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便利ダイヤル

【板橋区】
板橋区役所� 3964-1111
赤塚支所� 3938-5113
下赤塚区民事務所� 3938-5110
高島平区民事務所� 3938-1191
常盤台区民事務所� 3967-6711
仲町区民事務所� 3959-4105
志村坂上区民事務所� 3969-7571
蓮根区民事務所� 3969-7581

区役所

【練馬区】
練馬区役所� 3993-1111
（夜間・休日）� 3993-1101
練馬区民事務所� 5984-4528
早宮区民事務所� 3994-6705
光が丘区民事務所� 5997-7711
石神井区民事務所� 3995-1103
大泉区民事務所� 3922-1171
関区民事務所� 3928-3046

警察（緊急）	 110
練馬警察署� 3994-0110
光が丘警察署� 5998-0110
石神井警察署� 3904-0110
板橋警察署� 3964-0110�
高島平警察署� 3979-0110
志村警察署� 3966-0110

警察署

消防・救急（緊急）	 119
練馬消防署� 3994-0119
石神井消防署� 3995-0119
光が丘消防署� 5997-0119
板橋消防署� 3964-0119
志村消防署� 5398-0119

消防署

練馬郵便局� 0570-030-712
石神井郵便局� 3904-1892
大泉郵便局�� 3923-3353
光が丘郵便局� 5998-5002
板橋郵便局�� 3964-4844
板橋北郵便局� 3558-9460
板橋西郵便局� 3930-4791

郵便局

練馬東� 6371-2332
　（平成29年11月6日より）
練馬西� 3867-9711
板橋� 3962-4151

税務署

練馬区保健所　　3993-1111
板橋区保健所　　3579-2302

保健所

練馬総合福祉事務所
� 5984-4742
光が丘総合福祉事務所�
� 5997-7714
石神井総合福祉事務所�
� 5393-2802
大泉総合福祉事務所� 5905-5263
板橋福祉事務所� 3579-2451
赤塚福祉事務所� 3938-5126
志村福祉事務所� 3968-2331

練馬年金事務所� 3904-5491
板橋年金事務所� 3962-1481

福祉事務所・年金事務所

今、必要でなくても、いつか必要になるかも
しれません。１年間そばに置いてください。

※2017年10月20日現在の情報です。
　東京の市外局番（03）を省略した電話番号を掲載しています。便利ダイヤル Index
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内科・外科・消化器科・循環器科・神経内科 ／ 在宅診療

市原外科内科

田柄 1-1-12��南田柄バス停そば ☎3939-3357

・心電図
・ホルター心電図
・負荷心電図
・心臓超音波検査
・腹部超音波検査
・レントゲン
・胃透視
・電子内視鏡（胃・大腸）

検 査

午前9時〜12時 午後3時〜6時
休診／日曜・祝日、木・土曜午後

診療時間

★
当院

出光GS南田柄
バス停光が丘

田柄通り

ライフ

環
八

平和台駅

○P
あ
り

光が丘南 佐藤医院
内科  循環器科  消化器科  小児科  外科

※健診・予防接種も行います　往診応需
月 火 水 木 金 土

  8：30 〜 12：30 ○ ○ ○ △ ○ ○
15：00 〜 19：00 ○ ○ ○ ／ ○ ／

【休診】
木曜・土曜午後
第２・４木曜
日曜・祝日

練馬区高松 4-12-17
夏の雲公園前（P.29 参照）

電話予約可

☎3926-8765
http://www.sato-iin.com/

院長　佐藤  博

△：第１・３・５木曜は午前のみ診療

那須高原温泉 こころのおやど自在荘（じざいそう）

練馬駅北口からバスの送迎始まります!!
（月・火 迎え／火・水 送り）

大浴場や露天風呂、那須高原で育まれた旬の味覚

練馬区民の特別価格! 

★	練馬区指定保養施設制度（3,000円）、練馬区高齢者いきいき健康券（3,000円）とも利用可

※12/31〜1/3は利用不可�※送迎バス付きのご予約は1週間前まで

大人 ２名様  1泊2 食   お一人様 12,000円（税別）〜
 ３名様  1泊2 食   お一人様 10,000円（税別）〜

　　

☎0287-76-3020練馬区指定
保養施設認定

栃木県那須郡那須町湯本 206-98
http://www.jizaiso.co.jp

2017年12月1日〜
 2018年3月31日

期
間
限
定

詳細のお問い合わせ・お申し込みは直接お電話で !
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救　急（医療機関案内）

