
スポーツを楽しもう！

夢を持つことの大切さ・・・

スポーツを好きになろう！

【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

　東京都では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、「ボランティアマインド」「障害
者理解」「スポーツ志向」「日本人としての自覚と誇り」「豊かな国際感覚」の育成を目的として、オリン
ピック・パラリンピック教育に取り組んでいます。
　練馬区の各校でも様々な活動を行っており、今回は平成29年１月に豊溪小学校で行われた特別授業
の様子を紹介します。

オリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいます！

　元フットサルドイツ代表のベンジャミ
ン先生を招き、フットサルを体験！　手
を繋ぎ、一人がボールを連続して触らな
いようにコースを一周するゲームなどを

やりました。コンビ
ネーションが重要と
なり、スポーツの難
しさと楽しさを体感
できました。

　高校生の時の事故で足が動かなくなり、自分が嫌
いになりそうだった花岡先生。しかし、夢を持つこ
とで克服した話を聴き、子供たちも真剣に将来のこ
とを考えていました。

　「スポーツを通してなら外国の人とも繋がれ
る」ヨーコ先生の幼少の体験からオリンピック
出場までの話を聴いた後、みんなでバレーボー
ルをしました。最後には銅メダルに触れさせて
もらい、子供たちは興味津々な様子でした。

むずかしいけど、
おもしろい！

わたしの夢は・・・
これが

オリンピックの
メダル・・・

元フットサルドイツ代表
ベンジャミン・サヘル先生

アテネ、ロンドンパラリンピック
車椅子陸上競技日本代表 花岡 伸和先生

バルセロナ五輪銅メダリスト
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教育 だより 平成29年４月25日第179号

　平成29年度の区当初予算は、「みどりの風吹くまちビジョン」に基づくアクションプランおよび区政改革計画の取組を推進す
ることを最優先としました。
　平成29年度の教育関係予算は、896億78万円で、区予算全体の約35.6％を占めています。夢や目標を持ち困難を乗り越える
力を備える子どもたちを育成するとともに、安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが健やかに成長できる環境を整備します。

平成29年度の教育関係予算の概要をお知らせします

　教育委員会は、今後30年間の学校施設の管理に関する方針を定めた「練馬区学校施設管理基本計画」を平成29年３月に策定し
ました。
　この計画では、教育環境の充実を図るため、適正配置、改築・改修、複合化の３つの項目を総合的に検討することとしています。
　区立の小中学校99校のうち、約４割の学校が築50年以上経過しており、今後改築・改修が集中します。改築に至るまで、安心・安
全に使用できるよう適宜必要な改修を行います。改築にあたっては、過小規模校を中心に適正配置を検討した上で、概ね年間２校
ずつ計画的に進めていきます。
　また、新たな教育需要への対応とともに、学校施設の標準化を行い、シンプルかつコンパクトな学校施設を目指します。あわせて、
バリアフリー化やＩＣＴ化、児童の放課後の居場所の確保など、今後の学校施設に必要な機能を確保していきます。　
　この計画に対する区民の皆さまからのご意見および教育委員会の考え方は、区ホームページに記載するとともに、教育施策課
（区役所本庁舎11階）で配布しております。
　教育委員会では、今後も児童・生徒の良好な教育環境を確保するため、学校施設の適切な管理に取り組んでまいります。

平成29年度の主な事業平成29年度の主な事業

「練馬区学校施設管理基本計画」を策定しました「練馬区学校施設管理基本計画」を策定しました「練馬区学校施設管理基本計画」を策定しました「練馬区学校施設管理基本計画」を策定しました

【問合せ】教育施策課 教育施策担当係〔電話 5984－1034〕

【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

★教育関連予算（297億1,909万円）★教育関連予算（297億1,909万円）

◆小中学校モデル校に電子黒板等ＩＣＴ機器を配備
（2,862万円）

　小中学校モデル校（６校）の全普通教室に電子黒板、タ
ブレット型パソコン、実物投影機等のＩＣＴ機器を配備し、
児童・生徒の教育環境の向上を図ります。

◆要保護家庭見守り訪問支援
　事業の実施

（2,644万円）
　地域の子ども家庭支援センター５
か所に相談員を配置し、要保護家庭
への見守り訪問支援事業を実施しま
す。

◆認可保育所等の定員拡大
（4億5,078万円）

　私立認可保育所１か所および地
域型保育事業（小規模保育事業）３
か所の新規整備ならびに豊玉保育
園の改築を行い、140人の定員を拡
大します。

◆練馬こども園の拡大
（1億9,298万円）

　３歳児以降の保育の受け皿であ
る区独自の幼保一元化施設「練馬
こども園」への補助を充実し、認定
園をさらに拡大します。

◆認可保育所・区立幼稚園の保育料改定
（歳入増　3億1,887万円）

　保護者の所得状況に配慮しながら認可保育所および
区立幼稚園の保育料を改定し、教育・保育サービスの経
済的負担の均衡を図ります。

◆認証保育所の保育料補助の充実
（1億9,833万円）

　認証保育所保育料の補助額を月額５千円増額し、保育
サービスを選択しやすい環境を整備します。さらに、ひと
り親家庭に対し月額１万円を上乗せし、経済的負担の軽
減を図ります。

