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新型コロナウイルス感染
症の影響でねりま区報5
月11日号の発行日が 遅
れる場合があります。
▼
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問合せ：広報係☎5984-2690

区民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月7日に国の緊急事態宣言が発令されまし
た。私たちは、今まさに新型コロナウイルスとの闘いの只中にあります。文字通り今が正念場だ
と考えています。
実に多くの方々にご尽力頂いています。医師、看護師など医療従事者の皆さん、保育所、
こど
も園、学童クラブなど社会的な子育てに携わっている皆さん、特別養護老人ホームやデイサー
ビスなど高齢者の方々の介護サービスを担っている皆さん、福祉園や重度障害者グループ
ホームなど障害者児の方々の生活を支援している皆さん。この未曾有の危機にあって、皆さんの献身が日々の区民生
活を支えています。74万区民を代表して心から敬意を表し、感謝申し上げます。
今回の新型コロナウイルスとの闘いは、日本が直面する未だかつてない危機です。勝利するのは容易なことではあり
ません。社会の総力を挙げて闘う必要があります。区は、区民生活に身近な基礎的自治体として、国や都と一体となり、
全力を挙げて取り組んでまいります。
当然ながら、行政の役割はとりわけ重いものです。こうした時のためにこそ、行政は存在しているのです。
しかし行政
だけでは、
この闘いに勝利することは出来ません。広く区民の皆さんと力を合わせなければ、
この困難を乗り越えること
は出来ないと考えています。既に、感染拡大防止のため、多くの事業者の皆さんに、営業の自粛・縮小にご協力頂いて
います。また、広範な区民の皆さんに、外出自粛にご協力頂いています。心から感謝申し上げたいと思います。
引き続き、区民の皆さんには、外出を控え、
ご自宅でお過ごし下さるようお願いいたします。医療機関への通院、食料
の買い出しなどやむを得ず外出する場合は、感染リスクが高まる３つの要素「密閉・密集・密接」を避けてください。その
際、人と人との距離を取って頂く、マスクを着用して頂くなど、お一人お一人が危機感を持って頂きたいと思います。新
型コロナウイルスの感染を終息させ、あなたご自身、
ご家族、地域の皆さんを守ることが出来るか否かは、今この瞬間の
皆さんの行動にかかっているのです。
練馬区は、引き続き、区民の皆さんの命と健康を守るために全力で取り組んでまいります。この難局を乗り越えるた
め、区民の皆さんのご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。
令和2年4月24日

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
〜ご心配な方はお気軽にご相談ください
練馬区コールセンター☎5984-4761（平日午前9時〜午後5時）
厚生労働省相談窓口☎0120-565-653（毎日午前9時〜午後9時）FAX 3595-2756
東京都相談窓口（一般相談窓口）☎0570-550-571（毎日午前9時〜午後10時）FAX 5388-1396
※英語・中国語・韓国語にも対応しています。

（

平日午後5時〜翌日午前9時、

東京都相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）☎5320-4592 土・日曜、祝休日は24時間
区の対応方針や事業の休止情報、区内の感染者数など最新の情報は、
区ホームページをご覧ください。
二次元バーコード

新型コロナウイルス感染症の関連情報は、2・4 面へ

）
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期・中止する場合があります。

新型コロナウイルス感染症
事業者の方への支援

関連情報

区民の方への支援

区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている区内
の中小企業を支援しています。詳しくは、
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。

生活相談コールセンターを設置します
☎5984-4703（平日午前9時〜午後5時 ※祝休日を除く。）
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで生活にお

自宅でできる!「Zoom」
を利用したオンライン経営相談
を開始します
中小企業診断士などの国家資格がある相談員がマンツーマンで経営な

困りの方からの相談にお応えするほか、下記の制度の申請方法をご案内
します。
制度名
緊急小口資金貸付

どに関する悩みを伺います。
日時・定員

総合支援資金貸付

申込

▶日時：月〜金曜9：00〜17：00の間の50分 電 話 で 練 馬 ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト セ ン
間▶定員：1日4名（先着順）
ター☎6757-2020
〈ゴールデンウィーク中はこちら〉
専用ホームページ
（https://peraichi.
▶日時：5/2㈯〜6㉁9：00〜12：00・13：00 com/landing̲pages/view/neri
〜16：00の間の50分間
ma）
から申し込んでください。