▼休日診療
【練馬区】
練馬診療所� 3994-2238
石神井診療所� 3996-3404
　土・日・祝／18時〜21時半
　日・祝のみ／10時〜11時半
� 13時〜16時半
【板橋区】� �
休日診療の病院は、区報・区HP参照
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/

▼休日歯科診療	 	
【練馬区】
練馬診療所� 3993-9956
　電話連絡後、時間内に来院
　日・祝／10時〜11時半
　　　　　13時〜16時半
【板橋区】
歯科衛生センター� 3966-9393
　日・祝／9時〜12時
　　　　��13時〜16時

【夜間・日曜・祝日】�24時間
ひまわり� 5272-0303
　聴覚・言語障害者用 FAX
� 5285-8080
東京消防庁救急相談センター
　病院？救急車？迷ったら相談
� #7119
� 3212-2323

▼夜間こどもクリニック
　15才以下対象
【練馬区】� 3994-2238
　平日／20時〜22時半
　土・日・祝／18時〜21時半
　日・祝のみ／10時〜11時半
� 13時〜16時半
【板橋区】� 3559-8518
　平日／20時〜22時45分

総合病院

帝京大学医学部附属病院�
� 3964-1211
豊島病院� 5375-1234
木村牧角病院� 3959-3121
日本大学医学部附属板橋病院
� 3972-8111
小豆沢病院� 3966-8411
板橋中央総合病院� 3967-1181
高島平中央総合病院
� 3936-7451
板橋区医師会病院� 3975-8151
練馬総合病院� 5988-2290
浩生会スズキ病院� 3557-2001
順天堂大学医学部附属練馬病院
� 5923-3111
大泉生協病院� 5387-3111
練馬光が丘病院� 3979-3611

＊お近くの医療機関は、毎年
　Kacce5月号で特集しています

土・日・夜間も診療（受付時間・休診日などは直接ご確認ください）

【平日19時半以降診療】
伊藤内科小児科クリニック（成増）※水曜以外
� 3930-5114
中村デンタルクリニック（練馬）� 6767-2825
光が丘歯科矯正歯科（光が丘）� 5967-2138
鶴見歯科（光が丘）�※水曜のみ� 3976-7788
山岸歯科医院（田柄）※木曜以外� 3825-8241
三枝松歯科医院（田柄）�※木曜以外� 3825-3468
さくま歯科医院（田柄）� 5241-6480
佐藤歯科医院（春日町）�※水曜以外� 3998-6414
関東デンタルクリニック（春日町）※水曜以外
� 3990-6487
光が丘デンタルクリニック船坂（高松）※水曜以外
� 5393-0711
みのわ整骨院（高野台）※完全予約制
� 0120-830-925
大幸接骨院・治療院（旭町）�※木曜以外
� 5997-3232
真栄接骨院・鍼灸治療院（旭町）� 3930-4755

【土曜日15時以降診療】
成増産院（成増）� 3975-1111
杉内医院（成増）� 3930-2331
金谷クリニック（光が丘）� 3979-2331
いしい脳神経外科内科クリニック（田柄）
� 5971-8555
すずき矯正歯科（成増）� 5997-1188
中村デンタルクリニック（練馬）� 6767-2825
金沢歯科医院（豊玉北）� 3948-6766
なかむらばしデンタルクリニック（中村北）※完全予約制
� 0120-08-4588
髙梨歯科クリニック（光が丘）� 5998-8211
光が丘歯科矯正歯科（光が丘）� 5967-2138
木村歯科医院（田柄）� 5997-4644
三枝松歯科医院（田柄）� 3825-3468
さくま歯科医院（田柄）� 5241-6480
ウィスタリア歯科クリニック（田柄）� 3970-7300
やもと歯科医院（田柄）� � 3999-8818
佐藤歯科医院（春日町）� � 3998-6414
関東デンタルクリニック（春日町）� 3990-6487
ジェイシティー歯科吉積（高松）� 5372-4444
光が丘デンタルクリニック船坂（高松）� 5393-0711
大幸接骨院・治療院（旭町）� 5997-3232
真栄接骨院・鍼灸治療院（旭町）� 3930-4755
光が丘げんき堂接骨院・治療院（田柄）� 3926-8263

【日曜日診療】
すずき矯正歯科（成増）�※隔週� 5997-1188
山岸歯科医院（田柄）� 3825-8241
大幸接骨院・治療院（旭町）� 5997-3232
真栄接骨院・鍼灸治療院（旭町）� 3930-4755

