
　人権は誰もが生まれながらに持っ
ている、人間らしく幸せに生きてい
くための権利です。12月4日～10日
の人権週間にあわせて催しを行いま
す。誰もが幸せに生きていくために、
私たちにできることを考えてみませ
んか。▶問合せ：人権啓発担当係☎
5984-1452 FAX 3993-6512

人権週間行事

12/12㈫ 13：00～16：50　練馬文化センター

12/2㈯ 生涯学習センター

グレートジャーニー
～地球を歩いて考えたこと

講演と映画の集い

講演と映画のつどい

湯を沸かすほどの熱い愛

　関野吉晴さんは、アマゾン
全域の踏査や人類が世界に拡
散していった歴史をたどる旅
「グレートジャーニー」など数多
くの探検を成し遂げた方です。
　今回、関野さんから、旅先
で出会った人たちとの交流を通
じて、人権の尊重についてお
話を伺います。　
※手話通訳・要約筆記あり。

Ⓒ2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

　銭湯を休業中の幸野家の双葉
（宮沢りえ）はパートをしながら娘
を育てていましたが、突然、余
命わずかの宣告を受けてしまい
ます。その日から彼女は、「絶対
にやっておくべきこと」を決め、実
行していきます。家族や人を思
いやることの大切さを描いた愛
の物語です。　
※日本語字幕・音声ガイド付き。 ●人権パネル展

　障害者や女性、子どもなどさまざまな人権問題について紹介
します。▶日時：12月2日㈯～10日㈰午前8時45分～午後８時
▶場所：区役所アトリウム▶問合せ：人権啓発担当係☎5984-1452
●人権についての相談窓口
　人権擁護委員などが人権に関する相談に応じています。お気軽
にご相談ください。

電話相談

東京法務局常設相談所
☎0570-003-110
平日午前8時30分～午後5時15分
東京都人権プラザ
☎6722-0124
平日午前9時30分～午後5時30分

来所相談（相談日の1週間前の午前9時
から電話などで予約。面談は1時間以内）
練馬区区民相談所（区役所内）
☎5984-4523
第1木曜午後1時～4時
石神井庁舎区民相談室
☎3995-1100
第2月曜午後1時～4時

講師  探検家・医師　関野吉晴さん

正しく知ってください、
介助犬のこと

青少年
向け

　手や足に障害がある方の日常
生活を手助けするために、特別
な訓練を積んだ介助犬の仕事を
紹介します。▶講師：（社福）日本
介助犬協会／後藤優花ほか　
※手話通訳あり。

▶対象：小学生以上　※小学生は保護者同伴。▶日時：12月2
日㈯1午後2時～3時2午後3時15分～4時55分▶定員：各
250名（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：育成支援係☎
5984-1292 FAX 5984-1221　※12とも保育室（1歳以上
の未就学児対象。定員4名）、車いす席（定員2名）を利用した
い方は、11月24日㈮までに電話で育成支援係へ。

講演

クイール
　多くの人々との出会いと別れを通して立派
な盲導犬に成長を遂げた、1匹の犬の生涯を
描いた感動の物語です。　
※日本語字幕付き。

映画

1講演

2映画

入場
無料

入場
無料 抽選

Ⓒ金田正

【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。

第四回区議会定例会
を開催

▶日程（予定）：11月30日㈭～12月15日㈮
※会議の日程や傍聴については、お問い合
わせください。

▼問合せ：議会事務局☎5984-4732

▶対象：区内在住・在勤（在学）の方▶定員：550名（抽選）▶申込：往復ハガ
キで①催し名②参加者全員（2名まで。家族の場合は何名でも可）の住所・
氏名（ふりがな）・年齢（区内在勤〈在学〉の方は勤務先〈学校名〉も）③代表
者の氏名・電話番号を、11月22日（必着）までに〒176-8501区役所内人
権啓発担当係へ　
※保育室（１歳以上の未就学児対象。定員８名）を利用したい方は、お子さ
んの氏名（ふりがな）・年齢も記入してください。
※車いす席（定員４名）・難聴者用イヤホン・映画の音声ガイド・手話通訳・
要約筆記を利用したい方は、その旨も記入してください。
※抽選結果は11月30日㈭以降に通知します。
※車で来場する方は、練馬駅北口地下駐車場（有料）をご利用ください。
※6月から往復ハガキの料金は124円になりました。

