
　区議会を代表して、謹んで新年
のご挨拶を申し上げます。
　本年が区民の皆さまにとって、幸
多い輝かしい年となりますよう、心
からお祈り申し上げます。
　本年、練馬区は板橋区から分
離・独立して70周年を迎えます。
　私は、これからの練馬区は、豊
かなみどりを大切にしながら、全て
の施策のさらなる充実をはかり、
練馬区に住んでいることを誇りと思える都市に発展させ
るさらなる努力が必要と考えております。
　区議会としても、真剣かつ活発な議論を通じ、区政の
課題に的確に対応し、区民の皆さまが安心して活力ある
生活がおくれるよう、全力を注いでいく決意です。区民の
皆さまの区議会へのご支援をお願いいたします。

練馬区議会議長
田中ひでかつ

　新春を迎え、皆さま、今年にかけ
る決意を新たにしていらっしゃるこ
とと思います。
　今年は、練馬区が板橋区から分
離・独立して70周年の記念すべき
年になります。
　3月26日開催の「練馬こぶしハー
フマラソン」を幕開けに、年間を通
して、区民の方々が企画・運営する
区民協働事業をはじめ、区内各地
で様々な記念事業を実施してまいります。この節目の年を、
区民の皆さまとともに祝いたいと考えています。
　練馬区は、これからも大きく発展するまちです。独立70
周年を新たなスタートとして、区民の皆さまとともに、未来
に向けた夢のあるまちづくりに全力を挙げて取り組んでま
いります。

練馬区長
前川燿男

【掲載内容について】　講座・大会などは、原則として区内在住・在勤（在学）の方が対象で、発行日以降に申し
込みができます。　※郵送・ファクス・電子メールでの申し込みは、１人１通に限ります。　※参加費など記載の
ないものは無料です。　※区役所へ郵送する場合の宛先は、郵便番号（〒176-8501）と部署名のみで届きます。

「ねりま区報」は、朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に
折り込んでいます。また、駅・金融機関・郵便局・公衆浴場・ファミリー
マート・セブン - イレブンや区立施設にも置いています。
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謹賀新年
新春対談　子どもたちに誇れるまちをめざして

■成人の日のつどい   4 面
■国民年金に加入しましょう  4 面
■子宮がん検診を受けましょう   4 面
■1月の休日医療関係機関   4 面

今号の注目情報

練馬区公式
ツイッター

練馬区公式
フェイスブック

対談は2・3面へ

平成29年
（2017年）

俳　優

小林綾子
練馬区長

前川燿男
まえかわ あきおこばやし あやこ



区長　あけましておめでとうございます。
小林　あけましておめでとうございます。
区長　石神井松の風文化公園に来ていますが、昨年
はここで「練馬薪能（たきぎのう）」を開催しました。
小林　私も拝見しましたが、みどりの森と伝統文
化が見事に融合した優美で幻想的な世界でした
ね。練馬薪能は前川区長の発案だとか…。
区長　実は私自身、能をやっておりまして、私の師
匠はご出演いただいた能の梅若万三郎さんのご子
息なのです。また、狂言の野村万作さんは区内在住
でいらっしゃいます。こうした2つのご縁が重なっ
て、練馬薪能は実現しました。
小林　身近で伝統芸能に触れられる機会がある
なんて、素晴らしいです。前川区長は、昨年はどの
ような1年でしたか。
区長　区長に就任して約3年、これまで取り組んで
きた施策が大きく前に進んだ年だったと感じてい
ます。
小林　取り組んできたこと、とおっしゃいますと？
区長　私が区民の皆さまにお約束したのは区政改
革です。区政改革とは、時代を先取りした、しかも
持続可能な政策を実行する区政を実現することで
す。例えば今、保育所の待機児童が多いことが大
きな社会問題となっています。しかし、子育て支援
は、ただ保育所を建設すれば良いというものでは

ありません。総合的な視点に立った政策が必要で
あり、その一環として、幼稚園と保育所を一元化し
た区独自の幼保一元化施設をつくってはどうか。
それが、全国初となった「練馬こども園」です。ま
た、放課後の遊び場や夏休み期間中の児童の居
場所として小学校を活用した「ねりっこクラブ」、高
齢の方たちに地域で元気に暮らしていただくため
の「街かどケアカフェ」「はつらつシニアクラブ」な
ど、練馬区独自の政策に取り組んできました。
小林　民間の調査で練馬区は、23区の中で「子育
てのしやすい街」の１位に選ばれたそうですね。
区長　うれしいですね。他にも、大江戸線を光が
丘から大泉学園町まで延伸することも、国と都に
働きかけて確実にしました。練馬区は人口も増え
続けています。さらに大きく発展していくと確信し
ています。