◆私立幼稚園の入園料補助の充実
（1億8,971万円）

　私立幼稚園の入園料に対する補助額を増額し、保護者
の経済的負担の軽減および区立幼稚園入園児の保護者
との経済的負担の均衡を図ります。
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★子育て関連予算（598億8,169万円）★子育て関連予算（598億8,169万円）

◆不登校対策会議の開催　　　　　  （60万円）
　不登校児童・生徒の減少に向けた具体的対策を検討
するため、学識経験者や小中学校の校長、ＮＰＯ法人等を
委員とする会議を開催します。

◆医療的ケアが必要な子供たちへの支援の充実
（1,032万円）

　日常的にたんの吸引などの医療的ケアが必要な子供
たちが、安心して小学校や学童クラブで過ごせるよう、看
護師の資格を有する非常勤の生活支援員（医療）を配置
します。
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【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984－5759〕

　「いじめ等対応支援チーム」とは、いじめをはじめとした学校問題の未然防止と早期解決に向けた実効性のあ

る取組の充実を図るために、校(園)長、教員、ＰＴＡの代表者、心理士等および教育委員会で構成する会議体です。

　今年度は、「保護者・地域と連携したいじめ防止の取組の推進に向けて」をテーマに協議を行い、「いじめ等対応

支援チームからの提言」にまとめました。提言の柱は「校外におけるいじめ認知の促進」と「児童生徒の健全育成

の充実」です。今後は、本提言に基づき、地域の実態に照らした取組が充実するよう働きかけてまいります。

１　教職員による学区域パトロール等の機会をとおして、地域住民や地域の商店等とのコミュニ

ケーションを深め、子供たちの校外生活についての情報共有が活発に行われるようにする。

２　地域の公園、商店等子供が立ち寄ったり集まったりする場所について学校と地域で共通認識を

深め、いじめ等問題行動防止のための見守りを強化する。

３　校外におけるいじめの情報が、積極的かつ円滑に学校に伝達されるための仕組みを整備し、地

域と学校が一体となっていじめ防止に取り組む意識を醸成する。

【ね  ら  い】　子供たちや大人がいじめについて考え、いじめを防止する気持ちをはぐくむ
【日時・場所】　平成29年１月30日（月）16時から　　区民・産業プラザ　ココネリホール
【内容】　
①「練馬区いじめ撲滅宣言」入賞者の表彰

②いじめ防止の取組の「学校（園）奨励賞」の表彰および実践事例発表
　〔光が丘さくら幼稚園・練馬小学校・大泉第三小学校・石神井東中学校・大泉西中学校〕
　練馬区教育委員会では、今後も全ての子供が楽しく安全に学べる学校づくりを進めていきます。

校外におけるいじめ認知促進に向けて

４　土曜授業日を活用したＰＴＡによるあいさつ運動等をとおして、「大人が子供を見守る」姿勢

をアピールする。

５　いじめ一掃プロジェクトについて共通理解し、地域の特性を生かしながら学校、保護者、地域

が一体となって行ういじめ防止の取組を工夫する。

６　地域行事等への児童生徒の積極的な参加を促し、地域社会における体験的な学びの充実に努める。

児童生徒の健全育成の充実に向けて

いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言

いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言

「練馬区いじめ防止実践事例発表会」を開催「練馬区いじめ防止実践事例発表会」を開催

～　表　彰　作　品　（最　優　秀）～　

小学校1･2･3
年生の部

石神井東小学校
･２年生の作品

自分がされていやなことはしません！
言いません！

小学校4･5･6
年生の部

北町西小学校
･４年１組の作品

ぼくがいじめを止めるんだ！
こわいけど勇気の一歩ふみ出すぞ！

中学校の部 石神井南中学校
･学校の作品　　

「私が変える～ＹＥＳ！笑顔　ＮＯ！涙～」
私たちは「自分は関係ない」という思いを捨て、いじめに立ち向かっていきます。
また、思いやりの心と視野を広げ誰かを助けようと手を差し伸べます。最後に
自ら「いじめ」を撲滅することを宣言します。

【最優秀作品を参加者全員で復唱】
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【日時・場所】　平成29年１月30日（月）16時から　　区民・産業プラザ　ココネリホール
【内容】　
①「練馬区いじめ撲滅宣言」入賞者の表彰