日本アイバンク協会� 3293-6616
日本骨髄バンク� 5280-1789
日本臓器移植ネットワーク� 0120-78-1069
東京都HIV ／エイズ電話相談�� 3292-9090
くすり相談窓口� 3506-9457
　処方薬や市販薬に関する相談

医療相談・その他 光が丘
内田クリニック
院長  内田数海   東京女子医大非常勤講師

【診療科目】
消化器科・外科・
整形外科・皮膚科・
肛門科

労災指定病院

http://www.hu-cl.com/
練馬区光が丘 3-3- 4-101

☎3976-6411
休診日／水曜午後・日曜・祝日

＊水曜＝ 9：00〜11：30
＊土曜＝ 9：00〜13：00

�診療時間 月 火 水 木 金 土 日
���9：00〜 12：30 ○ ○○ ※ ○ ○○ ※ ×
�14：30〜 18：30 ○ ○ × ○ ○ × ×

脳神経外科・内科いしい クリニック
CT 検査・生活習慣病管理・在宅医療

練・田柄 5-20-20  Ⓟ有り 

  ☎ 5971-8555
光が丘駅A1出口より徒歩５分

脳神経外科は、頭痛、めまい、しびれ、物忘れなどの疾患を診察しています。
また、 かぜなども診察させていただきます。「診てもらってよかった」と言っていただけ
るような診療を目指します。

休診日／火曜午前・木曜・日曜・祝日　▲＝�午後2：00〜5：00
※受付時間はお問い合わせください

診療時間 月 火 水 木 金 土
午前9：00〜12：00 ○ ／ ○ ／ ○ ○
午後3：00〜��7：00 ○ ○ ○ ／ ○ ▲

院長��石井和則
日本脳神経外科学会専門医

http://www.ishii-nougeka.com/☎3939-4412
http://www.yoshino-memorial-clinic.jp/

�診療時間 月 火 水 木 金 土
午前�9：00〜12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後�3：00〜��6：30 ○ ○ ○ ○ ○ ／

土曜午後・日曜・祝日休診日

当院練馬区旭町1-15-19
ラ・フォンテーヌイン光が丘�２F

内科・泌尿器科・皮フ科

※予防接種は予約制です
練・光が丘 2-4 -11-102
（光が丘公園駐車場そば）�

�☎3979−2331

光が丘
公園

Ｉ
Ｍ
Ａ

● ● 当院練馬
光が丘病院

清掃
工場

金谷クリニック
診療科目／内科・循環器科・小児科

土曜�▲：14：00〜 16：00
休診日／木曜・日曜・祝日

受付時間 月 火 水 木 金 土

��9：00〜 12：30 ○ ○ ○ ／ ○ ○�

15：00〜18：00 ○ ○ ○ ／ ○ ▲�

練・田柄5-27-13�
ルミネス光が丘ビル１F
�（光が丘警察署前）

目に関する事はお気軽に
ご相談、ご来院ください。

休診日：火曜・日曜・祝日

http: //www.tagara-ganka.jp/

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
��9：00〜 12：30 ○ — ○ ○ ○ ○� —
15：00〜 18：30 ○ — ○ ○ ○ — —

☎5848 -1121

たがら眼科
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【西武池袋線】
江古田� 3951-1042
桜台� 3992-6859
練馬� 3994-9980
豊島園� 3991-7150
中村橋� 3999-4652
富士見台� 3999-4321
練馬高野台� 5372-0900
石神井公園� 3996-2651
大泉学園� 3922-5446
【西武有楽町線】
新桜台� 3993-6947
【東武東上線】
大山� 3974-3095
中板橋� 3956-3053
ときわ台� 3960-0034
上板橋� 3931-9900
東武練馬� 3933-6384
下赤塚� 3930-6385
成増� 3939-0201

駅／私鉄・地下鉄

【東京メトロ有楽町線・副都心線】
小竹向原� 3958-0528
氷川台� 3948-1871
平和台� 3559-0549
地下鉄赤塚� 3977-8078
地下鉄成増� 3975-7601
【都営大江戸線】
新江古田� 3992-9536
練馬� 5999-8711
豊島園� 3993-1329
練馬春日町� 3999-1431
光が丘� 3976-6967

東都タクシー� 3590-1010
東京無線タクシー� 3361-2111
大和自動車交通� 3563-5151
日本交通� 5755-2151
kmタクシー� 5530-6001
コンドルタクシー� 5377-2001
東京都個人タクシー�3383-3111
日個連東京都� 5976-6011
こころタクシー�0120-156-556
女性・お年寄り・子どものための
ライフサポートタクシー（会員制）

