
休日急患診療所
※健康保険証が必要です。

▶受付時間：①平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日18：00
～21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30（②は15：00から。③は14：00まで）・18：00
～21：30④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00～16：30

小児科

歯科

内科・
小児科

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

牧野富太郎図鑑
第第第第第第第第第第第第第第第第第第999999999999999巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻 博士の蔵書

生誕160年・朝ド
ラ化決定記念　連

載企画

牧野記念庭園書斎再現プロジェクトへの寄付を
お待ちしています
▶問合せ：みどり推進課協働係☎5984-2418

蔵書には、江戸時代の本草書や明治
時代の植物学の専門書を中心に、

色彩豊かな海外の植物図譜も含まれます。
ジャンルも植物ばかりではなく、地誌・
文学書・辞書など多岐にわたっていました。
これらの蔵書は、高知県立牧野植物園に
収蔵されています。

444万万万5500000冊冊冊もももののの蔵蔵書書書書たたたちちち

書庫にて　個人蔵

博士の書斎にある机には
愛用する道具や原稿が

所狭しと置かれ、書庫には蔵
書が足の踏み場もないほど積
み上げられていました。春には
牧野記念庭園で当時の書斎の
様子を再現し、公開する予定
です。

博博士士のの書書斎斎再再現現ププロロジジェェクククトトト

全体イメージ

書庫イメージ

書斎イメージ

　対象の方には9月末に予診票を発送しました。届いていない場合は、
ご連絡ください。▶問合せ：予防係☎5984-2484

 対 象 　次の①②のいずれかに当てはまる方
①昭和33年1月1日以前に生まれ、接種日現在65歳以上
② 昭和38年1月1日以前に生まれ、接種日現在60～64歳で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる身体障害者手帳1級
程度の障害がある 

無料接種は1/31㈫まで
～新型コロナワクチンと同時接種できます

高齢者インフル
エンザワクチン

高校生などの医療費が無償になります
高校生等医療費助成制度 青（マルあお）

4月
から

〈以下の方は対象外です〉
● 生活保護を受給している
● お子さんが児童福祉施設などに入所している
● 心身障害者医療費助成を受給している

　子ども医療費助成制度の対象を高校生世代まで拡大
します。▶問合せ：児童手当係☎5984-5824

対象 手続きなど
平成19年4月2日～
20年4月1日生まれ

手続き不要
青医療証を3月下旬以降に送付します

平成17年4月2日～
19年4月1日生まれ

確認手続きが必要です
1月末までに送付する案内をご覧ください ※書斎は展示作業のため一時閉鎖しています。

子ども・教育
2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

1㈬
9:00～10:00 30名

　北
☎3931-1347

10㈮
9:00～10:00 30名

光が丘
☎5997-7722

1㈬
9:00～10:30 30名

石神井
☎3996-0634

24㈮
9:00～10:00 30名

大　泉
☎3921-0217

20㈪
9:00～10:00 20名

　関
☎3929-5381

13㈪
13:00～15:00 20名

2月の2歳6カ月児歯科健診
　2歳10カ月ごろまで受けられます。
担当地域の保健相談所で受けてくだ
さい。▶持ち物：母子健康手帳▶申
込：電話で各保健相談所へ
場所(保健相談所)・

申込先 日時 定員
（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

9㈭
13:00～15:00 32名

　北
☎3931-1347

17㈮
9:00～11:00 24名

光が丘
☎5997-7722

14㈫
9:00～11:00 24名

石神井
☎3996-0634

10㈮
9:00～11:00 32名

大　泉
☎3921-0217

22㈬
9:00～11:00 24名

　関
☎3929-5381

13㈪
9:00～11:00 24名

2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
FAX 3992-1187 21㈫ 24組

 北 ☎3931-1347
FAX 3931-0851 13㈪ 20組

大泉☎3921-0217
FAX 3921-0106 14㈫ 10組

※ 時間はいずれも13:00～17:00の間の
1時間30分程度。

2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（23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、1月24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

4㈯
9:00～12:00 30組

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

18㈯
Ⓐ9:00～12:00
Ⓑ13:15～16:15

各30組

3関
(〒177-0052
関町東1-27-4)
☎3929-5381

25㈯
Ⓐ9:00～10:30
Ⓑ10:30～12:00

各10組

オンライン開催・女性の健康
づくり講座「子どもが教えて
くれる産後ママの健康管理」
▶対象：妊娠中に血圧・血糖値が高
めと言われた方▶日時：2月15日㈬午
後2時30分～4時▶講師：国立成育医
療研究センター周産期・母性診療セ
ンター母性内科診療部長／荒田尚子
▶定員：40名(先着順)▶申込：区ホー
ムページから申し込んでください▶
問合せ：北保健相談所☎3931-1347

親子で学ぶ生と性講座「カラ
ダとココロの大切なはなし」
▶対象：小学3年～中学1年生と保護
者、子育て支援に携わる方など▶日
時：2月18日㈯午後2時～4時▶場所：
男女共同参画センターえーる▶講師：
麻の実助産所所長／土屋麻由美▶定
員：20名（先着順）▶申込：電話または
ファクス、電子メールで①講座名②
参加者全員の氏名（ふりがな）③お子
さんの学年④代表者の電話番号を、
同所☎3996-9007 FAX 3996-9010
Eメール oubo@nerima-yell.com　
※保育室（6カ月以上の未就学児対
象。定員6名）を利用したい方は、お
子さんの氏名（ふりがな）・年齢も、

手話通訳を希望する方はその旨も、
2月3日㈮までにお知らせください。

子ども体操教室
▶対象：運動が苦手な区内在住の
小学1～3年生▶日時：2月5日～3月
12日の毎日曜午前10時～11時30
分【6日制】▶場所：南大泉青少年館
▶内容：鉄棒、跳び箱、マット運動
など▶定員：10名(初めての方を優
先の上、抽選)▶保険料：300円▶申
込：往復ハガキで①教室名②住所③
氏名(ふりがな)④年齢⑤学校名・学
年⑥性別⑦電話番号を、1月23日(必
着)までに〒179-0074春日町4-16-9　
春日町青少年館☎3998-5341

ネリビラボ～好きな材料で自由
に造る／描く！実験室

▶対象：小中学生▶日時：2月12日㈰・
26日㈰、3月12日㈰午前10時30分
～午後4時の間の都合の良い日時▶
場所：練馬区立美術館▶定員：15名
(抽選)▶材料費：1,500円▶申込：
往復ハガキまたは同ホームページで
①催し名②住所③氏名(ふりがな)④
年齢・学年⑤電話番号を、1月27日(必
着)までに〒176-0021貫井1-36-16　
練馬区立美術館☎3577-1821

  令和5年（2023年）1月11日 7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。