申
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み
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毎月1日・11日・21日発行
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8 面でふるさと納税の区の考え方を紹介

　28年度の一般会計は、歳入決算額が
2636億9719万円、歳出決算額が2564
億5451万円で、差し引きの収支は72億
4268万円でした。29年度に繰り越すべ
き財源はないため、実質的な収支は72億
4268万円で、前年度比11億1650万円の
増となりました。
◆歳入（グラフ1）
　歳入決算額は、前年度比4.2%、107億
168万円の増でした。
　主な増減は、諸収入（グラフ1ではその
他に計上）が35億5409万円の増、特別
区債が34億2646万円の増、国庫支出金が
32億88万円の増、地方消費税交付金（グ

ラフ1ではその他に計上）が16億2057万
円の減などです。
◆歳出（グラフ2・3）
　歳出決算額は、前年度比4.0%、97億
5470万円の増でした。
　主な増減は、性質別では、普通建設事
業費が92億108万円の増、扶助費が44億
8036万円の増、物件費が20億4586万円
の増、公債費が45億9004万円の減となり
ました。目的別では、前年度に比べて保健
福祉費、土木費などが増となり、諸支出金
（グラフ3ではその他に計上）、公債費など
が減となりました。

歳出
【目的別】
2564億
5451万円

土木費  153億5755万円（6.0％）
公園や道路の整備・管理などの経費
【主な事業】
公園の新設：36億8541万円
都市計画道路の整備：17億1350万円

保健福祉費  828億2867万円（32.3％）
高齢者・障害者福祉や生活保護、予防接種、医療環境の
整備などの経費
【主な事業】
医療環境整備基金積立金：45億215万円
臨時給付金経費：21億5773万円
予防接種費：19億2704万円

教育費  280億6920万円（10.9％）
小中学校や幼稚園、図書館などの経費
【主な事業】
開進第四中学校校舎など改築工事：21億7207万円
学校教育支援センター大泉整備工事：1億1854万円

総務費  185億2983万円（7.2％）
防災や安全・安心、広報、電算などの経費
【主な事業】
同報系防災行政無線デジタル化整備工事：4億9064万円

区民費  201億57万円（7.8％）
戸籍・住民基本台帳・税務事務や区民事務所などの経費
【主な事業】
個人番号カード交付等経費：3億9821万円

こども家庭費  558億808万円（21.8％）
保育所や児童館、児童手当などの経費
【主な事業】
児童手当：100億6059万円
私立保育所などの整備費補助：11億8490万円
区立保育所新築・改修・改築経費：6億807万円

環境費  118億282万円（4.6％）
清掃やリサイクル、環境保全のための経費
【主な事業】
リサイクルの推進：24億2011万円

地域文化費  70億1786万円（2.7％）
地域コミュニティの支援や文化・
スポーツ振興の経費
【主な事業】
大泉さくら運動公園多目的運動場屋外照明設置工事：
2億960万円

都市整備費  60億5331万円（2.4％）
まちづくりのための経費
【主な事業】
密集市街地の整備促進：7億2183万円
耐震化の促進：5億2468万円

公債費  38億8008万円（1.5％）
小中学校の建設などのために区が借りた
お金の返済に充てる経費

産業経済費  21億8279万円（0.9％）
中小企業の振興や商店街の活性化、
観光振興、農業振興などの経費
【主な事業】
石神井観光案内所の整備・開設：2811万円
練馬区農の学校の運営：2310万円

待機児童の解消を図るため、待機児童ゼロ作戦の
実施や「練馬こども園」の拡充により、1,212名の
定員拡大を行いました。

その他  48億2375万円（1.9％）
公共用地の先行取得のための経費および
財政積立金、議会を運営するための経費

特別会計決算

予算現額 収入済額
支出済額

収入率
執行率

国民健康保険
事業会計

808億
7573万円

788億9512万円
782億9512万円

97.6％
96.8％

介護保険会計 508億
7734万円

502億1756万円
494億7852万円

98.7％
97.3％

後期高齢者
医療会計

152億
7118万円

151億9224万円
151億7097万円

99.5％
99.3％

公共駐車場会計 5億
5423万円

5億4733万円
5億4733万円

98.8％
98.8％

　特定の収入を使って特定の
事業を行う場合、収入や支出
を一般会計と分けて経理する
会計が特別会計です。28年度
は4つの特別会計がありまし
た。決算額は右表の通りです。