区長　私は練馬区民として30年以上このまちに住
み、子どもを育て、2人の母をみとりました。小林さ
んは練馬育ちで、現在もお住まいですよね。練馬の
魅力はどんな点にあると思いますか。
小林　この石神井公園の自然は私にとって特別な
ものです。父とボートに乗ったり、写生に来たり、子
どもの頃の思い出がたくさんつまった場所です。そ
して今も、高校時代の友人たちとお花見に来る恒
例の場所となっていて、変わらない自然や場所があ
るということは本当にありがたいと思っています。
また駅ごとに買い物をしやすい商店街がたくさん
あることも魅力ですね。
区長　新宿などの都心から20～30分という地の
利にあって、みどり豊かで都市農業も盛んです。そ
うした東京の大都市と郊外のまちの両方の良さを
持っていることが、練馬区の何よりの魅力だと思っ
ています。
小林　前川区長の区内のお気に入りの場所はどこ

ですか？
区長　光が丘公園です。森の中を走るのは最高で
すね。引っ越しを考えたこともあるのですが、練馬
以上の場所は見つからなかったのです（笑）。

小林　今年は練馬区が独立して70周年だと伺いま
した。
区長　板橋区から独立した昭和22年当時の人口
は約11万人、今は72万人以上の方が暮らすまちに
なりました。人口は全国で19番目に多く、今も人口
が増え続けているんですよ。
小林　それだけ可能性があるまちということで
すね。70周年を機に区をもっと盛り上げたいです
ね。
区長　3月の「練馬こぶしハーフマラソン」を皮切り
に、4月には「照姫まつり」、5月に「練馬こどもまつ
り」を開催するほか、「記念式典」や「花火フェスタ」
「真夏の第九」など、区独立70周年を記念したさま
ざまなイベントを企画しています。練馬薪能も開催
します。大勢の区民の皆さんの参加と協働で、楽し
く夢のあるイベントにしたいですね。
小林　区政についても、さらに新しい取り組みを
考えていらっしゃるのでしょうか。
区長　区政改革は、区民の参加と協働で実行する
のが私の念願です。これまでも「区長と語る会」を

数十回開いてきましたが、今後はさらに小さな集会
で地域の皆さんの意見を直接聞いて、それを行政
に反映させていきたいと考えています。
小林　区民参加、協働をさらに深める取り組みで
すね。
区長　単に行政が施策やサービスを一方的に提供
するのではなくて、住民の皆さんとともに、地域の
問題を考え、力を合わせてより良いサービスを創造
していきたいと思っています。

区長　練馬区のCM（コマーシャル）はご覧になり
ましたか？
小林　イメージアップキャンペーン「よりどりみど
り練馬」の「願いの木」のCMですね。区民の方た
ちが出演されているのが印象的で、すごく画期的な
試みだと思いました。
区長　区民参加、区民との協働を分かりやすい形
で表現できたと思っています。区民の皆さんにも

喜んでいただき、「練馬区民であることを誇りに思
います」といった感想もありました。CM制作にあ
たり、「願いの葉っぱ」として練馬の未来に向けた
願いを寄せていただいたのですが、6,000枚もの
葉っぱが集まったんですよ。

小林　実は私の「願い
の葉っぱ」もありまして、
「笑顔の輪が広がる練
馬」と書きました。

区長　ありがとうございます。
小林　私が司会をさせていただいている練馬の地
域の番組では、区内で活躍している方をゲストとし
て毎週お迎えしています。文化芸術に携わる方から
アスリートまで、すてきな方が大勢いらっしゃって、
交流の輪が広がりました。私の「願いの葉っぱ」
には、「これからも笑顔のご縁が広がっていくよう
に」という願いが込められています。
区長　私も、区民の皆さんの笑顔が輝くまちにし
ていきたいと思っています。そのためにはまず、行
政として責任をきちんと果たすことが必要です。そ
の上で、区民の皆さんと協働で政策を立案・実行
して、子どもたちに誇れる豊かで美しいまちをつく
り、次の世代に引き継ぐ。それこそが「みどりの風
吹くまち練馬」の実現であり、区長の責務だと思っ
ています。今年も全力で取り組んでいきます。
小林　練馬区の豊かな未来が見えてくるようなお
話でした。ありがとうございました。
区長　ありがとうございました。

練馬区独自の幼保一元化施設「練馬こども園」 「区長とともに練馬の未来を語る会」の様子

YouTubeなどでの再生回数が60万回を超えた「より
どりみどり練馬」の「願いの木」のCM
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　対談を、J:COMチャンネル東京（地上デジ
タル11チャンネル）の「ねりまほっとライン」で
1月1日㈷～15日㈰午前9時、正午、午後8時
にご覧になれます。　※16日㈪～31日㈫の同
時間には、「練馬の『都市農業』の魅力を紹介」を
放送します。 ※区ホームページや動画共有サ
イト「YouTube（ユーチューブ）」の練馬区公式
チャンネル（https://www.youtube.com/
user/nerimach）からもご覧に
なれます。▶問合せ：広報戦略
係☎5984-2693