住居確保給付金

対象など
▶対象：休業などにより収入が減少した世帯▶限度額：20万円
▶対象：緊急小口資金を借りた方で、引き続き生活に困窮する
世帯▶貸付期間：原則3カ月以内▶限度額：月20万円
（単身月15
万円）
▶対象：次の①②のいずれかに当てはまる世帯 ①離職や廃業
から2年以内②休業などにより減収し、離職などと同程度の状
況にある▶支給期間：原則3カ月以内（最長9カ月）▶限度額：月5
万3700円〜月8万3800円 ※世帯人数によって限度額が異な
ります。

事業者・区民の方への支援

経営相談
売り上げの低下など、事業活動に影響を受けている企業からの経営に
関するさまざまな相談にビジネスマネジャーがお応えします。▶問合せ：

貸付や融資などの手続きに必要な証明書手数料が無料になります

練馬ビジネスサポートセンター
（ココネリ4階）
☎6757-2020

郵送または窓口で申請ができます。対象となる貸付や融資など詳しく
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。▶対象：

労働相談〜事業者・従業員向け

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、貸付や融資などの手続きを行

会社の労働条件・環境に影響を受けている事業者や従業員からの相談
に社会保険労務士がお応えします。
対象

う方▶無料になる証明書：住民票の写し
（広域交付住民票は除く）
、印鑑登
録証明書、特別区民税・都民税課税
（非課税）証明書、特別区民税・都民
税納税証明書

日時

申込先・問合せ

事業者向け

火曜午後、金曜

練馬ビジネスサポートセンター
☎6757-2020

従業員向け

第１・２・３・５水曜、第４土曜
午前10時〜正午・午後１時〜４時

サンライフ練馬☎3970-0250

随時

勤労福祉会館☎3923-5511

※住民票記載事項証明書も含む。▶問合せ：戸籍住民課庶

務係☎5984-2791

事業の延期・中止など
都営住宅の入居者募集を延期します

※いずれの相談も要予約。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都営住宅
（都公募分・地元割

特別融資
制度名

区の支援

内容

当分）の入居者募集を6月に延期します。延期後の日程は、後日区報でお
問合せ

▶限度額：1,000万円▶貸付期間：運
新型コロナウ
利子の90%と 転資金７年以内（据え置き期間1年 融資係
イルス感染症
信用保証料全 を含む）▶利率：年2.0％（利用者負 （ココネリ4階）
対応特別貸付
額を補助
担0.2％、区負担1.8％）▶信用保証 ☎5984-2673
（区）
料：区が全額負担
▶限度額：1,000万円▶貸付期間：運
新型コロナウ
転資金7年以内
（据え置き期間3年を
東京商工会議所
融資開始から
イルス感染症
含む）
、設備資金10年以内
（据え置き
練馬支部
3年 度 間 の 利
対策マル経融
期間4年を含む）▶利率：0.31％
（3年
（ココネリ4階）
子の50%を補
資（ 日 本 政 策
度間。利用者負担0.155％、区負担
☎3994-6521
助
金融公庫）
0.155 ％） ※4年 目 以 降 は 基 準 利
率。 ※利率は4月1日現在。
※いずれの相談も要予約。

融資あっせん特別窓口を開設します
5月1日㈮から窓口を移転し、ココネリ3階に特別窓口を開設します。事

知らせします。▶問合せ：住宅係☎5984-1619

子育てスタート応援券の有効期限を延長します
新型コロナウイルス感染拡大防止による事業の自粛などにより、利用で
きなかった応援券の有効期限を延長します。詳しくは、区ホームページを
ご覧ください。▶問合せ：練馬子ども家庭支援センター☎3993-8155

練馬区民事務所と個人番号カード交付の土曜窓口を
休止します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月2日㈯の練馬区民事務所
と個人番号カード交付窓口を休止します。

※今後の状況により、受付

時間などが変更になる場合があります。▶問合せ：戸籍住民課庶務係☎
5984-2791

前に予約が必要です。詳しくは、
区ホームページをご覧ください。▶問合せ：
融資係☎5984-2673

特別定額給付金
（仮称）
について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人10万円給付す
る
「特別定額給付金」
が予定されています。区では、現在手続きの準備
を進めています。最新の情報は区ホームページをご覧ください。▶問
合せ：福祉部管理課庶務係☎5984-2706