グラフ3

　平成29年第三回区議会定例会で、28年度決算が認定さ
れました。ここでは、28年度一般会計の歳入・歳出決算
額の内訳と各特別会計の歳入・歳出決算額、貸借対照表
などを紹介します。また、29年度上半期の財政状況をお
知らせします。
※詳しい内容は、区民情報ひろば（区役所西庁舎1階）、財政課
（同本庁舎6階）、区ホームページでご覧になれます。

28年度決算
お知らせします

を

歳出
【性質別】
2564億
5451万円

扶助費
918億4062万円
（35.8％）
生活保護、高齢者・
児童・障害者福祉などの
経費

人件費
420億5847万円
（16.4％）
職員給与など

公債費
51億4292万円（2.0％）
小中学校の建設などのために区が
借りたお金の返済に充てる経費

その他
254億8140万円（9.9％）
補助費など

繰出金
235億4029万円
（9.2％）
特別会計へ
繰り出す経費

物件費
394億6180万円
（15.4％）
施設の維持管理など
の経費

普通建設事業費
289億2901万円（11.3％）
道路、公園などの建設費 投資的経費

その他経費 義務的経費

グラフ2
特別区交付金
830億2682万円
（31.5％）
区と都で分配している
固定資産税や法人住民税
など

特別区税
648億9259万円
（24.6％）
特別区民税、
軽自動車税、
特別区たばこ税、
入湯税

国庫支出金
492億4772万円（18.7％）

都支出金
186億1083万円
（7.1％）

特別区債
73億5940万円
（2.8％）

繰越金
32億3170万円
（1.2％）

その他
373億2813万円（14.1％）

歳入
2636億
9719万円

グラフ1

問合せ  財政課☎5984-2465

一般会計

特別会計
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表2  行政コスト計算書（28年4月1日〜29年3月31日）
金　額 構成比

経常費用　Ⓐ 3496億2769万円 100.0%
業務費用 1150億5193万円 32.9%

人件費（職員給与費、退職手当引当金繰入額など） 435億7232万円 12.5%
物件費等（委託費、減価償却費など） 675億4037万円 19.3%
その他の業務費用（支払利息、徴収不能引当金繰
入額など） 39億3924万円 1.1%

移転費用（補助金・社会保障給付など） 2345億7576万円 67.1%
経常収益　Ⓑ 99億8937万円

使用料および手数料 48億3098万円
その他（利子収入、雑収入など） 51億5839万円

純経常行政コスト　Ⓒ (Ⓑ－Ⓐ) △3396億3832万円
臨時損失　Ⓓ 3220万円
臨時利益　Ⓔ 3355万円
純行政コスト　Ⓒ－Ⓓ+Ⓔ △3396億3697万円

表1  貸借対照表（29年３月31日現在）
資産の部 負債の部

固定資産　   固定負債
有形固定資産（道路・公園・学校
など）　  　1兆2861億1019万円 地方債、退職手当引当金など

948億2071万円無形固定資産（ソフトウェアなど）
18億9602万円 流動負債

投資その他の資産（基金など） 1年内償還予定地方債、預り金
など　　　　  125億6844万円609億3790万円

流動資産　　　　   負債合計 1073億8915万円

現金預金　　　　 129億195万円 純資産の部

財政調整基金など 純資産合計 1兆2971億864６万円
427億2955万円

資産合計 1兆4045億7561万円 負債・純資産合計 1兆4045億7561万円

◆ 財政健全化判断比率は基準以下
財政健全化判断比率とは、以下の1～

4の指標で、地方公共団体の財政を健全
に保つため、法律により公表が定められ
ているものです。練馬区の28年度の状況
は、下表の通りです。いずれの比率も法
が定めた早期健全化基準を下回り、健全
な状態です。

