
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、

　日本では毎年約1万1000人が子宮頸がんと診断され、約2,900人が
亡くなっています。患者は20代から増え始め、治療により子宮を失う
場合もあります。予防には、ワクチン接種と検診が大切です。

　予診票は発送済みです。紛失した方はお問い合わせください。
●定期接種
▶対象：区内在住で、平成18年4月2日～23年4月1日生まれの女性
●キャッチアップ接種（接種の機会を逃した方）
▶対象：区内在住で、次の①②の両方に当てはまる方　①平成9年4月2日
～18年4月1日生まれの女性②過去に子宮頸がんワクチンを3回接種して
いない▶接種期間：令和7年3月31日㈪まで

問合せ ワクチン接種について…予防係☎5984-2484
検診について…成人保健係☎5984-4669

子宮頸
け い

がんを予防しようワクチン接種・検診で

ワクチン接種
～対象の方は無料で接種できます

子宮がん検診
～2年に1回受診しましょう

▶対象：区内在住で、来年3月31日㈮現在20歳以上の女性　※令和3年度
に受けた方は受診できません。▶期間：来年3月31日㈮まで▶内容：問診、
視診、内診、頸部細胞診検査　※医師が必要と認める場合は体部細胞診
検査も行います。▶費用：700円（体部細胞診検査も受診した場合は1,000
円）　※75歳以上の方は無料。住民税非課税世帯の方などは受診前に手
続きをすると免除。▶申込：電話で協力医療機関へ　※協力医療機関の一
覧は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。
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健康・衛生
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：12月6日㈫・20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

精神保健福祉講座～精神科医
から学ぶ「双極性障害」の基礎知識

▶日時：12月15日㈭午後2時～4時
▶講師：慈雲堂病院精神科医師／
船木まどか▶申込：電話またはハガキ、
ファクス、電子メールで①講座名
（12の別も）②住所③氏名④年齢⑤
電話番号を、12月9日（必着）までに
〒177-0041石神井町7-3-28　石神井
障害者地域生活支援センターういんぐ
☎3997-2181 FAX 3997-2182 Eメール
info@neri-shakyo.com
1石神井保健相談所で開催
▶定員：25名（先着順）
2オンラインで開催
▶定員：100名（先着順）

介護入門講座～介護サービスの
種類を学び、今後に活

い
かそう

▶日時：12月22日㈭午後2時～3時
30分▶場所：練馬福祉人材育成・研
修センター（光が丘6-4-1）▶講師：練
馬区介護サービス事業者連絡協議
会／中迫誠▶定員：40名（先着順）▶
申込：電話またはファクスで①講座名
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、12月21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。

講演会「難病当事者からのメッセー
ジ～難病ピア相談室スタート」

▶日時：1月15日㈰午後2時～4時▶
場所：ココネリ3階▶定員：50名（先着
順）▶申込：電話またはファクス、電
子メールで①講演会名②氏名③電話
番号④参加人数を、1月6日㈮までに

大泉障害者地域生活支援センターさ
くら☎3925-7371 FAX 3925-7386
Eメール o_sakura@ikuseikai-tky.or.jp

介護相談・交流カフェ
～知らないと損する薬のお話し

　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：1月16日㈪午後1時
30分～3時30分▶場所：南大泉地域
集会所▶講師：大泉薬局薬剤師／
杉山貴典▶定員：10名（先着順）▶申
込：当日会場へ▶問合せ：在宅介護支
援係☎5984-4597

子ども・教育
第41回練馬区学校保健大会
　「みんなで育てよう　心も体もす
こやかな児童・生徒」をテーマとし
た研究発表と特別講演を行います。
▶日時：12月15日㈭午後1時30分～
4時30分▶場所：生涯学習センター
▶講師：ラビット発達臨床研究所　
代表／平岩幹男▶定員：100名（先着
順）▶申込：12月9日㈮までに電話で
学校保健係☎5984-5729

児童劇教室
　発声・発音などを学び、寸劇を行
います。▶対象：区内在住の小学3年
～中学生▶日時：1月8日㈰・15日㈰
午前9時30分～11時30分、22日㈰・
29日㈰午前9時30分～午後0時30
分、2月5日㈰午前9時30分～午後2
時【5日制】▶場所：春日町青少年館▶
講師：俳優／岩本えりほか▶定員：30
名（抽選）▶費用：250円▶申込：往復
ハガキまたは電子メールで①教室名
②住所③氏名（ふりがな）④学校名･
学年⑤性別⑥電話番号を、12月15
日（必着）までに〒179-0074春日町
4-16-9　春日町青少年館☎3998-
5341 Eメール youth1@city.nerima.
tokyo.jp

冬の自然観察会
▶対象：小学生以上　※小学1・2年生
は保護者同伴。▶日時：1月21日㈯午
前9時～正午▶場所：石神井公園▶講
師：プロナチュラリスト／ささき隊長
ほか▶定員：30名（抽選）▶費用：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、12月20日㈫までに
春日町青少年館☎3998-5341 Eメール
youth1@city.nerima.tokyo.jp

子育て講習会「思春期はこわ
くない～思春期の子どもへの
関わり方」

▶対象：小中学生の保護者▶日時：1
月28日㈯、2月25日㈯、3月25日
㈯午前10時～正午【3日制】▶場所：
学校教育支援センター▶講師：公認
心理師／マーシャル理恵子▶定員：
30名（先着順）▶申込：電話または電
子メールで①講習会名②氏名③お子
さんの学年④電話番号⑤参加人数
を、同所☎6385-9911 Eメール oubo
＠city.nerima.tokyo.jp

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：1
月28日㈯午前10時～正午▶場所：大
泉保健相談所▶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☎3921-0217

1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

20㈮ 16組

石神井
☎3996-0634
FAX 3996-0590

13㈮ 20組

※�時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

1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（14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、12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

21㈯
Ⓐ9:00～
11:00

Ⓑ13:00～
15:00

各30組

2北
(〒179-0081
北町6-35-7)
☎3931-1347

14㈯
9:00～
12:00

30組

3大泉
(〒178-0061
大泉学園町5-8-8)
☎3921-0217

7㈯
9:00～
12:00

20組

4関
(〒177-0052
関町東1-27-4)
☎3929-5381

28㈯
Ⓐ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。

1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

18㈬
9:00～10:00 30名

北
☎3931-1347

13㈮
9:00～10:00 30名

光が丘
☎5997-7722

18㈬
9:00～10:15 30名

石神井
☎3996-0634

20㈮
9:00～10:00 30名

大泉
☎3921-0217

23㈪
9:00～10:00 20名

関
☎3929-5381

16㈪
13:00～15:00 20名
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