②いじめ防止の取組の「学校（園）奨励賞」の表彰および実践事例発表
　〔光が丘さくら幼稚園・練馬小学校・大泉第三小学校・石神井東中学校・大泉西中学校〕
　練馬区教育委員会では、今後も全ての子供が楽しく安全に学べる学校づくりを進めていきます。

校外におけるいじめ認知促進に向けて

４　土曜授業日を活用したＰＴＡによるあいさつ運動等をとおして、「大人が子供を見守る」姿勢

をアピールする。

５　いじめ一掃プロジェクトについて共通理解し、地域の特性を生かしながら学校、保護者、地域

が一体となって行ういじめ防止の取組を工夫する。

６　地域行事等への児童生徒の積極的な参加を促し、地域社会における体験的な学びの充実に努める。

児童生徒の健全育成の充実に向けて

いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言

いじめ等対応支援チームからの提言いじめ等対応支援チームからの提言

「練馬区いじめ防止実践事例発表会」を開催「練馬区いじめ防止実践事例発表会」を開催

～　表　彰　作　品　（最　優　秀）～　

小学校1･2･3
年生の部

石神井東小学校
･２年生の作品

自分がされていやなことはしません！
言いません！

小学校4･5･6
年生の部

北町西小学校
･４年１組の作品

ぼくがいじめを止めるんだ！
こわいけど勇気の一歩ふみ出すぞ！

中学校の部 石神井南中学校
･学校の作品　　

「私が変える～ＹＥＳ！笑顔　ＮＯ！涙～」
私たちは「自分は関係ない」という思いを捨て、いじめに立ち向かっていきます。
また、思いやりの心と視野を広げ誰かを助けようと手を差し伸べます。最後に
自ら「いじめ」を撲滅することを宣言します。

【最優秀作品を参加者全員で復唱】
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【問合せ】
★練馬区立学童クラブに関すること  
　子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕
★練馬区立委託学童クラブに関すること　
　子育て支援課 運営支援係〔電話 5984－1078〕

★費　用：月額　5,500円
★対　象：就労世帯等の小学生　定員・入会審査あり
★開館日：月曜日～土曜日（祝祭日は休室）
★時　間：月曜日～金曜日　放課後～午後６時　　　　
　　　　　土曜日　　　　　放課後～午後５時
○長期学校休業日は午前９時からの開室となります。
○区立委託学童クラブおよびねりっこ学童クラブでは、
朝（午前８時から）と夕方（午後７時まで）の延長保育
を実施しています（有料）。

◆就労の場合の申請要件は
・４週で16日以上の就労（日曜日除く）
・就労の時間帯が午後４時～午後６時のいずれかの時間帯
にかかっていること（１年生は午後３時～午後６時）
以上の２つの要件を両方とも満たしていることが必要です。

　保護者の就労等により、保育が必要な児
童のための施設です。区内83か所で運営し
ています。入会にあたっては、一定の要件
を満たすことが必要です。

放課後の生活の場！

学 童 ク ラ ブ

ご家庭に合わせた放課後の過ごし方をお選びください

【問合せ】こども施策企画課 放課後児童対策担当係〔電話 5984－1519〕

※ 各事業について、詳しくは区ホームページ「暮らしのガイド」にある「出産・子ども」および、「学ぶ・楽しむ」にある「ねりま
の生涯学習」「ねりまのじどうかん（練馬区立児童館）」をご覧ください。なお、今号は「学校応援団の紹介」が休載となります。

　異学年児の交流や遊び場の
確保、読書の推進を目的とし
て、放課後帰宅せずに参加で
きる「安全・安心な居場所」
を学校施設内に設置していま
す。
（見守りスタッフはおります
が、お子さんをお預かりする場ではありません）
★費　用：保険料　500円（年度）
★対　象：小学生（要事前登録）
★実施日：給食のある月曜日～金曜日
★時　間：放課後～午後５時（冬季は午後４時30分まで）
※学校により実施日時が異なる場合があります。

放課後も学校で過ごそう！

【問合せ】子育て支援課 学校応援団・開放係
〔電話 5984－1057〕

昼  食  場  所  の  提  供（  児  童  館  ）

　土曜日・長期学校休業日にお弁当を持参すると、児童館
で食べることができます。
※地区区民館では実施しておりません。

【問合せ】各児童館または子育て支援課 子ども育成係
〔電話 5984－5827〕

　ねりっこクラブは、小学校の施設を活用して、「学童クラブ」
と「児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業」の運営を一体
的に行っています。
　平成29年度は、豊玉小・中村西小・北町西小・田柄第二小・
向山小・高松小・関町小・大泉学園小の８校で実施しています。
平成31年度までに20校、将来的には全小学校で実施します。

