
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、

　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

●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

土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～14：00、18：00～21：30
※予約不要。
※15歳以下の方は保護者同伴。

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。

2
日
㈰

コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231
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

9
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
学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8）☎5387-3560

10
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
たかつか接骨院（大泉学園町4-18-41）☎3978-1127

16
日
㈰

ごとう接骨院（桜台2-1-5） ☎3994-7804
マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776
秋山接骨院（大泉町5-32-9） ☎5387-1741

23
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
花道接骨院（石神井台8-22-1） ☎3922-2634

30
日
㈰

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303
小林接骨院（練馬4-20-6） ☎3992-9805
愛身堂東映通接骨院（東大泉2-18-2）☎5387-6789

●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

23日㈰ かわな歯科医院（豊玉北6-4-5）☎3948-8251

●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

10月の休日医療関係機関 急病者の応急診療を行います。

10月23日㈰　午前10時～午後5時
①練馬休日急患診療所　②練馬区休日・夜間薬局
③練馬歯科休日急患診療所
※①②は午後6時からは通常通り受け付けします。
10月30日㈰　終日
①石神井休日急患診療所　②石神井休日夜間薬局

お休みします【電気設備点検のため】

〈抗原定性検査を実施〉要予約
　検査費用は無料です（初診料などは掛かります）。▶対象：新型コロナの感染が疑われる方▶日時：毎日
曜・祝休日午後3時～5時▶場所：石神井休日急患診療所▶持ち物：新型コロナワクチンの接種記録が分か
るもの▶申込：当日午前10時～正午に電話で同所☎3996-3404

高齢者❷
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。　※3は健康・生活
相談あり（要予約）。　※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

1勤労福祉会館 10/12㈬

2下石神井地区区民館 10/14㈮

3光が丘区民センター3階 10/26㈬

4田柄地区区民館 10/28㈮

※時間はいずれも9：30～12：00。

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：
110月16日㈰210日㈷319日㈬
までに電話で同所☎5912-6401
1 秋のコンサート～昭和歌謡＆
ポップス
▶日時：10月23日㈰午後3時～4時
▶出演：柏倉基之（ベース）ほか▶定
員：35名（抽選）
2健康寿命は食卓から～健診結果
をひもとく
▶日時：10月28日㈮、11月14日㈪
午後2時～3時30分【2日制】▶定員：
20名（抽選）
3にこにこ寄席
▶日時：10月30日㈰午後2時～3時
▶出演：桜台落語ネットワーク会員
▶定員：25名（抽選）

子ども・教育
11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

2㈬
9：00～10：00 30名

北
☎3931-1347

11㈮
9：00～10：00 30名

光が丘
☎5997-7722

2㈬
9：00～10：30 30名

石神井
☎3996-0634

25㈮
9：00～10：00 30名

大泉
☎3921-0217

21㈪
9：00～10：00 20名

関
☎3929-5381

21㈪
13：00～15：00 20名

11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）

光が丘☎5997-7722
FAX 5997-7719 18㈮ 16組

石神井☎3996-0634
FAX 3996-0590 4㈮ 20組

※時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

11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（124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、10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

26㈯
Ⓐ9：00～
　11：00
Ⓑ13：00～
　15：00

各30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

19㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：30～
　16：30

各30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

13㈰
9：00～
12：00

20組

4関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

12㈯
Ⓐ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。

秋の自然観察会
▶対象：小学生以上　※小学2年生以
下は保護者同伴。▶日時：11月3日㈷
午前9時～正午▶場所：光が丘公園▶
講師：プロナチュラリスト／ささき隊
長ほか▶定員：30名（抽選）▶保険料：
50円▶申込：電話または電子メールで
①催し名②参加者全員の住所・氏名
（ふりがな）・年齢（学生は学年も）・性
別・電話番号を、10月17日㈪までに
春日町青少年館☎3998-5341 Eメール
youth1@city.nerima.tokyo.jp

講座・催し❶
サンライフ練馬の催し

▶場所：サンライフ練馬▶申込：13
往復ハガキ2電話で①講座名（13
の別も）②住所③氏名（ふりがな）④電
話番号を、110月11日216日313日
（必着）までに〒176-0021貫井1-36-
18　サンライフ練馬☎3990-0185

1おうちでできるシンプルヨーガ
「良質な眠りを目指して」
▶日時：10月19日㈬午前10時～11
時30分▶講師：気づきのヨーガ主
宰／堀内美加▶定員：12名（抽選）
2サンライフ落語会
▶日時：10月23日㈰午後2時～4時▶
出演：大泉落語研究会▶定員：30名
（先着順）
3絵手紙教室「いろいろなハガキに
絵手紙をかこう」
▶日時：11月5日㈯午後1時～3時▶
講師：日本絵手紙協会公認講師／
田代修子▶定員：30名（抽選）

ヤングダンス講座
▶対象：中学生～おおむね30代の方
▶日時：10月18日㈫、11月8日㈫、12
月20日㈫午後7時～9時▶場所：春日
町青少年館▶内容：ヒップホップダン
スなど▶講師：ダンスインストラク
ター／湖都美▶定員：各25名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3998-5341

障害の理解を深める研修に
参加してみませんか
▶場所：練馬福祉人材育成・研修
センター（光が丘6-4-1）▶定員：各30
名（先着順）▶申込：電話またはファク
スで①研修名（A～Dの別も）②氏名
（ふりがな）③電話番号④ファクス番
号（ある方のみ）を、開催日の前日ま
でに同所☎6758-0145 FAX 5383-
7421　※同ホームページ（https://
www.nerima-carenet.jp/）からも
申し込めます。

研修名 日時

AALS患者の在宅ケア
を通して、その人ら
しい生活を支える

10/20㈭
14：30～16：30

B精神障害のある人が
地域で暮らすとは

10/25㈫
14：00～16：45

C視覚・言語・聴覚障
害者とのコミュニ
ケーションを学ぶ

11/10㈭
14：30～16：30

D聴覚・視覚・身体障
害者の話から学ぶ

11/14㈪
10：00～12：00
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