1実質赤字比率
一般会計などを対象とした実質赤字額

の、標準財政規模（自治体の標準的な一般
財源の収入額）に対する割合です。

28年度は、実質収支が約72億円の黒字
であることから、「－」表示となっています。
2連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額の、標準
財政規模に対する割合です。

28年度は、連結実質収支が約86億円の
黒字であることから、「－」表示となってい
ます。

3実質公債費比率
一般会計などが負担する公債費や債務負

担行為など準公債費の、標準財政規模に対
する割合です。数値は過去3年の平均値です。

28年度の比率は、前年度に比べ1.0ポ
イント下回りました。
4将来負担比率

28年度末時点の地方債残高、職員退職
手当の支給予定額など、一般会計などが
将来負担すべき額の、標準財政規模に対
する割合です。

練馬区では、将来負担額に対して充当
可能財源（基金など将来負担額に充てるこ
とができる財源）が超過していることか
ら、「－」表示となっています。
◆経常収支比率は上昇

経常収支比率とは、扶助費、人件費、
公債費のような毎年度の経常的な支出が、
特別区財政調整交付金や特別区税など毎
年度の経常的な収入に対して占める割合
です。

この比率は、おおむね70 ～ 80％が
適正水準といわれています。28年度は
84.9％で、前年度から2.8ポイント上昇
しました。

歳出で扶助費や人件費が増加した上、歳
入で地方消費税交付金や特別区財政調整交
付金などが減少したことによります。

◆貸借対照表（バランスシート）〈表1〉
　年度末で区が保有する資産や負債、純資
産の内容を一覧表で示したものです。資産
の部は、固定資産と流動資産の内訳を示し
ています。負債の部は地方債（特別区債）
など将来世代が負担すべき債務、純資産 
の部は今までの世代が負担してきたものを
示しています。
◆行政コスト計算書〈表2〉

区が1年間に提供した経常的行政サービ
スに掛かった費用（経常費用）と受益者負
担額などを対比し、これに臨時損益を加
えたもので、企業会計の損益計算書に相
当します。行政コストには、減価償却費

など現金の支出を伴わない費用も入るの
で、目に見えない費用も含めた行政サー
ビスのコストが把握できます。

〈１人当たりの経常費用は48万1841円〉
　28年度に区が提供した行政サービスに
使われた費用は、約3496億円でした。区
民1人当たりでは、48万1841円相当のサー
ビスを提供したことになります。
◆その他の財務書類

これらの他、純資産の1年間の増減を明
らかにする純資産変動計算書、現金の１
年間の流れと収支を明らかにする資金収
支計算書、外郭団体などの会計を含めた
連結財務書類を作成しています。

財政健全化判断比率算定結果
練馬区 早期健全化基準

1実質赤字比率 — 11.25%

2連結実質赤字比率 — 16.25%

3実質公債費比率 △ 4.0%   25.0%

4将来負担比率 — 350.0%

　発生主義・複式簿記の手法を用いた財務書類を作成しました。次の財務
書類は、区の一般会計と全ての特別会計を対象に作成しています。

特別区債発行残高の内訳
公園・道路・駐車場の整備など 279億8648万円
学校・図書館・保育園の建設など 152億3243万円
区民施設・体育館・庁舎の建設など 67億3474万円
住民税などの減税による減収分の補てん 30億9732万円
福祉園・特別養護老人ホームの建設など 14億2044万円
29年度上半期の区債残高合計 544億7141万円
29年度上半期の区民1人当たりの区債残高  7万4837円
28年度上半期の区民1人当たりの区債残高 6万9409円

一時借入金の状況
　29年度上半期には、一時借入金はありません。

公有財産の状況
金　額 数量など

土地 7608億6740万円 2,929,527.33㎡（敷地面積）
建物 1512億1431万円 1,180,697.10㎡（延床面積）
工作物など 101億6992万円 プール､ 公園施設など