児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業

　小学校の図書館・校庭を、地域の子供の健全な居場所と
して活用する事業です。

★費　用：無料
★対　象：図書館（42校）　子供を主とした地域の方
　　　　　校庭　 地域の小学生および保護者同伴の幼児
★実施日：月曜日～日曜日
★時　間：月曜日～金曜日　　　  放課後～午後５時
　　　　　土日祝日・夏休み等　  午前９時～午後５時
※学校により実施日時が異なる場合があります。また、冬
季の終了時間は午後４時30分となります。

学校開放（図書館・校庭）

　児童館は、図書室、工作室、遊戯室などがあり、子供た
ちが自由に来館して、職員の見守りのもとで遊んだり、様々
な行事に参加できる施設です。区内には17か所あります。
厚生文化会館（１か所）　地区区民館（22か所）も、児童
館機能が含まれる施設です。

★費　用：無料（登録が必要です）
★対　象：０歳～18歳（乳幼児は保護者同伴）
★開館日：月曜日～土曜日（祝祭日は休館）
★時　間：月曜日～金曜日　　　　　午前10時～午後６時
　　　　　土曜日・長期学校休業日　午前９時～午後６時
※地区区民館の開館日・時間は各館へお問い合わせください。

◆平和台、東大泉、光が丘、光が丘なかよし、上石神井児童館◆
★時　間：
　月曜日～土曜日・長期学校休業日　午前９時～午後６時
　日曜日　　　　　　　　　　　　　午前９時～午後５時

◆児童館行事について◆
児童館では、各季節ごとにドッジボール大会や縁日、ウィ
ンターフェスティバルなど、楽しい行事が数多く行われ
ています。事前に申し込みが必要な行事もありますので、
詳しくは各児童館までお問い合わせください。

地域の子供の遊びや生活の場！

児童館・厚生文化会館・地区区民館

学童クラブとひろばの機能・特色を
そのままに一体的に運営！

ね り っ こ ク ラ ブ
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練馬区の児童館は、中学生 高校生にとっても「居場所」であり、「やりたいことにチャレンジできる場」です♪

「中高生居場所づくり事業」を実施している曜日は、中高生だけが 時まで児童館で過ごせます！

「バスケット」や「ダンス」などができる練馬区の児童館を紹介します。

「施設名」 「電話番号」
★平和台児童館 ☎ 月～土

★栄町 児童館 ☎ 水・土

★石神井児童館 ☎ 水・金

★北大泉児童館 ☎ 水・木

★光が丘児童館 ☎ 月～土

★上石神井児童館 ☎ 月～土

★土支田児童館 ☎ 水・金

★春日町児童館 ☎ 水・土

★中村 児童館 ☎ 水・土

★南田中児童館 ☎ 水・土

★北町 児童館 ☎ 火・金

★関町 児童館 ☎ 水・木

★東大泉児童館 ☎ 月～土

★石神井台児童館 ☎ 水・土

★西大泉児童館 ☎ 火・土

★三原台児童館 ☎ 水・金

★光が丘なかよし児童館

☎ 月～土

バンド練習や楽器の個人練習ができる練馬区の児童館を紹介します。

 卓球は全館でできます！

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

 

ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾀﾞﾝｽ

アニメ系雑誌

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ

黒板 ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

調理器具

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾐﾆｻｯｶｰ

ﾊﾞｽｹ

調理器具

ｽﾗｯｸﾗｲﾝ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ

ｽﾃｨｯｸﾄﾞﾗﾑ

ﾊﾞｽｹ

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

大型ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 調理器具

簡易ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

ﾊﾞｽｹ

ﾀﾞﾝｽ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

ﾊﾞﾝﾊﾟｰ

ﾊﾞｽｹ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

※卓球に力を入れてます♪

★ ：個人での楽器練習ＯＫ ★＆児童館名 ：バンド練習ＯＫ

登録制 個人練習もバンド室を専有利用！

※ドラム・マイク以外は、自分の楽器を

持ち込んでください。

※利用は 時まで

バンド練習は

登録制

 

 生ドラム有り

 生ドラム有り

 生ドラム有り

※バンドに関する練習は、

基本中高生タイム時のみ

 

バンド練習は

登録制
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「バスケット」や「ダンス」などができる練馬区の児童館を紹介します。

「施設名」 「電話番号」
★平和台児童館 ☎ 月～土

★栄町 児童館 ☎ 水・土

★石神井児童館 ☎ 水・金

★北大泉児童館 ☎ 水・木

★光が丘児童館 ☎ 月～土

★上石神井児童館 ☎ 月～土

★土支田児童館 ☎ 水・金
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★東大泉児童館 ☎ 月～土

★石神井台児童館 ☎ 水・土

★西大泉児童館 ☎ 火・土

★三原台児童館 ☎ 水・金

★光が丘なかよし児童館

☎ 月～土

バンド練習や楽器の個人練習ができる練馬区の児童館を紹介します。
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ﾊﾞｽｹ