タクシー

【練馬区】
花とみどりの相談所
� 3976-9402
四季の香ローズガーデン
� 6904-2061
牧野記念庭園� 3922-2920
牧野記念庭園記念館
� 6904-6403
春日町青少年館� 3998-5341
南大泉青少年館� 3924-3500
石神井公園ふるさと文化館
� 3996-4060
石神井公園ふるさと文化館分室
� 5372-2572
勤労福祉会館� 3923-5511
向山庭園� 3926-7810
生涯学習センター� 3991-1667
防災学習センター� 5997-6471
練馬区産業・観光情報コーナー
� 3991-8101
【板橋区】
エコポリスセンター� 5970-5001
熱帯環境植物館� 5920-1131
教育科学館� 3559-6561
植村冒険館� 3969-7421
まなぽーと成増� 3975-9706
まなぽーと大原� 3969-0401
郷土資料館� 5998-0081
こども動物園� 3963-8003
こども動物園高島平分園
� 3932-0090
赤塚植物園� 3975-9127
いたばし観光センター
� 3963-5078

学ぶ・体験する

【都営バス】
練馬支所� 3993-0432
杉並支所� 3311-2079
【西武バス】
練馬営業所� 3996-2525
上石神井営業所� 3867-2525
【東武バス】
新座営業事務所� 048-477-3934
【国際興業バス】
練馬営業所� 3934-1123
成増駅北口案内所� 3930-1185
志村営業所� 3966-2247
【関東バス】
阿佐谷営業所� 3399-3185
青梅街道営業所� 3928-2121
丸山営業所� 3386-2161
【京王バス】
中野営業所� 3382-1511

路線バス／営業所
練馬文化センター� 3993-3311
大泉学園ゆめりあホール
� 5947-2351
Coconeri ホール� 3992-5335
練馬区生涯学習センター
� 　3991-1667
石神井公園区民交流センター
� 5910-3451
関区民ホール� 3928-1987
光が丘区民ホール� 5997-7712
IMAホール� 3976-2000
板橋区立文化会館� 3579-2222
板橋区立グリーンホール�
� 3579-2221
成増アクトホール� 5998-6881
ハイライフプラザいたばし�
� 5375-8105

ホール

【練馬区】
光が丘� 5383-6500
稲荷山� 3921-4641
貫井� 3577-1831
関町� 3929-5391
春日町� 5241-1311
小竹� 5995-1121
石神井� 3995-2230
大泉� 3921-0991
南大泉� 5387-3600
南大泉分室こどもと本のひろば
� 3925-4151
平和台� 3931-9581
練馬� 3992-1580
南田中� 5393-2411
【板橋区】
中央� 3967-5261
高島平� 3939-6565
志村� 5994-3021
小茂根� 3554-8801
成増� 3977-6078
清水� 3965-9701
西台� 5399-1191
赤塚� 3939-5281
東板橋� 3579-2666
氷川� 3961-9981
蓮根� 3965-7351
いたばしボローニャ子ども絵本館
� 3579-2665

図書館

☆印はプール併設
【練馬区】
総合体育館� 3995-2805
光が丘体育館☆� 5383-6611
桜台体育館� 3992-9612
上石神井体育館☆� 5991-6601
大泉学園町体育館☆
� 5905-1161
平和台体育館☆� 5920-3411
中村南スポーツ交流センター☆
� 3970-9651
三原台温水プール� 3924-8861
石神井プール（夏期のみ営業）
� 3997-6131
【板橋区】
小豆沢体育館� 3969-4166
上板橋体育館☆� 5399-6501
赤塚体育館☆� 3938-1966
東板橋体育館☆� 3579-2626
高島平温水プール� 3932-5348

体育館・プール

練馬区立美術館� 3577-1821
板橋区立美術館� 3979-3251
ちひろ美術館・東京� 3995-0612
光が丘美術館� 3577-7041

美術館

石神井公園� 3996-3950
大泉中央公園� 3867-8096
光が丘公園� 3977-7638
城北中央公園� 3931-3650
武蔵関公園� 3928-2484
大泉交通公園� 3924-0996
こどもの森� 5999-6200
赤塚公園� 3938-5715
浮間公園� 3969-9168
板橋交通公園� 3973-2550
城北交通公園� 3969-9422

公　園
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・歯科衛生士
・歯 科 助 手 募集中

 