「第38回練馬こどもまつり」
「アニメプロジェクトin大泉
2020」
は中止します
5月9日㈯に開催を予定していた「第38回練馬こどもまつり」、17日㈰
に開催を予定していた「アニメプロジェクトin大泉2020」は、不特定多数
の方が来場するため、新型コロナウイルス感染のリスクが高まることか
ら、安全面を考慮し中止します。▶問合せ：練馬こどもまつり…子ども育
成係☎5984-5827、アニメプロジェクト…アニメプロジェクトin大泉推
進連絡会事務局（区役所観光係内）☎5984-1032

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

最新の情報は、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。

お知らせ
健康推進協議会の区民委員を募集
区の健康づくり施策について検討
する協議会の区民委員を募集しま
す。協議会は、区民の方や学識経験
者などで構成され、年数回、平日に
会議を開催します。 ※謝礼あり。
▶対象：区内在住の方▶任期：8月か
ら2年間▶募集人数：5名
（選考）
▶申
込：健康づくりや保健衛生について
の考えをまとめた小論文
（1,000字
程度。様式自由）に①住所②氏名③
生年月日④年齢⑤性別⑥電話番号⑦
職業⑧区の審議会・懇談会などの委
員の経験がある方はその名称と任期
を記入の上、5月29日
（必着）
までに
持参または郵送で〒176-8501区役
所内健康推進課庶務係
（東庁舎6階）
☎5984-2482 ※選考結果は6月
中に通知します。

働く
幼稚園補助教員採用候補者【登録制】
特別区
（東京23区。大田区・足立
区を除く）
では産休・育児休業補助教
員の採用候補者を募集します。▶職
種：臨時的任用教員
（幼稚園）
▶対象：
幼稚園教諭の普通免許がある方▶申
込書の配布場所：教育指導課
（区役所
本庁舎12階）
、特別区人事・厚生事
務組合教育委員会事務局採用選考担
当
（千代田区飯田橋3-5-1 東京区政
会館）
▶選考方法：書類選考・面接▶
申込：5月22日
（消印有効）
までに特別
区人事・厚生事務組合教育委員会事
務局採用選考担当☎5210-9857

幼稚園介助員
【会計年度任用職員（サポー
トスタッフ〈登録制〉）】
▶対象：次の①〜③のいずれかに当
てはまる方 ①幼稚園または小学校
の教員免許を持っている②保育士の

区 民 の ひ ろ ば
この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

資格がある③障害児保育の経験があ
る▶期間：採用月〜来年3月（再任す
る場合あり）▶日時：月〜金曜午前8
時45分〜午後2時15分（水曜は午前
11時45分まで。原則として月20日
以内）
▶場所：光が丘むらさき幼稚園
▶内容：支援が必要な園児への介助
▶採用予定数：若干名（書類選考・面
接）▶報酬：時給1,341円 ※交通費
支給。 ※期末手当・社会保険あり。
▶申込：学務課（区役所本庁舎12階）
や区ホームページにある申込書を、
学務課幼稚園係☎5984-1347

税
令和2年度の税額通知書を発送
（給与から差し引かれる方へ）
特別区民税・都民税
（住民税）
が給
与から差し引かれる方に、5月11日
㈪に通知書を勤務先に発送します。
個人で納める方や公的年金から差し
引かれる方には、6月10日㈬に通知
書を発送する予定です。▶問合せ：
区税個人係☎5984-4537

令和2年
（2020年）
5月1日

検のため】

新たに対象となる方は、必ずお問い
合わせの上、申請してください。手
当は申請しないと支給されません。
申請日の翌月分から支給します。
※既に受給している方は、新たに申
害虫に関する電話相談は
請する必要はありません。 ※児童
☎3995-0688
福祉施設
（乳児院）
などに入所してい
る児童は対象になりません。▶対象：
スズメバチの巣の駆除など、害虫
に関する相談に専門の業者が無料で
平成14年4月2日以降に生まれた
応じます。 ※スズメバチの巣の駆
児童を養育している母子家庭や父子
除には、巣の高さや目視で確認でき
家庭などの方 20歳未満の心身に
る場所にあるなどの条件がありま
障害
（ 身 体 障 害 者 手 帳1･2級 程 度、
す。詳しくは、お問い合わせくださ
愛の手帳1〜3度程度、脳性まひま
い。 ▶ 受 付 日 時：11月30日 ㈪ ま で
たは進行性筋萎縮症など）がある児
の午前9時〜午後5時 ※土・日曜、 童を養育している方 ※練馬区心身
祝休日も対応します。▶区の担当：
障害者福祉手当と併せて受給するこ
環境衛生監視担当係
とはできません。▶手当月額： 1万
3500円 1万5500円▶申請先・問
合せ：児童手当係
（区役所本庁舎10
階）
☎5984-5824、総合福祉事務所
福祉事務係
【光が丘
（光が丘区民セン
令和2年度児童育成手当（
ター2階）
☎5997-7060、石神井
（石
育 成 手 当 障 害 手 当 ）の 新
神井庁舎 4 階）☎5393-2817、大泉
規申請は5月中に
（大泉学園ゆめりあ1
〈4階〉
）
☎5905昨年中の所得が基準となります。 5274】