出資による権利 5億  234万円 練馬区環境まちづくり公社
への出捐（えん）金など※

有価証券 4250万円 株券2,650株

無体財産権 291万円 区公式アニメキャラクター
「ねり丸」の著作権など

29年度上半期の合計 9227億9938万円
28年度上半期の合計 9402億  633万円

※出捐金…区が基本財産として拠出する資金。

区民負担状況
29年度に区民の皆さまに納めていただく特別区民税（現

年課税分）は、610億9295万円です。1人当たり8万3934
円、1世帯当たり16万7294円になります。

基金の種類と現在高

積
立
基
金

特
定
目
的
基
金

まちづくり基金 9億  671万円
区営住宅整備基金 33億5115万円
福祉基金 3億4774万円
みどりを育む基金 16億7566万円
施設整備基金 178億7881万円
大江戸線延伸推進基金 36億  667万円
文化芸術振興基金 4億  145万円
医療環境整備基金 45億  215万円

減債基金 90億5086万円
財政調整基金 417億8396万円

29 年度上半期合計 835億  516万円
28 年度上半期合計 747億1451万円

運用
基金 用地取得基金 104億5000万円
介護保険給付準備基金 15億3806万円

各会計の予算額と執行状況

予算現額 収入済額
支出済額

収入率
執行率

一般会計 2531億3831万円 1060億2779万円
1114億8376万円

41.9％
44.0％

特
別
会
計

国民健康保険
事業会計 815億8759万円 360億  773万円

319億7802万円
44.1％
39.2％

介護保険会計 522億8485万円 240億7025万円
211億7078万円

46.0％
40.5％

後期高齢者
医療会計 157億2325万円 85億7597万円

50億8434万円
54.5％
32.3％

公共駐車場
会計 5億5776万円 8970万円

1億6223万円
16.1％
29.1％

29年度上半期財政状況
（29年4月1日〜9月30日） 29年9月30日現在

貸借対照表・行政コスト計算書で見る
区の財政状況

区財政の健全性



10月の放射線量
測定結果

詳しい測定結果は、区ホームページ「東日本大震災関連情報」の「放射線量等の測定結果（分類別）」をご覧ください。▶問合せ：環境規制係☎5984-4712
【測定点】区立12施設　【測定値】単位：マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm　0.030～0.071　●地表面から5cm　0.028～0.078

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

　フェイスブックを活用した情報ページ「よりどりみどり練馬」では、公
式PRサポーターになった区民の皆さまが、身近な地域情報や四季折々の
風景など、区のさまざまな魅力を発信しています。ぜひ、ご覧ください。
▶問合せ：広聴広報課「よりどりみどり練馬」担当☎5984-1089

フェイスブックで よりどりみどり練馬 と 検索

https://www.facebook.com/yoridorimidorinerima/

投稿された記事を紹介

　ココネリホールで開催されている練馬
区伝統工芸展の様子です。素晴らしい展
示に目を奪われること、間違いなしです。
体験コーナーもあり、尺八製作にチャレ
ンジしました。丁寧に教えて下さり、MY
尺八が完成。まだまだ練習が必要そうで
すが、尺八らしい音色がでると、それだ
けで感動です！

10月28日投稿。
※練馬区伝統工芸展は、10月
27日～29日に開催しました。

21

　ねりまビッグバンは、まち
を元気にするアイデアを持っ
た区民が集まり、参加者同士
が話し合いながら、主体的に
アイデアを実現していく新し
い取り組みです。
　今回、「元気でやさしいまち
づくり」をテーマに谷原周辺地
域で活動している地域活動団体が、パネル展示
やステージ発表、手作りワークショップなどを
行い活動の魅力を紹介します。▶場所：街かど
ケアカフェこぶし（練馬高野台駅前地域集会所
内）▶企画：谷原ビッグバンプロジェクト委員会
▶問合せ：区民協働交流センター☎6757-2025