お子様からお年寄りまで
家族みんなのかかりつけ
クリニックを目指します。

☎5967- 2138 初診随時受付光が丘3-9-2�IMA南館2F��光が丘クリニックモール内

■
大江戸線光が丘駅

大江戸線
A5出口

IMA南館
（２F）

IMA中央館

●
●

●

●

●

光が丘歯科矯正歯科
スーパー

光が丘自転車
駐車場

光が丘区民
センター

み
ず
ほ
銀
行

Ａ
Ｔ
Ｍ

ダ
イ
ソ
ー

歩
道
橋

バス
ロータリー

一般歯科・矯正歯科�
小児歯科・口腔外科

診療科目

http://www.hikario.jp/院長 清本 一成（日本矯正歯科学会認定医）

診療時間 月 火 水 木 金 土
10時〜 13時 ○ ○ ○ ○ ○ ＊
15 時〜 20時 ○ ○ ○ ○ ○ ＊
＊土曜日�9時〜13時　14時30分〜18時
休診日／日・祝

夜は
午後８時

まで

練馬区光が丘 3−7−1−103

☎ 5998−8211

診療時間／�午前9：30〜午後1：00
� 午後2：30〜午後7：00
休�診�日／�木・日・祝日

一般歯科・小児歯科
矯正歯科・インプラント

衛生士・
アシスタント

募集

◎初診随時

一般・小児・矯正　休診日／木・日・祝

練馬区田柄5 -14-12

☎3825—3468
http://miematsu-shika.com/

三
み

枝
え

松
ま つ

歯科
無料送迎いたします



便利ダイヤル 便利ダイヤル

Ｔ・ジョイSEIBU大泉
� 5933-0147
ユナイテッド・シネマとしまえん
� 0570-783-980
イオンシネマ板橋� 3937-1551
としまえん� 3990-8800
豊島園庭の湯� 3990-4126
スパディオ� 3967-1126
さやの湯処� 5916-3826
おふろの王様光が丘店
� 3938-0123
極楽湯和光店� 048-451-4126
練馬トーホーボール�3931-0213
トミコシ高島平ボウル� 3936-1411
ラウンドワンスタジアム板橋店
� 5922-3521
ホテルカデンツァ光が丘
� 5372-4411
練馬区旅行サービスセンター
　� 5984-1234
板橋区くらしと観光課
� 　3579-2251
那須高原温泉�自在荘
� 0287-76-3020

レジャー

【カード】
DCカード� 0120-664476
JCBカード� 0120-794-082
UCカード� 6688-7669
アメリカン・エキスプレス
� 0120-020120
NICOSカード� 0120-159-674
OMCカード� 5638-3511
セゾンカード� 0120-107-242
イオンカード� 0570-079-110
【携帯電話】
NTTdocomo� 0120-524-360
au� 0077-7-113
SoftBank� 0800-919-0113
Y�!�mobile� 0120-921-156

忘れ物・落とし物・盗難

警視庁遺失物センター
� 0570-550-142
JR 東日本お問い合わせセンター
� 050-2016-1601
西武鉄道お客さまセンター
� 04-2996-2888
東武鉄道お客さまセンター
� 5962-0102
東京メトロお忘れ物総合取扱所
� 5227-5741
都営交通お客様センター
　　（都営地下鉄、都営バス）
� 3816-5700

【水道局お客様センター】
引っ越し・契約変更�5326-1100
料金・漏水修繕・その他
� 5326-1101
【漏水修繕】
総合設備メンテナンスセンター
　宅地内のメーターから先の配管・
修理は水道工事店か、工事店の組
合で運営しているメンテナンスセ
ンターへ� 0120-850-195
　携帯・PHS� 3585-0195
【東京ガス】
お客さまセンター�0570-002211
ガス漏れ通報専用�0570-002299
【東京電力】
引っ越し・電気料金・契約内容変更
� 0120-995-005
停電・設備など�0120-995-007
【東京熱供給】
光が丘支社� 3977-3375

水道・光熱

番号案内� 104
電話の故障� 113
電報� 115
電話の新設・移転� 116
災害用伝言ダイヤル� 171

NTT（案内・問合せ）

【清掃事務所】
練馬� 3992-7141
石神井� 3928-1353
板橋東� 3969-3721
板橋西� 3936-7441
【粗大ごみ受付センター】
練馬区� 5703-5399
板橋区� 5296-7000
【練馬区】リサイクルセンター
豊玉� 5999-3196
関町� 3594-5351
春日町� 3926-2501
大泉� 3978-4030
【板橋区】
リサイクルプラザ�3558-5374
【HARD	OFF】
大泉学園店� 5933-3294
板橋赤塚店� 3977-7440
【MODE	OFF】
大泉学園北口店� 5933-3101
成増駅南口店� 3975-3600
【リサイクル】
きっずえんじぇる上板橋店
� 　6904-0885
　子ども服・子ども用品リサイクル
RIYUCO� 050-7129-0083
　制服・学校用品のリユース

