
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、

4
日
㈰

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550

サイトウ田柄接骨院（田柄3-7-17）☎5848-8034

関町整骨院（関町北2-4-4） ☎3920-3997

11
日
㈰

にだいら整骨院（桜台1-5-4） ☎3993-7866

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

18
日
㈰

羽沢接骨院（羽沢1-20-8） ☎3993-0890

おおで整骨院（田柄1-26-11） ☎3939-7535

学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8）☎5387-3560

19
日
㈷

桶谷整骨院（桜台4-1-6） ☎3948-7665

塚田接骨院（石神井町3-27-7） ☎3996-0397

てらす整骨院（南大泉4-55-7） ☎6767-8348

23
日
㈷

篠整骨院（栄町36-5） ☎3991-6623

たがら接骨院（田柄2-27-16） ☎3939-3659

大泉学園整骨院（大泉学園町6-28-29） ☎3924-2288

25
日
㈰

杏文接骨院（氷川台3-29-4） ☎5920-2121

ゆうし接骨院（高松3-13-7） ☎5848-3252

みさと接骨院（上石神井1-16-6） ☎3929-0801

▶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・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

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

9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

ねりま区報送付サービスのご利用を
　新聞未購読で、区報の入手が困難な方に無料で送付しています。
希望する方は、区ホームページから申し込むか、お問い合わせく
ださい。▶問合せ：広報係☎5984-2690

その気持ち、話してみませんか。
～つらい気持ちや悩みを相談できる窓口があります

9/10～16は
自殺予防
週間

　長引くコロナ禍で、気持ちが落ち込んだり、イライラしたりしてい
ませんか。体の不調や悩みを感じたら、ひとりで抱え込まず、誰かに
相談しましょう。

　西武鉄道㈱と連携し、自殺防止に関するキャンペーンを実施します。
▶日時：9月13日㈫午前8時～9時▶場所：西武池袋線練馬駅▶内容：普及
啓発グッズなどの配布▶問合せ：精神保健係☎5984-4764

相談窓口 受付日時

東京いのちの電話☎3264-4343 毎日24時間

相談ほっとLINE＠東京（LINE相談）　　　 毎日
15：00～22：30

保
健
相
談
所

豊　玉 ☎3992-1188
　北　 ☎3931-1347
光が丘 ☎5997-7722

石神井 ☎3996-0634
大　泉 ☎3921-0217
　関　 ☎3929-5381

月～金曜
8：30～17：00

男女共同参画センターえーる☎3996-9050
※�男性の悩みや性的マイノリティーの相談にもお応えします
（要予約）。

毎日
9：00～19：00

（祝休日は17：00まで）

自殺防止！練馬キャンペーン

高齢者❷
はつらつセンター豊玉の催し
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
場所：はつらつセンター豊玉▶申込：
129月10日㈯314日㈬までに電
話で同所☎5912-6401
1きよみのシニアヨガ教室～転ば
ないためのストレッチ
▶日時：9月26日、10月24日、11月
28日の月曜午前10時30分～11時
30分【3日制】▶講師：シニアヨガイ
ンストラクター／佐藤清美▶定員：
10名（抽選）
2初めてのカリグラフィ教室～グ
リーティングカードを作ろう！
▶日時：9月30日㈮Ⓐ午後1時～2時
30分Ⓑ午後3時～4時30分▶講師：

英語とおり紙の会会員▶定員：各15
名（抽選）▶費用：200円
3和菓子教室
▶日時：9月26日、10月24日、11月
7日・28日、12月12日・19日の月
曜午前10時～正午【6日制】▶講師：
料理研究家／柴崎真保▶定員：16名
（抽選）▶材料費：2,000円

はつらつシニアクラブ
～「はつらつ度」測定します

　体組成（脂肪や筋肉の量など）、血
管年齢、骨の健康度などの測定やフ
レイルチェック（心身の活力低下の
有無を確認）などを行い、アドバイ
スをします。また、運動や文化活動
など近隣で活動している団体の紹介
も行います。　※ペースメーカーを
使用中の方は一部の測定ができませ
ん。　※申し込みは1人1会場です。

▶対象：区内在住の65歳以上の方▶
定員：各50名（先着順）▶区の担当：
介護予防係▶申込：電話でスポーツ
クラブルネサンス石神井公園☎
5910-3975（午前11時～午後7時）

場所 日程
東大泉地区区民館 9/14㈬
サンライフ練馬 9/16㈮
早宮地区区民館 9/21㈬
上石神井南地域集会所 9/28㈬
※時間はいずれも9：30～12：00。

子ども・教育
10月の赤ちゃん準備教室
～沐

もく
浴
よく

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）

豊玉☎3992-1188
FAX3992-1187 25㈫ 24組

北☎3931-1347
FAX3931-0851 17㈪ 20組

大泉☎3921-0217
FAX3921-0106 11㈫ 10組

※�時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

10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（1～3とⒶⒷ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、9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光が丘
（〒179-0072
光が丘2-9-6）
☎5997-7722

23㈰
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：15～
　16：15

各30組

2石神井
（〒177-0041
石神井町7-3-28）
☎3996-0634

15㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：15～
　16：15

各30組

3関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

8㈯
Ⓐ9：00～
　10：30
Ⓑ10：30～
　12：00

各10組

※時間はいずれも1時間30分程度。

10月の育児栄養歯科相談
▶対象：0歳児▶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 定員
（先着順）

豊玉
☎3992-1188

5㈬
9:00～10:00 30名

北
☎3931-1347

14㈮
9:00～10:00 30名

光が丘
☎5997-7722

19㈬
9:00～10:30 30名

石神井
☎3996-0634

28㈮
9:00～10:00 30名

大泉
☎3921-0217

17㈪
9:00～10:00 20名

関
☎3929-5381

17㈪
13:00～15:00 20名
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