対談をJ
ジ ェ イ コ ム

：COM
チャンネル東京
で放送

　練馬区は8月1日に独立70周年を迎えます。区では、区民の皆さまとともに70周年をお祝いするた
め、さまざまな企画を盛り込んだ記念事業を実施します。詳しくは、後日区報などでお知らせします。

日  程 イベント名 場  所
  3/26 ㈰ 練馬こぶしハーフマラソン 光が丘地区など
  4/23 ㈰ 照姫まつり 石神井公園とその周辺
  5/13 ㈯ 練馬こどもまつり 光が丘公園、石神井公園

7/22㈯～8/5㈯ ねりま文化ウィーク 練馬文化センターなど
  8/  1 ㈫ 70周年記念式典・こどもアートアドベンチャー・花火フェスタ 練馬文化センター、練馬総合運動場など
  8/  5 ㈯ 真夏の第九 練馬文化センター
10/14 ㈯ みどりの風 練馬薪能 石神井松の風文化公園
10/15㈰ 練馬まつり・記念パレード としまえんと練馬駅周辺
10月 とっておきの練馬プロジェクト ー
12月（仮）ねりまユニバーサルフェスティバル 練馬文化センター、光が丘地区など

昨年初めて開催した
「みどりの風  練馬薪能」

昭和47年生まれ。俳優。NHKの連続
テレビ小説「おしん」の少女時代を熱
演し有名に。小学校から高校まで練
馬区で育ち、現在も練馬区在住。高
校2年生のときに照姫役で照姫まつ
りに出演（=右写真）。区内でお気に
入りの場所は、石神井公園（特に三
宝寺池）、ちひろ美術館、牧野記念庭
園、大泉高校の100ｍの桜並木。

プロフィール

小林綾子さん 前川燿男区長

都心に近く、みどり豊かな環境が
練馬区の魅力

区政改革を進め、さらなる発展の
手応えを感じた平成28年

区独立70周年を機に、区民協働の
まちづくりをさらに推進

笑顔輝くまち 練馬区を次の世代へ

　俳優で区内在住の小林綾子さんに、石神井松の風文化公園にお越
しいただき、区の魅力や未来への願いを前川区長とともに語っていた
だきました。
▶問合せ：広報係☎5984 -2690

誇れるまち練馬を未来につなぐ

区独立70周年記念事業を紹介！

今年は練馬区独立70周年

こばやし あやこ まえかわ あきお



　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。
▶問合せ：地域医療課☎5984-4673
●休日急患診療所

場　所 受付日時

小
児
科

練馬区夜間救急こどもクリニック
（豊玉北6-12-1  区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
※小児科専門医が、診療にあたります。

1日㈷～4日㈬・日曜・祝休日
の10：00～11：30、13：00
～16：30、18：00～21：30
平日の20：00～22：30
土曜の18：00～21：30
※予約はいりません。
※混雑の状況により、受付・
診療時間を変更する場合が
あります。

内
科
・
小
児
科

練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎2階）
☎3994-2238

1日㈷～4日㈬・日曜・祝休日
の10：00～11：30、13：00
～16：30、18：00～21：30
土曜の18：00～21：30
※予約はいりません。
※混雑の状況により、受付・
診療時間を変更する場合が
あります。

石神井休日急患診療所
（石神井町3-30-26  石神井庁舎地下1階）
☎3996-3404

歯
科
練馬歯科休日急患診療所
（豊玉北6-12-1  区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

1日㈷～3日㈫・日曜・祝休日
の10：00～11：30、13：00
～16：30
※当日、事前に電話で連絡
の上、受付時間内に来所し
てください。

1
日
㈷

小間沢接骨院（早宮4-16-6） ☎5999-1550
生江接骨院（石神井町2-27-2） ☎3996-5243
谷沢接骨院（石神井台2-29-37） ☎3995-5298

2
日
㉁

山口接骨院（北町2-34-3） ☎3550-7505
生江接骨院（石神井町2-27-2） ☎3996-5243
谷沢接骨院（石神井台2-29-37） ☎3995-5298

3
日
㈫

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303
おおで整骨院（田柄1-26-11） ☎3939-7535
小池接骨院（西大泉1-33-4） ☎3923-3044

8
日
㈰

町田接骨院（桜台3-14-14） ☎3991-2475
中島整骨院（土支田1-31-11） ☎5755-3828
浅木接骨院（西大泉2-16-26） ☎3923-1686