ごみ・リサイクル

ヤマト運輸� 0120-01-9625
佐川急便� 0120-333-603
ゆうパック� 0800-0800-111

宅配便集荷

練馬区シルバー人材センター
� 3993-7168
板橋区シルバー人材センター
� 3964-0871
J：COMカスタマーセンター
� 0120-999-000

日常生活サポート
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JAFロードサービス救援コール
� 0570-00-8139
日弁連交通事故相談センター
� 0570-078325

自動車事故・故障

一般・小児・矯正・口腔外科	
夜8時半まで受付（水曜・土曜除く平日）

光が丘デンタルクリニック船坂
練馬区高松５-13-１（P有り）
☎5393 - 0711

歯科治療について
不安・疑問・お悩みなど
ございましたらご相談ください

練・豊玉北5-19 -11☎3948 -6766
http://nerima-kanazawashika.com/

コンビニ

金沢歯科医院
月・火・水・金 
� 10：00〜 13：30
� 15：00〜 19：30
木曜日 10：00〜 13：30
土曜日 10：00〜 13：30
� 15：00〜 18：00
休診日／日曜日・祝日

〈
診
療
時
間
〉

一般歯科・小児歯科 練馬駅徒歩２分

山岸歯科医院

練・田柄3-30 -13（Pあり）

☎3825-8241
URL バーに「山岸歯科. jp」と入力

秋の陽
小学校

秋の陽公園

当院

Ｙ

P

ご予約は、お電話にて
受け付けております。

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
  9 時〜12 時 ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○
16時〜20時 ○ ○ ○ ／ ○ ／ ／

【休診日】祝日・木曜日

http://www.m-r-o.net

◎完全予約制
休診日／
日曜・祝日・月末日

受付時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

��9：00〜 11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○� —
15：00〜 20：00 ○ ○ ○ ○ ○ — —

巻き爪矯正院 みのわ整骨院 巻き爪の治療や矯正は
 当院にお任せください！

0120-830-925予約専用ダイヤル 練馬区高野台5-7 -3

目白通り

富士
街道

当院

石神井公園

笹
目
通
り

練馬高野台駅→

●けん

長命寺●

巻き爪といっても、爪の巻き方や厚みなどは人それぞれ違います。それら全て
を確認して、その人に合った器具を使ってケアをしていきます。価格もなるべ
く抑えられるよう、しっかりと相談をしながら進めていきます。

練・北町1-24 -13�

【受付時間】���※初診の際はご予約ください
�9 :00〜12 :00　14 :30〜19 :30
�土曜�8 :30〜15 :00　休診／日・祝

☎5398-6988（予約優先）
hikari-sk.jp

 痛み・しびれ・不調
産前産後の体調回復
★お子様連れでも大丈夫！
　（キッズスペースあり）

院長�阿部健一
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【葬祭】
東本願寺真宗会館�5393-0810
えにし� 　0120-76-0982
マキノ祭典� 0120-41-7062
【区民葬儀】
練馬区地域振興課事業推進係�
� 5984-1523
板橋区福祉部管理課庶務係
� 3579-2352

葬祭

魚伊三� 3920-1260

料理・仕出し

【警視庁】
警視庁総合相談センター
� 3501-0110
【女性】

練馬区男女共同参画センターえーる
� 3996-9050
板橋区男女平等推進センター
� 3579-2188
【心・家庭・教育】
東京いのちの電話（24時間）�
� 3264-4343
夜間こころの電話相談
� 5155-5028
東京都精神保健福祉センター
　薬物、アルコールなど精神的健
康全般の相談
　練馬区担当� 3302-7711
　板橋区担当� 3834-4102

【法律】
法テラス� 0570-078374
国が設立した法的トラブル解決
のための総合案内所

【高齢者】
高齢者相談センター
　練馬� 5984-2774
　石神井� 5393-2814
　大泉� 5905-5271
　光が丘� 5997-7716
板橋区おとしより保健福祉センター
高齢者相談係�
　板橋� 3579-2464
　赤塚� 3979-0514
　志村� 3969-2980
【消費生活】
練馬区消費生活センター
� 5910-4860
板橋区消費者センター
� 3962-3511