健康・衛生

子ども・教育

自動車税種別割・軽自動車税
種別割の納税通知書を発送
自動車税種別割の納税通知書を5
月1日㈮、軽自動車税種別割の納税
通知書を11日㈪に発送します。納
期限は6月1日㈪です。
〈減免について〉
身体障害者手帳などをお持ちの方
が使用する自動車で、一定の要件に
当てはまる場合は①自動車税種別割
または②軽自動車税種別割の減免が
受けられます。6月1日㈪までに申
請が必要です。詳しくは、お問い合
わせください。
◎問合せ：①東京都自動車税コールセ
ンター☎3525-4066② 税 務 課 税 証
明・軽自動車税担当☎5984-4536

お休みします
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…5月17日㈰
【保守点

憲法記念日に寄せて
〜人権について考える
憲法は、基本的人権の尊重を大きな柱の一つとしており、侵すことの
できない永久の権利として一人ひとりの人権を保障しています。
いじめや虐待、配偶者による暴力など、相手の人権を考えない行為が後
を絶ちません。区内でも公共施設への差別的な落書きや街頭宣伝でのヘイ
トスピーチなど外国人や同和問題に対する差別や偏見が発生しています。
平成28年に
「部落差別の解消の推進に関する法律」
と
「本邦外出身者に
対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
（ヘイト
スピーチ解消法）
」が、31年には都が
「東京都オリンピック憲章にうたわ
れる人権尊重の理念の実現を目指す条例」
を施行し、法令の整備が行われ
てきました。区では、差別を許さないという認識のもと、人権尊重に関
するセミナーやパネル展を開催し、周知・理解促進に取り組んでいます。
多様な生き方を認め合い、支え合う社会を築いていきましょう。
▶問合せ：人権・男女共同参画課☎5984-1452

（峰謡会 丹田発 ■ 書道・ペン習字 桑文会 月2回土
■ 民謡・カラオケ
声法） 毎土曜午後1時〜5時 中村 曜午前10時〜正午 勤労福祉会館 産
地域集会所 会費1回800円
080-1987-9556
（要予約）

菊池☎

■ 健康体操 練馬気功の会 毎火
曜午前10時〜正午 春日町地域集会
所 入会金1,000円 月会費3,500円
初 回 は 無 料 体 験 可 す み た ☎0803127-3875
（要予約）

経国際書会審査会員が指導 月会費
3,000円 初回は無料体験可 河口☎
080-3489-7548 Eメール mippo2691
@ozzio.jp
（要予約）
■ 健康からてクラブ 5歳児以上対象
毎日曜午前9時〜正午 豊玉小 入会
金3,000円 月会費2,000円 久保☎
5387-8963
（要予約）

■ パソコン点訳ボランティア養成講
座 初心者対象 6月6日〜来年3月20 ■ ストレッチ＆リズムムーブメント
日の第1・3土曜午後1時〜3時 練馬区 キャッスル 毎水曜午後7時〜8時30 ■ ジャズダンスエクササイズ モ
社会福祉協議会 参加費無料 資料代 分 光和小 入会金1,000円 月会費 ダンアート 月3回火曜午後1時30分
実費 つつじ点訳友の会・古谷☎ FAX
3928-1587
（要予約。午後1時以降）

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

日時
場所
内容
（※1）（※2）
①
英語で日本を紹介
羽
②
基礎英語・英会話
①
中学中級
①
関
実用英会話
②
中学まとめ
①
羽
英会話や英訳
①
関
ボランティア英会話
①
中学中級
羽
②
コミュニケーション
①
中卒応用
羽
②
中学初級
②
関
中卒応用
②
羽
中学まとめ
①
関
中学初級