9
日
㈷

牧内接骨院（北町1-1-18） ☎3931-1050
さくらい接骨院（富士見台4-13-2）☎3999-9334
池島接骨院（関町北2-31-7） ☎3920-5556

15
日
㈰

植竹接骨院（豊玉中3-12-6） ☎3993-6522
紅の葉整骨院（石神井町3-19-14）☎6763-3022
みさと接骨院（上石神井1-16-6）☎3929-0801

22
日
㈰

石田接骨院（北町2-41-5） ☎3550-9036
大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232
市毛接骨院（関町南2-2-6） ☎3928-0346

29
日
㈰

植竹接骨院（豊玉中3-12-6） ☎3993-6522
マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776
愛身堂接骨院（大泉学園町7-14-22）☎3923-6789

1
日
㈷
和田歯科クリニック（三原台1-28-2）☎3921-7741
齋藤歯科医院（東大泉4-1-10） ☎3922-0081

2
日
㉁
大川内歯科医院（石神井台3-24-20）☎3997-2535
堀内歯科医院（向山4-22-8） ☎3990-2525

3
日
㈫
五十嵐歯科医院（大泉町5-4-16）☎3923-8214
ナカムラ歯科（旭町3-11-1） ☎3979-1182

22
日
㈰
上原歯科医院（豊玉北6-16-17） ☎3557-1180

1
日
㈷

武蔵堂ファーマシー薬局（旭丘1-76-3）☎3951-0861
日の丸薬局（貫井2-5-5） ☎3990-5397
アイセイ薬局東大泉店（東大泉6-34-47）☎5947-7158
イオン薬局練馬店（光が丘5-1-1）☎3976-3821

2
日
㉁

プラザ薬局練馬店（旭丘1-20-7）☎6909-0701
日の丸薬局（貫井2-5-5） ☎3990-5397
アイン薬局練馬店（高野台3-11-12）☎5910-6020
雄飛堂薬局光が丘IMA店（光が丘5-1-1）☎3976-7511

3
日
㈫

武蔵堂ファーマシー薬局（旭丘1-76-3）☎3951-0861
みとよ堂薬局（中村1-6-15） ☎3970-9839
大泉学園薬局（東大泉3-18-4） ☎5933-1089
リヴィン光が丘調剤薬局（光が丘5-1-1）☎3976-0165

●休日診療当番接骨院
　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

●歯科休日診療当番医療機関
　当日、事前に電話で連絡してください。
▶診療時間：午前9時～午後5時

●年始当番薬局
▶受付時間：午前10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
大泉生協病院（東大泉6-3-3） ☎5387-3111
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

●休日診療当番医療機関
　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：1月1日㈷～3日㈫・日曜・祝休日の午前
9時～午後7時

●テレホンサービス
●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

1月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

①練馬区夜間救急こどもクリニック
②練馬休日急患診療所
③練馬区休日・夜間薬局
④練馬歯科休日急患診療所
　いずれも電気設備点検のため。
※①～③は22日㈰午後6時～9時30分は通常通り利用できます。
※ 石神井休日急患診療所、歯科休日診療当番医療機関をご利用ください。

お休みします  1月22日㈰午前10時～午後5時

▶対象：平成8年（1996年）4月2日～9年（1997年）4月1日に
生まれた区内在住の方　※区内在住の外国人の方や、以前区
内にお住まいだった方も参加できます。▶日時：1月9日㈷午
後1時～2時30分　※受け付けは、午前11時30分～午後2時
15分。　※式典中（午後1時～1時25分）は特設会場への入場
はできません。▶問合せ：育成支援係☎5984-1292

成人の日のつどい

・案内状を忘れずにお持ちください。
・電車やバスをご利用ください。
・積雪などで中止になる場合は、区ホームページで
　お知らせします。
・特設会場に入場できるのは、新成人の方のみです。

ご来場の皆さまへ

1/9㈷13：00から　としまえん

　20歳になる誕生月に、「国民年金の加入届」が送られます。必要事項
を記入の上、区民事務所（練馬を除く）、国民年金係（区役所本庁舎3階）
に提出してください。保険料の支払いが困難な方や学生には、免除な
どの制度があります。

　20歳から区の子宮がん検診を受けられるようになります。区では、
20歳の女性（平成29年3月31日現在）に検診を無料で受診できるチ
ケットを、平成28年4月下旬に送付しました。子宮がんは早期発見・
早期治療がポイントです。ぜひご利用ください。

国民年金に加入しましょう 子宮がん検診を受けましょう

問合せ 国民年金係☎5984-4561 問合せ 成人保健係☎5984-4669

20歳になったら

新しい門出の記念に参加しよう。
豪華景品が当たる大抽選会もあるよ！

平成29年（2017年）1月1日  4 特　集




