
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。

5
日
㈰

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550

たけくま整骨院（高松6-26-2） ☎3995-7378

たかつか接骨院（大泉学園町4-18-41）☎3978-1127

12
日
㈰

豊玉上サイトウ接骨院（豊玉上2-20-4）☎6914-5320

大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232

みさと接骨院（上石神井1-16-6） ☎3929-0801

19
日
㈰

遠畑接骨院（豊玉北5-12-10） ☎5946-5946

ゆうし接骨院（高松3-13-7） ☎5848-3252

秋山接骨院（大泉町5-32-9） ☎5387-1741

26
日
㈰

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303

マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776

愛身堂東映通接骨院（東大泉2-18-2）☎5387-6789

▶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

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

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

6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）
●東京消防庁救急病院案内
　練馬消防署　　　☎3994-0119
　光が丘消防署　　☎5997-0119
　石神井消防署　　☎3995-0119

　ひざ痛予防など、健康維持のための知識や運動方法を学びます。　
※オンラインでの参加方法など詳しくは、お問い合わせください。▶
対象：区内在住の60歳以上の方▶日時：6月16日㈭午後2時30分～3時
30分▶場所：はつらつセンター関▶講師：東京都理学療法士協会会員▶
申込：電話で同所☎3928-1987

場所・申込先 場所・申込先

はつらつ
センター

豊 　 玉 ☎5912-6401

敬老館

石 神 井 ☎3996-2900
大 　 泉 ☎3867-3180 石神井台 ☎3995-8270
光 が 丘 ☎5997-7717 上石神井 ☎3928-8623

敬老館

栄 　 町 ☎3994-3286 東 大 泉 ☎3921-9129
南 田 中 ☎3995-5538 西 大 泉 ☎3924-9545
高 野 台 ☎3996-5135 大 泉 北 ☎3925-7105
三 原 台 ☎3924-8834

〈 講座を同時放映します 〉▶申込：電話で各施設へ

  理学療法士が伝えるフレイル予防！
〜自宅からZoomによるオンライン参加もできます

　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感染で引き起こされる「後天
性免疫不全症候群」を略した病気の名称です。HIVによって体の免疫力が
低下すると、普段なら病気にならない程度の弱い病原菌などに感染してし
まいます。HIVに感染後、治療しないと10年前後でエイズを発症するとい
われています。早期発見・治療で発症を防ぎましょう。▶問合せ：感染症
対策係☎5984-4671

●豊玉保健相談所☎3992-1188（平日午前8時30分～午後5時）
※HIV検査と梅毒検査は月1回実施（梅毒のみの検査はできません）。

●東京都新宿東口検査・相談室（新宿区歌舞伎町2-46-3 SIL新宿ビル2階）
☎6273-8512（月～金曜午後3時30分～7時30分、土・日曜午後1時
～4時30分〈祝日を除く〉）

HIV検査の申込先（要予約）

６月は東京都HIV検査・相談月間
〜早期発見・治療が重要です！

国民年金
65歳になったら老齢基礎年
金の受給手続きを
　国民年金（老齢基礎年金）は、原則
として受給資格期間が10年以上ある
方が、65歳から受け取れます。老齢
基礎年金を受ける資格がある方は、
受給開始年齢を60～64歳に繰り上げ
たり、66～75歳に繰り下げたりする
こともできます。
　年金を受けるためには請求手続き
が必要です。手続きの時期や場所、
必要書類などは事前にお問い合わせ
ください。　※特別支給の老齢厚生
年金や退職共済年金を受給中の方が、
65歳になって老齢基礎年金を請求す
る場合は、誕生月に送付される年金
請求書のハガキを日本年金機構へ郵
送してください。▶問合せ：国民年金
第1号被保険者（自営業者など）期間の
みで受給資格期間を満たした方…国
民年金係☎5984-4561、上記以外の
方…練馬年金事務所☎3904-5491

事業者向け
ねりま区報の有料広告を募集
　申し込み方法など詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。▶掲載募
集号：9月1日号～11月21日号（毎月1
日・11日・21日発行）▶掲載位置：①
②中面記事下③中面欄外　※1日号

は③のみ募集。▶広告サイズ（縦㎜×
横㎜）・料金（1回）：①60×120…8
万円②60×243…16万円③10×235
…1万円▶刷色：①②4色カラー③2色
（黒・青）▶発行部数：約21万部▶配
布先：新聞折り込み、区内・周辺の各
駅、区内金融機関・郵便局、区立施
設など▶申込期限：7月1日㈮▶問合
せ：広報係☎5984-2690

介護保険
「負担限度額認定証」「生計困
難者に対する利用者負担額軽
減確認証」の更新をお忘れなく
　認定証・確認証の有効期限は7月
31日㈰です。現在、認定証・確認
証をお持ちの方には、必要書類を6
月上旬に送付します。引き続き認定
を希望する方は、7月29日㈮までに
申請してください。　※郵送可。▶
申請先・問合せ：介護保険課給付係
（区役所東庁舎4階）☎5984-4591

お休みします
〈桜台体育館☎3992-9612〉…6月
13日㈪・14日㈫【器具点検のため】

子ども・教育❶
児童手当・児童育成手当の
現況届をお忘れなく
　手当を受給中の方のうち、届け出

が必要な一部の方に現況届を順次発
送します。6月30日（必着）までに提
出してください。提出しないと、10
月支給分からの手当が受けられなく
なります。▶問合せ：児童手当係☎
5984-5824

7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 15㈮ 16組

石神井☎3996-0634
　　 FAX3996-0590 8㈮ 20組

大　泉☎3921-0217
　　 FAX3921-0106 19㈫ 10組

※時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

7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（4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、6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

30㈯
9:00～
11:00

30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

3㈰
9:00～
10:30

30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

2㈯
9:00～
11:30

20組

4関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

23㈯
Ⓐ9:15～
10:35

Ⓑ11:00～
12:20

ⓒ14:30～
15:50

各10組

※時間はいずれも1時間30分程度。

赤ちゃんと一緒にエクササイズ
～子育てパパの健康講座

▶対象：首のすわった4～12カ月児
と父親　※母親の参加も可。▶日時：
7月2日㈯午前10時～11時30分▶
場所：豊玉保健相談所▶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☎3992-1188
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