地域活動見本市
in 街かどケアカフェこぶし
元気でやさしい

まちづくり

　来年5月12日㈯午前10時30分～午後3時30分に光が丘公園と石神井
公園で開催します。今回、まつりの当日に催しを行う団体を募集します。

▶対象：次のA～Cの全てに当てはまる団体　A児童の健全育成を促進す
る催しを無料で行う　※後日、説明文書を提出していただきます。B代
表者（高校生以上）と構成員の半数以上が区内在住・在勤（在学）であるC
開催時間を通して催しを提供できる（ステージ参加団体を除く）
▶募集内容：1ステージ…合唱、演奏、手品など2工作…木工作、折り
紙など3あそび…体を伸び伸びと動かすことができるもの
▶申込：ハガキまたはファクス、電子メールで①練馬こどもまつり参加②�
代表者の住所・氏名・年齢・電話番号③団体名④団体構成員数と区内在
住・在勤（在学）者数⑤具体的な催しの内容を、11月30日（消印有効）まで�
に〒176-8501区役所内子ども育成係☎5984-5827 FAX 5984-1220 �
kosodate03@city.nerima.tokyo.jp

参加団体を募集練馬こどもまつり

　練馬区独立70周年を記念して、区民
自らが企画し、実施するイベントです。
大泉学園町商店会と、近隣小中学生、
市民参加のまちづくりについて学ぶ早
稲田大学卯月ゼミの学生が、30年後に
伝えたい内容を盛り込んだ「かるたづく
り」に取り組みました。今回、商店会主
催の「いちょうまつり」のステージでその内容を皆さんに紹介します。　
※まつりでは、近隣中学校の吹奏楽部による演奏などのステージ、出店
もあります。▶日時：11月26日㈰午前11時頃から（まつりは午前10時
～午後3時）▶場所：大泉風致地区公園（大泉学園町7-7）▶問合せ：大泉学
園町商店会・佐藤（㈱あわ家惣兵衛内）☎3922-3636

練馬区独立70周年記念事業

in
「大泉学園かるた」
発表・競技会 いちょうまつり

ねりまビッグバンの催し

第２回

区民協働事業

11/26
日

　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）によって起こり、血液などから
感染する病気です。感染後、治療しないと10年前後で発病するといわれ
ています。HIVは早期発見・治療により発病するまでの期間を延ばすこと
ができます。区と東京都は、無料・匿名で検査を行っています。
●エイズの相談・検査（検査は要予約）の問い合わせ先
⃝�豊玉保健相談所☎3992-1188（相談・検査の予約受け付け…平日午前8
時30分～午後5時）　※HIV抗体検査・梅毒検査は月1回実施（毎月21日
号の「健康相談日程」をご覧ください）。　※梅毒・クラミジア・淋菌の
みの検査はできません。

⃝�東京都南新宿検査・相談室（渋谷区代々木2-7-8　東京南新宿ビル3階）
☎3377-0811（検査の予約受け付け…平日午後3時30分～7時、土・日
曜午後1時～4時30分〈祝休日を除く〉）

●HIVに関するパネル展を開催
▶日時：11月22日㈬～12月15日㈮午前8時45分～午後8時（15日は午後3
時まで）▶場所：区役所本庁舎２階通路

12/1は
世界エイズデー 無料・匿名でHIV検査を行っています
問合せ 感染症指導係☎5984-4671

　生活サポートセンターでは、さまざまな理由で経済的にお困りの方の相
談に応じています。ぜひ、ご利用ください。　※生活保護の相談は、管轄
の総合福祉事務所へお問い合わせください。▶相談日時：平日午前8時30
分～午後5時15分▶相談窓口・問合せ：練馬区社会福祉協議会生活サポー
トセンター（豊玉北5-14-6新練馬ビル5階）☎3993-9963　※電話相談も
できます。
●住居確保給付金とは
　失業などで住居を失った、または失うおそれのある、区内在住の方を対
象に、期間を決めて家賃相当額を給付し、就職に向けた支援を行うもので
す。申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

生活にお困りの
方はご相談を

就職や家計再生に向けた支援、住居
確保給付金の相談を受け付けます

11/18土10：00〜16：00（パネル展示）
11/19日10：00〜14：45（ステージ発表、ワークショップ、パネル展示など）

平成29年（2017年）11月11日  4 特　集



休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科
内科・
小児科

▶受付時間：土曜午後6時～9時30分、日曜・祝休日午前10時～11時
30分、午後1時～4時30分、午後6時～9時30分　※練馬区夜間救急
こどもクリニックは平日午後8時～10時30分も対応しています。