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

大型ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 調理器具

簡易ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ
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ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ
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※卓球に力を入れてます♪

★ ：個人での楽器練習ＯＫ ★＆児童館名 ：バンド練習ＯＫ

登録制 個人練習もバンド室を専有利用！

※ドラム・マイク以外は、自分の楽器を

持ち込んでください。

※利用は 時まで

バンド練習は

登録制

 

 生ドラム有り

 生ドラム有り

 生ドラム有り

※バンドに関する練習は、

基本中高生タイム時のみ

 

バンド練習は

登録制

 

中高生用　練馬区児童館マップ

※利用の方法や時間帯などは、各児童館

ごとに異なります。詳しくは、各館の

ホームページをご覧ください。

お電話や来館時のお問い合わせも

大歓迎です♪

【問合せ】各児童館・子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕

無料で

利用できます
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【問合せ】各児童館または子育て支援課 子ども育成係
〔電話 5984－5827〕

　ねりっこクラブは、小学校の施設を活用して、「学童クラブ」
と「児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業」の運営を一体
的に行っています。
　平成29年度は、豊玉小・中村西小・北町西小・田柄第二小・
向山小・高松小・関町小・大泉学園小の８校で実施しています。
平成31年度までに20校、将来的には全小学校で実施します。

児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業

　小学校の図書館・校庭を、地域の子供の健全な居場所と
して活用する事業です。

★費　用：無料
★対　象：図書館（42校）　子供を主とした地域の方
　　　　　校庭　 地域の小学生および保護者同伴の幼児
★実施日：月曜日～日曜日
★時　間：月曜日～金曜日　　　  放課後～午後５時
　　　　　土日祝日・夏休み等　  午前９時～午後５時
※学校により実施日時が異なる場合があります。また、冬
季の終了時間は午後４時30分となります。

学校開放（図書館・校庭）

　児童館は、図書室、工作室、遊戯室などがあり、子供た
ちが自由に来館して、職員の見守りのもとで遊んだり、様々
な行事に参加できる施設です。区内には17か所あります。
厚生文化会館（１か所）　地区区民館（22か所）も、児童
館機能が含まれる施設です。

★費　用：無料（登録が必要です）
★対　象：０歳～18歳（乳幼児は保護者同伴）
★開館日：月曜日～土曜日（祝祭日は休館）
★時　間：月曜日～金曜日　　　　　午前10時～午後６時
　　　　　土曜日・長期学校休業日　午前９時～午後６時
※地区区民館の開館日・時間は各館へお問い合わせください。

◆平和台、東大泉、光が丘、光が丘なかよし、上石神井児童館◆
★時　間：
　月曜日～土曜日・長期学校休業日　午前９時～午後６時
　日曜日　　　　　　　　　　　　　午前９時～午後５時

◆児童館行事について◆
児童館では、各季節ごとにドッジボール大会や縁日、ウィ
ンターフェスティバルなど、楽しい行事が数多く行われ
ています。事前に申し込みが必要な行事もありますので、
詳しくは各児童館までお問い合わせください。

地域の子供の遊びや生活の場！

児童館・厚生文化会館・地区区民館

学童クラブとひろばの機能・特色を
そのままに一体的に運営！

ね り っ こ ク ラ ブ
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練馬区の児童館は、中学生 高校生にとっても「居場所」であり、「やりたいことにチャレンジできる場」です♪

「中高生居場所づくり事業」を実施している曜日は、中高生だけが 時まで児童館で過ごせます！

「バスケット」や「ダンス」などができる練馬区の児童館を紹介します。

「施設名」 「電話番号」
★平和台児童館 ☎ 月～土

★栄町 児童館 ☎ 水・土

★石神井児童館 ☎ 水・金

★北大泉児童館 ☎ 水・木

★光が丘児童館 ☎ 月～土

★上石神井児童館 ☎ 月～土

★土支田児童館 ☎ 水・金

★春日町児童館 ☎ 水・土

★中村 児童館 ☎ 水・土

★南田中児童館 ☎ 水・土

★北町 児童館 ☎ 火・金

★関町 児童館 ☎ 水・木

★東大泉児童館 ☎ 月～土

★石神井台児童館 ☎ 水・土

★西大泉児童館 ☎ 火・土

★三原台児童館 ☎ 水・金

★光が丘なかよし児童館

☎ 月～土

バンド練習や楽器の個人練習ができる練馬区の児童館を紹介します。

 卓球は全館でできます！

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

 

ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾀﾞﾝｽ

アニメ系雑誌

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ

黒板 ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

調理器具

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾐﾆｻｯｶｰ

ﾊﾞｽｹ

調理器具

ｽﾗｯｸﾗｲﾝ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ

ｽﾃｨｯｸﾄﾞﾗﾑ

ﾊﾞｽｹ

ﾊﾞｽｹ、ﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

大型ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 調理器具

簡易ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

ﾊﾞｽｹ

ﾀﾞﾝｽ

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ

ﾊﾞﾝﾊﾟｰ

ﾊﾞｽｹ

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ

※卓球に力を入れてます♪

★ ：個人での楽器練習ＯＫ ★＆児童館名 ：バンド練習ＯＫ

登録制 個人練習もバンド室を専有利用！

※ドラム・マイク以外は、自分の楽器を

持ち込んでください。

※利用は 時まで

バンド練習は

登録制

 

 生ドラム有り

 生ドラム有り

 生ドラム有り

※バンドに関する練習は、

基本中高生タイム時のみ

 

バンド練習は

登録制
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登録制 個人練習もバンド室を専有利用！
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中高生用　練馬区児童館マップ

※利用の方法や時間帯などは、各児童館

ごとに異なります。詳しくは、各館の

ホームページをご覧ください。

お電話や来館時のお問い合わせも

大歓迎です♪

【問合せ】各児童館・子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕

無料で

利用できます
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南 町小学校１年生と交流しました
～ 学 校って楽し そう ～

すくすくアドバイザー配置一覧

参加者

募集
全10日間

【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話 5984－1292〕

【問合せ】練馬子ども家庭支援センター〔電話 3993－8155〕

【問合せ】保育課 管理係〔電話 5984－5839〕

　今年の２月、練馬保育園の年長児は南町小学校１年生
との交流会に参加しました。
　司会進行を南町小学校１年生の代表児童が行い、歓迎
のあいさつをいただきました。体育館で一緒に歌を歌っ
た後は、３グループに分かれて「だるまさんが転んだ」
をしたり、全員で「ジャンケン列車」を楽しみます。最
初は緊張していた子供たちでしたが、途中から１年生の
上手なリードでリラックスしたのか、笑顔が多く見られ
るようになりました。交流の後には、副校長先生のご案
内で学校見学に参加しました。25ｍプール・図書館・
トイレに加え、授業（英語を含む）見学も行いました。
子供たちは見学・体験を通し「学校は楽しそうだね」「ド
キドキした」など小学校への期待が膨らみ、４月入学が
楽しみになる良い経験となったようです。

中学生のための情報番組制作
ワークショップ

　「すくすくアドバイザー」は子育てに関する何でも相談に応じ、必要に応じて関係機関へ橋渡しを行います。
４月から光が丘・関子ども家庭支援センターに配置し、計５か所で対応しています。
【受付日時】　月～土曜日（区役所は土曜日を除く。祝日、年末年始を除く）　９：00～ 17：00

☆詳しくは、６月１日号区報および区ホームページなどでご案内します！
番組収録

スタジオ収録カメラリハーサル

　最新の施設・設備を使って、自分たちの力で、企画から取材・編集・スタジオ収録を行い、
テレビ情報番組を制作します。国内で唯一のワークショップをあなたも体験してみませんか？

日　時：６月、７月の土曜日と夏休みの午後を予定しています。
場　所：日本大学藝術学部江古田校舎
講　師：日本大学藝術学部放送学科主任教授　鈴木 康弘先生　
定　員：20名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：200円（保険料）　

すくすくアドバイザーを新たに２か所配置しました

練 馬 保 育 園
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施設名（所在地） 電話番号
区役所10階　子育て支援課（豊玉北６-12- １） 5984-1517

練馬子ども家庭支援センター練馬駅北分室（練馬１-17- １ココネリ４階） 3948-2312

大泉子ども家庭支援センター（東大泉５-35- １） 3925-6700

（新）光が丘子ども家庭支援センター（光が丘２-９- ６光が丘区民センター６階） 6385-4167

（新）関子ども家庭支援センター（関町北１-21-15） 6674-2082

教育 だより 平成29年４月25日第179号

青少年育成地区委員会の紹介

【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984－4691〕

　“日本の伝統を楽しむ”冬（１月）の恒例行事「カルタ取り会」では今年も
107名の小学１年生～６年生が集い楽しい１日を過ごしました。
　劇団プークの人形劇を観た後、いぬ棒カルタと百人一首に分かれてカルタ取
りを始めました。読み手の声に集中しカルタを探す真剣な顔やカルタが取れた
時の嬉しそうな顔が見られ、子供たちの「ハイ！」と言う元気な声が響きました。
　表彰式が終わると恒例のおしるこ会です。競技が終わりホッとひと息ついて、
地域の和菓子屋さんのご協力によるつきたてお餅のおしるこを美味しそうに食
べる笑顔いっぱいの子供たちに、見守る大人たちも思わず微笑みます。子供た
ちの世話係やお手伝いのPTAの方々、ボランティアの中学生たちもおしるこ
作りや配膳に大活躍でした。
　子供たちを見守る温かい心が集まって、今年も無事に「カルタ取り会」が終
わりました。