リサイクル・マーケット

▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、開催日の5日前まで
に申込先へ ※700円以下の出店料が
掛かります。 ※車での来場・搬入は
ご遠慮ください。
（石神井町1-1-11）
◆和田堀公園
▶日
時：5月17日㈰午前9時30分〜午後1
時30分
（ 雨 天中止 ）▶申込 先：〒1770041石 神 井 町1-3-7 物 々 ☎39974333
（先着50店）
（練馬1-17-6）
◆平成つつじ公園
▶日
時：5月31日㈰午前10時〜午後0時30
分
（雨天中止）▶申込先：〒177-0035
※1 第1・2・4週の①10：00〜11：50②
南田中4-7-10-201
リサイクル・ゆ
13：30〜15：20。
（先着100店。問
※2 関…関町リサイクルセンター、羽…羽 う☎080-1980-6310
沢教室
（羽沢3-36-16）
。
い合わせは午後6時〜8時）
金曜

華蓉会

◆志村学園
（就業技術科）説明会・
学校見学会▶ 日時：6月11日㈭・18

日㈭・25 日㈭午前 10 時〜正午▶申
込：電話またはファクスで①説明会②
ミニガイド
住所③氏名④電話番号⑤ファクス番号
◆シルバー人材センター英語・英 （ある方のみ）を、開催日の前日までに
会話教室▶ 対象：区内在住の60歳以 同所☎3931-2323 FAX 3931-3366
上の方▶期間：6月〜来年5月▶定員：
朝・夕・青空市
各20名
（抽選）▶費用：月4,000円 ※
教材費実費。▶申込：5 月15 日㈮まで ◆江古田いちば通り商店街▶日時：5
に電話で練馬区シルバー人材センター 月1日㈮・15日㈮午前10時〜午後7時
▶問合せ：林☎3991-0888
☎3993-7168

木曜

■ パソコン・ワード教室

初級者対象 第1・3火曜午後1時30
分〜3時30分 男女共同参画センター
えーる 入会金500円 月会費1,000
円 丸山☎6766-5678

ここで紹介する事業は､区が支援したり､
官公署などが実施したりするものです｡

火曜 水曜

時 光が丘区民センター3階 月会費
3,000円 井上☎5997-3510
■ 剣道 誠心剣友会 5歳児以上対象
毎日曜午前9時30分〜正午、毎火曜午
後4時30分〜6時 光和小 有段者が
指導 入会金1,500円 月会費2,000
円 保険料年1,850円
（小中学生800
円） 初回は無料体験可 小松☎0902324-1439

2,000円 初回は無料体験可 大橋☎ 〜3時 春日町青少年館 講師 瀬戸
乙女 入会金2,000円 月会費3,500
3923-8459
（午後7時以降）
■ 卓球 練馬ラージ 50歳以上の 円 初回は無料体験可 丹澤☎6760初 心 者 対 象 毎 火 曜 午 後4時 〜6時 7867
（要予約）
光が丘体育館 卓球専門コーチが指 ■ フットサル FC KAISHIN 小学
導 入 会 金1,000円 月 会 費1,000 生の女子対象 主に毎水曜午後6時30
円 松 井 ☎ FAX 3976-8466（ 要 予 分〜9時 平和台体育館など 月会費
約）
無料
（1年 生 ）
・1,500円
（2・3年 生 ）
・
■ 大泉囲碁サークル 毎月曜午後 2,500円（4〜6年 生 ） 保 険 料 実 費
1時 〜5時 勤 労 福 祉 会 館 入 会 金 初 め の1カ 月は 無 料 体 験 可 江 南 ☎
1,000円 月会費3,000円 元呉清源 090-8562-5915 Eメール re-na@t.vo
研究会アシスタント朝野佐千代による dafone.ne.jp
講義・指導碁、年2回リーグ戦などあ ■ ストレッチ体操 60歳以上の方対
象 毎水曜午前10時〜11時15分 平
り 高瀬☎3923-0185
■ 俳画 穂有・虹の会 中高年齢者 和台体育館 年会費2,000円 月会費
対象 第2月曜午後1時〜4時 石神井 1,500円 野間☎3948-6065
（要予約。
庁舎5階 月会費1,500円 初回は無 午後6時以降）
料体験可 佐藤☎3926-3243

情報あらかると

月曜

（漢字・細字・実
■ シルバー書道会
用書など） 第1・3木曜午後1時〜4
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4 令和2年（2020年）5月1日

人との接触を 8割 減らす、10のポイント
緊急事態宣言の中、誰でも感染するリスク、感染させるリスクがあります。新型コロナウイ
ルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

