎3996-0634

4㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：15～
　16：15

各30組

♵大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

11㈯
9：00～
12：00

20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

6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

8㈬
9：00～10：00

　北　
☎3931-1347

10㈮
9：00～10：00

光が丘
☎5997-7722

15㈬
9：00～10：30

石神井
☎3996-0634

24㈮
9：00～10：30

大　泉
☎3921-0217

20㈪
9：00～10：00

　関　
☎3929-5381

13㈪
13：00～15：00

健康・衛生
介護相談・交流カフェ
～老後のお金・安心の知恵5カ条

　介護に役立つお話のほか、介護経
験のある支援者による相談会を行い
ます。▶日時：6月13日㈪午後1時
30分～3時30分▶場所：街かどケア
カフェつつじ▶講師：日本エルダー
ライフ協会代表理事／柴本美佐代
▶定員：10名（先着順）▶申込：電話
で中村橋地域包括支援センター☎
3577-8815

認知症サポーター養成講座
　認知症の方やその家族が安心して
日常生活を送るための理解者・応援
者となる認知症サポーターを養成す
る講座です。参加者には、認知症サ
ポーターであることを示すカードを
差し上げます。▶日時：5月30日㈪
午後2時～4時▶場所：ココネリ3階
▶講師：小規模多機能型居宅介護た
がらの家介護統括責任者／油山敬子
▶定員：60名（先着順）▶申込：電話
または区ホームページ「電子申請」で
在宅介護支援係☎5984-4597

害虫に関する電話相談
☎3995-1085

　スズメバチの巣の駆除など、害虫
に関する相談に専門の業者が無料で
応じます。　※スズメバチの巣の駆
除には、巣の高さや目視で確認でき
る場所にあるなどの条件がありま
す。詳しくは、お問い合わせくださ
い。▶受付日時：11月30日㈬まで
の午前9時～午後5時　※土・日曜、
祝休日も対応します。▶区の担当：
環境衛生監視担当係

ペット相談
　獣医師がしつけや病気などについ
て無料で相談を受け付けます。　※
ペットを連れての来場はご遠慮くだ
さい。▶日時：5月10日㈫・24日㈫
午後1時30分～4時30分▶場所：区
役所アトリウム▶申込：当日会場へ　

※電話相談☎3993-1111（代表）も
できます。▶問合せ：生活衛生課管
理係☎5984-2483

スポーツ❶
区民体育大会　硬式テニス【ダブ
ルス（一般男女、ベテラン男女）】
▶日程：6月12日～7月3日の毎日曜　

※試合時間と会場は後日発表しま
す。　※学生テニス連盟登録者と高
校生は参加不可。▶費用：1種目1組
1,500円▶申込：体育館や庭球場、
スポーツ振興課（区役所本庁舎8階）、
区ホームページにある実施要項をご
覧の上、5月11日（必着）までに練馬区
体育協会へ▶問合せ：スポーツ振興
課事業係☎5984-1947

1
日
㈰

坂口接骨院（氷川台4-49-11） ☎3937-0660
おおで整骨院（田柄1-26-11） ☎3939-7535
愛身堂接骨院（大泉学園町7-14-22）☎3923-6789

3
日
㈷

名倉堂氷川台整骨院（氷川台4-6-4） ☎5399-0777
塚田接骨院（石神井町3-27-7） ☎3996-0397
小池接骨院（西大泉1-33-4） ☎3923-3044

4
日
㈷

桶谷整骨院（桜台4-1-6） ☎3948-7665
さくらい接骨院（富士見台4-13-2）☎3999-9334
フカサワ整骨院（上石神井2-30-20）☎3594-3289

5
日
㈷

篠整骨院（栄町36-5） ☎3991-6623
塚田接骨院（石神井町3-27-7） ☎3996-0397
学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8）☎5387-3560

8
日
㈰

ごとう接骨院（桜台2-1-5） ☎3994-7804
小林接骨院（練馬4-20-6） ☎3992-9805
花道接骨院（石神井台8-22-1） ☎3922-2634

15
日
㈰

コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231
マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776
日高アスリート接骨院（関町北2-28-3）☎6882-3979

22
日
㈰

あおい接骨院(北町2-25-11) ☎3550-3250
ゆう整骨院（旭町1-15-30） ☎6904-1602
関口接骨院（東大泉7-29-22） ☎3921-4970

29
日
㈰

杏文接骨院（氷川台3-29-4） ☎5920-2121
大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232
市毛接骨院（関町南2-2-6） ☎3928-0346

1
日
㈰
やもと歯科医院（田柄5-27-11） ☎3999-8818
山中歯科（東大泉1-27-21） ☎3921-6480

3
日
㈷
いき歯科医院（桜台4-4-5） ☎3992-5316
森山歯科クリニック（大泉学園町7-8-30）☎3925-5825

4
日
㈷
島津歯科医院（栄町1-6） ☎3557-1261
和田歯科クリニック（三原台1-28-2）☎3921-7741

5
日
㈷
カモ歯科クリニック（貫井3-11-13）☎3999-6330
いづみ歯科（東大泉5-38-23） ☎3921-8143

▶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・日曜、祝休日の
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。

●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

浩生会スズキ病院（栄町7-1） ☎3557-2001
川満外科（東大泉6-34-46） ☎3922-2912
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

●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

　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
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