　区内には17の地区委員会があり、青少年育成地区委員が子供たちのために地
域の特色を生かした行事や良好な社会環境づくりを行っています。今回は、第
三地区委員会（向山・貫井・中村地域）の「カルタ取り会」について紹介します。

　区では青少年育成活動方針に基づいて、地域ぐるみで、青少年の健全な育成を図っています。
平成29年度の練馬区青少年育成活動方針では、以下の目標を示しています。

１　心のかよう明るい家庭づくりを進めよう
２　青少年の社会参加の機会を増やそう
３　健全で安全な社会環境づくりを進めよう
４　家庭・学校・地域・関係機関の連携を深めよう

目標

【問合せ】青少年課 青少年係
〔電話 5984－4691〕

平成29年度練馬区青少年育成活動方針を策定しました

　教育委員会では、教育行政全般について、審議・決定しています。開催日、議題およびこれまでに開催した会議
の内容については、教育委員会ホームページに掲載しています。会議はどなたでも傍聴できます。傍聴を希望する
方は、開催場所を確認の上、開催当日に手続をしてください。なお、傍聴の受付は会議開始時刻の30分前から始め、
傍聴者が18名に達した時点（原則として先着順）で締め切らせていただきます。

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html
【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

平成29年１月から３月までの教育委員会は、定例会６回を開催しました。
主な議案および協議は以下のとおりです。詳細については、教育委員会ホームページまたは【問合せ】にてご確認ください。

・平成29年度教育関係当初予算案について
・平成28年度教育関係予算案（補正第５号）について
・平成28年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価報告書について
・練馬区学校施設管理基本計画の策定について
・練馬区立光が丘第四中学校適正配置実施計画の策定について (他11件)

〔議　案〕

・平成28年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価について
・光が丘第四中学校の適正配置について
・平成28年度「お祝いの言葉」について
・練馬区学校施設管理基本計画について

〔協　議〕

～教育委員会は原則として月２回開催しています～

教育委員会の動き（平成29年１月～３月）

青少年育成地区委員会の紹介
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子供たちは見学・体験を通し「学校は楽しそうだね」「ド
キドキした」など小学校への期待が膨らみ、４月入学が
楽しみになる良い経験となったようです。

中学生のための情報番組制作
ワークショップ

　「すくすくアドバイザー」は子育てに関する何でも相談に応じ、必要に応じて関係機関へ橋渡しを行います。
４月から光が丘・関子ども家庭支援センターに配置し、計５か所で対応しています。
【受付日時】　月～土曜日（区役所は土曜日を除く。祝日、年末年始を除く）　９：00～ 17：00

☆詳しくは、６月１日号区報および区ホームページなどでご案内します！
番組収録

スタジオ収録カメラリハーサル

　最新の施設・設備を使って、自分たちの力で、企画から取材・編集・スタジオ収録を行い、
テレビ情報番組を制作します。国内で唯一のワークショップをあなたも体験してみませんか？

日　時：６月、７月の土曜日と夏休みの午後を予定しています。
場　所：日本大学藝術学部江古田校舎
講　師：日本大学藝術学部放送学科主任教授　鈴木 康弘先生　
定　員：20名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：200円（保険料）　

すくすくアドバイザーを新たに２か所配置しました

練 馬 保 育 園
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施設名（所在地） 電話番号
区役所10階　子育て支援課（豊玉北６-12- １） 5984-1517

練馬子ども家庭支援センター練馬駅北分室（練馬１-17- １ココネリ４階） 3948-2312

大泉子ども家庭支援センター（東大泉５-35- １） 3925-6700

（新）光が丘子ども家庭支援センター（光が丘２-９- ６光が丘区民センター６階） 6385-4167

（新）関子ども家庭支援センター（関町北１-21-15） 6674-2082

教育 だより 平成29年４月25日第179号

青少年育成地区委員会の紹介

【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984－4691〕

　“日本の伝統を楽しむ”冬（１月）の恒例行事「カルタ取り会」では今年も
107名の小学１年生～６年生が集い楽しい１日を過ごしました。
　劇団プークの人形劇を観た後、いぬ棒カルタと百人一首に分かれてカルタ取
りを始めました。読み手の声に集中しカルタを探す真剣な顔やカルタが取れた
時の嬉しそうな顔が見られ、子供たちの「ハイ！」と言う元気な声が響きました。
　表彰式が終わると恒例のおしるこ会です。競技が終わりホッとひと息ついて、
地域の和菓子屋さんのご協力によるつきたてお餅のおしるこを美味しそうに食
べる笑顔いっぱいの子供たちに、見守る大人たちも思わず微笑みます。子供た
ちの世話係やお手伝いのPTAの方々、ボランティアの中学生たちもおしるこ
作りや配膳に大活躍でした。
　子供たちを見守る温かい心が集まって、今年も無事に「カルタ取り会」が終
わりました。