1

4

ビデオ通話で
オンライン
帰省

スーパーは１人
または少人数で
すいている
時間に

2

待てる買い物は
通販で

3

飲み会は
オンラインで

5

6

ジョギングは
少人数で公園は
すいた時間、
場所を選ぶ
診療は遠隔診療

定期受診は間隔を調整

7

10

筋トレやヨガは
自宅で動画を
活用

飲食は持ち帰り、
宅配も

8

手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理

３つの密を避けましょう
1. 換気の悪い密閉空間
2. 多数が集まる密集場所
3. 間近で会話や発声をする密接場面

令和3年6月〜4年秋ごろまで

必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

受付日時

●休日施術当番接骨院

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

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
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

●歯科休日診療当番医療機関

日㈰

10

日㈰

17

日㈰

24

日㈰

歯科

●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

6日㉁

内科・小児科

練馬歯科休日急患診療所
日曜・祝休日の10：00〜11：30、
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎3階） 13：00〜16：30
☎3993-9956
※当日、電話で要予約。

3日㈷ 4日㈷ 5日㈷ 6日㉁

小児科

当日、事前に電話で連絡してください。
平日の20：00〜22：30
▶診療時間：午前9時〜午後5時
練馬区夜間救急こどもクリニック 土曜の18：00〜21：30
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 日曜・祝休日の10：00〜11：30、
おおしま歯科医院（高松3-13-9） ☎3998-8118
13：00〜16：30、18：00〜21：30
☎3994-2238
佐々木歯科クリニック（関町南4-18-19） ☎3929-1182
※予約不要。
※小児科専門医が診療。
梅田歯科クリニック（早宮1-34-6）☎5999-4182
※15歳以下の方は保護者同伴。
西村歯科クリニック（南大泉3-27-18） ☎3867-6480
練馬休日急患診療所
竹治歯科医院（早宮3-2-3）
☎3994-6207
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 土曜の18：00〜21：30
山崎歯科医院（上石神井1-13-4） ☎3920-2821
☎3994-2238
日曜・祝休日の10：00〜11：30、
関東デンタルクリニック（春日町6-16-21）☎3990-6487
13：00〜16：30、18：00〜21：30
小山歯科医院（関町北3-3-21） ☎3920-1508
石神井休日急患診療所
※予約不要。
（ 石 神 井 町3-30-26 石 神 井 庁 ※15歳以下の方は保護者同伴。
●テレホンサービス
舎地下1階）
☎3996-3404

5日㈷

●休日急患診療所

●休日診療当番医療機関

4日㈷

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

▶問合せ：広報戦略係☎5984-2693

3日㈷

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、診療内容や体制
を変更する場合があります。事前に各機関に電話で確認して
ください。

5月の放送内容

●自宅でできる !「ねりま ゆる×らく体操」など

▶問合せ：生涯学習センター☎3991-1667

急病者の応急診療
を行います。

も同様に重要です。

練馬区情報番組

改修工事のため生涯学習センターの
ホール利用を休止します

場所

仕事は在宅勤務

通勤は医療・インフラ・
物流など社会機能維持
のために

会話は
マスクをつけて

5月の休日医療関係機関

9

31

坂口接骨院（氷川台4-49-11）
☎3937-0660
ゆうし接骨院（高松3-13-7）
☎5848-3252
小池接骨院（西大泉1-33-4）
☎3923-3044
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
フカサワ整骨院（上石神井2-30-20） ☎3594-3289
あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303
さくらい接骨院（富士見台4-13-2）☎3999-9334
大泉学園整骨院（大泉学園町6-28-29）☎3924-2288
篠整骨院（栄町36-5）
☎3991-6623
おおで整骨院（田柄1-26-11）
☎3939-7535
日高接骨院（関町北2-28-3）
☎6882-3979
ごとう接骨院（桜台2-1-5）
☎3994-7804
大幸接骨院（旭町1-15-11）
☎5997-3232
てらす整骨院（南大泉4-55-7） ☎6767-8348
あおい接骨院(北町2-25-11)
☎3550-3250
サイトウ田柄接骨院（田柄3-7-17） ☎5848-8034
市毛接骨院（関町南2-2-6）
☎3928-0346
コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231
中島整骨院（土支田1-31-11）
☎5755-3828
学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8） ☎5387-3560
三晴接骨院（小竹町2-8-8）
☎3958-4325
仁愛堂前田整骨院（春日町4-16-21） ☎3970-0550
植村接骨院（東大泉6-50-9）
☎3922-2911