相　談 相　談

便利ダイヤル 便利ダイヤル

【仕事】
ハローワーク池袋サンシャイン庁舎
� 5911-8609
東京都ろうどう110番
　パワハラ、セクハラ、労働条件
や労使関係など労働全般の相談
� 0570-00-6110
OLC総合法律事務所
　労働問題� 5998-5503
【動物】
板橋区ワンニャンバンク
　子犬・子猫をやむなく飼えなくなっ
た人と飼育を希望する人との橋渡し
� 3579-2332

株式会社えにし

事前見積
最速10分

追加費用￥0 の葬儀社 家族葬 事前相談 事前見積

年間500件以上の実績 H28年度
当社実績

万が一の時は各拠点から30分〜1時間でお迎え！
自宅安置出来ない場合 提携霊安室完備“ご安心ください”

〒 175 -0083  東京都板橋区徳丸1- 20 -18（東京本社）    info@enisi.co.jp
http://www.enisi.co.jp 葬儀のえにし 検 索

一都三県
対応

0120-76-0982

電話がつながりにくい災害時に、被災した人の電話番号を元に
安否などの情報を音声で登録・確認できるNTTのサービス。
携帯からのアクセスも可能

体験利用／�毎月１日・15日、正月三が日、
� 防災週間（８月30日〜９月５日）、
� 防災とボランティア週間（１月15日〜 21日）

※各携帯電話会社の「災害伝言板」もあるので使い方を
　�確認しておこう！

【区民相談】
　区内在住者対象・事前予約制
練馬区区民事務所�5984-4523
石神井庁舎区民相談室�
� 3995-1100
男女共同参画センター相談室
� 3996-9050
板橋区区民相談室
区内在住在勤在学者対象・事前�
予約制� 3579-2288
交通事故相談� 3579-2286
【地域活動】
練馬区区民協働交流センター�
� 6757-2025

【練馬区相談情報ひろば】
　ちょっとした相談や情報収集のた
めに誰でも気軽に立ち寄れる場所
まちの駅大泉学園� 3978-0207
おちゃ福� 6904-6654
ほのぼの館・関� 5903-8381
ちょっと・ホッと� 5910-7080
ウェルカム石神井公園
� 3995-8789
食遊� 090-3081-8283
ハッピーひろば� 6796-8080
きっさえん� 3978-0801
ハーモニー北町� 3934-2878
光が丘きずなサロン
� 090-4828-3910
らくぜん� 6915-6300
ふろしき・ねこの手� 5999-1030

災害用伝言ダイヤル

「171」
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板・成増3-1-13�ヴェルデューラ201��

☎03-5998-5503 �10時〜20時（土日祝も相談可）

労働問題が専門です。
どんなことでもご相談ください

解雇・雇い止め パワハラ・セクハラ

就業規則作成
（事業主向け）

未払い残業代
大平  雄介
おおひら� ゆうすけ

弁護士

※Kacceくらぶ�P.34もご参照ください。

http://www.olc-law.com	

www.uoisa.com/recruit/

■	調理（8：30 〜 17：30）
副料理長� 月給 38万円〜
経 験 者� 月給 30万円〜
未経験者� 月給 27万円〜

■	配送（10：00 〜 19：00）
� 月給 28万円〜

賞与年２回、昇給年１回、社保完備、
交通費支給（規定内）、
夏期・特別�各種休暇あり　昼食170円

パート・アルバイトも
募集中！

正社員募集中 ! 仕出し一筋、創業77年の実績

☎ 03-3920-5100
西武新宿線�武蔵関駅�南口�徒歩３分
練馬区関町東１-28-５

お気軽にお電話ください※諸手当込みの金額です

【練馬区】
子ども家庭支援センター
　子どもと子育て家庭の総合相談
　練馬� 3993-8155
　練馬駅北分室� 6758-0141
　光が丘� 5997-7759
　関� 5927-5911
　貫井� 3577-9820
　大泉� 3925-6713
　児童虐待通告専用
� 0120-248-551
ファミリーサポートセンター
　子育ての手助けができる援助会
員が有償で利用会員の子どもを
預かる（生後 58 日〜小 6対象）
� 3993-4100
子育てのひろば「ぴよぴよ」
　練馬� 3993-8200
　光が丘� 3979-8101
　関� 5991-4711
　貫井� 3577-9823
　大泉� 3925-6716
　西大泉� 3978-8881
　北大泉児童館� 3921-4856
　光が丘児童館� 3975-7137
　立野地区区民館� 3928-6217
　田柄地区区民館�3926-4934
　春日町南地区区民館� 3926-4974
保育課入園相談係
　保育園・保育ママ・小規模保育
事業申込� 5984-5848