　区内には17の地区委員会があり、青少年育成地区委員が子供たちのために地
域の特色を生かした行事や良好な社会環境づくりを行っています。今回は、第
三地区委員会（向山・貫井・中村地域）の「カルタ取り会」について紹介します。

　区では青少年育成活動方針に基づいて、地域ぐるみで、青少年の健全な育成を図っています。
平成29年度の練馬区青少年育成活動方針では、以下の目標を示しています。

１　心のかよう明るい家庭づくりを進めよう
２　青少年の社会参加の機会を増やそう
３　健全で安全な社会環境づくりを進めよう
４　家庭・学校・地域・関係機関の連携を深めよう

目標

【問合せ】青少年課 青少年係
〔電話 5984－4691〕

平成29年度練馬区青少年育成活動方針を策定しました

　教育委員会では、教育行政全般について、審議・決定しています。開催日、議題およびこれまでに開催した会議
の内容については、教育委員会ホームページに掲載しています。会議はどなたでも傍聴できます。傍聴を希望する
方は、開催場所を確認の上、開催当日に手続をしてください。なお、傍聴の受付は会議開始時刻の30分前から始め、
傍聴者が18名に達した時点（原則として先着順）で締め切らせていただきます。

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html
【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

平成29年１月から３月までの教育委員会は、定例会６回を開催しました。
主な議案および協議は以下のとおりです。詳細については、教育委員会ホームページまたは【問合せ】にてご確認ください。

・平成29年度教育関係当初予算案について
・平成28年度教育関係予算案（補正第５号）について
・平成28年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価報告書について
・練馬区学校施設管理基本計画の策定について
・練馬区立光が丘第四中学校適正配置実施計画の策定について (他11件)

〔議　案〕

・平成28年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価について
・光が丘第四中学校の適正配置について
・平成28年度「お祝いの言葉」について
・練馬区学校施設管理基本計画について

〔協　議〕

～教育委員会は原則として月２回開催しています～

教育委員会の動き（平成29年１月～３月）

青少年育成地区委員会の紹介
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　保護者を中心とした地域の方々に、子供の安全対策に
関する知識を深め、関心をもっていただくことを目的に、
教育委員会では、学校で防犯講習会を実施しています。
　保護者等大人を対象とした「子供の見守り・安全講習
会」では、犯罪の発生傾向や実際の犯行の手口とその対
応、見守り活動を行う際のポイント等について、警察
OBである学校防犯指導員から説明を受け、実技講習と
して、実際に不審者と遭遇してしまった際の距離の取り
方や離脱方法（護身術）を体験します。
　また、学校の教職員を対象とした不審者対応訓練も実
施しています。
　このような取組を通じて、学校、家庭および地域が連
携し、地域社会全体で子供の安全を見守る体制作りを推
進しています。

学校の防犯講習会を実施しています

【問合せ】教育総務課 学校安全推進担当係〔電話 5984－1346〕

【問合せ】光が丘図書館 運営調整係〔電話 5383－6500〕

（子供の見守り・安全講習会の様子）

（不審者対応訓練の様子）

　関町図書館は施設の老朽化に伴う大規模改修工事が終了し、４月６日（木）から業務を再開しています。
　改修では、空調やトイレ等の設備を新しくしたほか、環境やバリアフリーにも配慮。ゆったり読書を楽しめ
る空間となるよう図書館の機能を充実し、様々な方が利用しやすい図書館として生まれ変わりました。

関町図書館がリニューアルしました

【ほかにも・・・】
・授乳室やベビーカー置場を新設
・照明は省エネに配慮したLEDに
・地下に電動集密書架を設置し、
　収納可能冊数が増加
・屋外テラスを新設
・会議室を新設

▲ 約９か月間の休館期間を経て、再開館
した関町図書館

▲ 居心地のよい空間を目指して、様々な
タイプの座席を用意しました

▲ 飲食が可能な休憩コーナーを設けまし
た

▲ 主に10代向けの本を集めた「ティーン
ズコーナー」を設置しました

▲ 中高生がグループで調べものや学習が
できるグループ学習室を作りました

8