子育て支援

学校教育支援センター
　教育相談・心理相談
　教育相談室（光が丘）�5998-0091
　練馬� 3991-3666
　関� 3928-7200
　大泉� 6385-4681
病児・病後児保育（登録制）
　区内在住か区内保育所などに通う
6か月〜 10才未満の子ども対象
ナーサリールームベリーベアー練馬
� 5946-6714

　こどもデイケアプリムラ
� 3928-5032
　順天堂大学練馬病院みつばちねりま
� 080-2674-4636
　ぱるむ光が丘� 3977-9400
　ぱるむ大泉� 5947-5233
　ソラスト中村橋�5241-5110
　　（病後児のみ）
アイル平和台病児保育室
� 　5848-2916
保育サービスぽてと� 5946-6746

助産所ねりじょはうす Luna
　地元助産師による産後ケア、母
乳育児相談など� 6904-4321

【板橋区】
子ども家庭支援センター
　子どもなんでも相談、親子ひろ
ば、ショートステイなど
� 3579-2656
　児童虐待相談専用�3579-2658
ファミリー・サポート・センター
　短時間の保育サービスを行う区民
の主体的な子育て援助活動�
� 3957-4801
保育サービス課
　病児・病後児保育（要登録）、保育マ
マ・ベビールーム（区内在住・産休
明け〜２才の子ども対象）�

� 3579-2452
教育支援センター�
　教育相談係� 3579-2197
　（心理・言語専門相談）
　成増教育相談室� 3975-9693

便利ダイヤル

■日本人の２人に１人がかかる病気?!
　ガーン！�そんなに多いなんてビックリです。
　「うちは、がん家系じゃないからという声をよく
耳にしますが、それは乳がんや大腸がんといった
遺伝性のがんに限った話で、多くは個人の生活
環境やストレスが原因です」と久保山さん。
　国立がん研究センターの調査によると、男女と
もに50代から罹患（りかん）率が大幅に増加する
という結果もあり、決して他人事ではありません。

■がん保険と、医療保険の違いとは？
　医療保険に入っているから安心、という方もい
ますが…？
　「医療保険と大きく違うのは、がんと診断され
た際にまとまった額の給付金が受け取れること。
病院によっては、入院時に保証金が必要なので、
お金の心配をせずに治療に専念できるのは一番
のメリットです」
　ある、がん経験者のリアルな言葉が胸に迫って
きました。『家族は精神的な支えになった。医師
は技術的に助けてくれた。でも一番助けられた
のは、がん保険だった』

リスクに備えて しっかり考えよう

　　   

アフラック成増駅前店のみなさん

■●

地下鉄成増
 4番出口

東武東上線

●銀行銀行●
川越街道

川越 池袋

南口
成増駅

デニーズ （デニーズ横）

保険の見直し
　　ご相談は…

板・成増1-14 -15-1F

東武東上線�成増駅南口�徒歩２分／東京メトロ�地下鉄成増駅４番出口�徒歩０分

ご予約優先
まずはお電話を!!0120-368-110

アフラックサービスショップ	

成増駅前店

 　

10時〜18時（日曜定休）

創業 39年、地域のみなさんの
安心をサポートいたします

■がんの治療は、お金がかかる！
　アフラックの調査によれば、がんの治療費
は「 100万〜200万円程度」が約半数。その
一方で「300万円以上」という回答も。
　がんは“一番お金がかかる病気”とも言わ
れ、一般的には〈放射線治療〉〈抗がん剤〉〈手
術〉の３大治療法を、病状や進行の度合いに
合わせて選択します。治療は一種類だけでな
く、中には「放射線が合わなかったから、抗が
ん剤で」と、複数を組み合わせる場合も。例え
ば主婦が入院した場合、家族の食事や子ども
の託児など、治療費以外の“見えないお金”も
かかることは意外に知られていません。

■気軽に相談できるかがポイント
　「がん保険は各社で出していますが、保障内
容にさほど大きな違いはないんですよ」
　では、何を基準に選ぶか？�身近な場所に
窓口がある、いざという時にも相談ができる
など、自分にとっての安心感を基準にするのが
おすすめとのこと。
　なかにはご夫婦が同時期にがんになるなど、
多くの事例に立ち会ってきた久保山さん。だか
らこそ「小さい保障でもいいから、自分が生き
るために入ってほしい」と、がん保険の重要性に
ついて話してくれました。

久保山さんに
お聞きしました

 がん保険
他人ごとじゃ

ないぞ！