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

　無線放送塔からJアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送を行い
ます。放送内容は、自動音声応答サービス☎0120-707-111でも確認
できます。▶問合せ：防災施設係☎5984-2602

11月14日㈫ 午前11時
Jアラートの試験放送を実施

分～午後5時15分（土・日曜、祝日を
除く）▶縦覧・意見書提出の場所：都
市計画課（区役所本庁舎16階）　※区
ホームページでもご覧になれます。
〈説明会〉
▶日時：11月15日㈬午後6時30分か
ら▶場所：田柄地域集会所▶申込：当
日会場へ▶問合せ：公園係☎5984-
1365
〈公聴会〉
▶日時：12月26日㈫午後6時30分
から▶場所：区役所本庁舎19階▶公
述の申し出方法：都市計画課または
区ホームページにある申出書を、
12月4日（必着）までに持参または郵
送で都市計画課へ　※公述人がいな
い場合は、公聴会は行いません。傍
聴を希望する方は、事前に開催の有
無を確認してください。
◎問合せ：都市計画課都市計画担当
係☎5984-1534

お休みします
〈練馬区立美術館☎3577-1821〉…
11月20日㈪～25日㈯【展示作業の
ため】

健康・衛生
そうだ、薬剤師に聞いてみ
よう～お薬相談会

　薬剤師が、薬と健康の相談に応じ
ます。▶日時：11月20日㈪午後1時
～3時▶場所：区役所アトリウム▶
申込：当日会場へ　※電話相談☎　
3993-1111（代表）もできます。▶
問合せ：医務薬事係☎5984-1352

講演会「地域で支えあう若年
性認知症」
▶日時：12月2日㈯午後1時30分～
4時▶場所：区役所アトリウム地下
多目的会議室▶講師：都立松沢病院
社会復帰支援室相談員／木村亜希子
▶定員：100名（先着順）▶申込：電話
で在宅療養係☎5984-4597

精神講演会「親亡きあとも孤
立しないために～訪問看護を
利用しながら地域で生活する」
▶日時：12月11日㈪午後2時～4時
▶場所：北保健相談所▶講師：訪問看
護ステーションKAZOC／渡邊乾▶
定員：40名（先着順）▶申込：電話で
同所☎3931-1347

お口の中だけでは終わらな
い！歯周病とからだの病気
▶日時：12月11日㈪午後2時～4時
▶場所：石神井保健相談所▶内容：講
義、実習▶講師：明海大学PDI東京
歯科診療所所長／松田哲▶定員：40
名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3996-0634

高齢者
「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室

　高齢者向け料理本「練馬発わかわ
か かむかむ元気ごはん」の料理を作
ります。　※初めての方には料理本
を差し上げます。
12とも▶定員：20名（先着順）▶
持ち物：エプロン、三角巾▶申込：電
話で介護予防生活支援サービス係☎
5984-4596

場所・講師 日時・費用

1石神井公園区民交流
センター▶講師：NPO法
人クリオネ会員

▶日時：11/29㈬
11：00～13：30
▶材料費：800円

2光が丘区民センター
2階▶講師：食のサポー
ターねりま会員

▶日時：12/8㈮
10：30～13：00
▶材料費：500円

素敵に年を重ねよう～はつらつ
シニアのロコモ体操（転倒予防体操）

▶対象：65歳以上の方▶内容：スト
レッチ・筋力アップ・有酸素運動の
実技指導▶区の担当：健康づくり係
▶申込：電話でスポーツクラブルネ
サ ン ス 練 馬 高 野 台 ☎5372-1006

（月曜を除く午前11時～午後7時）

場所 日時 定員
（先着順）

街
か
ど
ケ
ア
カ
フ
ェ

けやき
（南大泉地域
集会所内）

12/5㈫
10：30～12：00

各20名

12/19㈫
10：30～12：00

つつじ
（中村橋区民
センター内）

12/7㈭
10：30～12：00
12/21㈭
10：30～12：00

こぶし
（ 練 馬 高 野
台駅前地域
集会所内）

12/12㈫
10：30～12：00
12/26㈫
10：30～12：00

光が丘
保健相談所

12/11㈪
14：30～16：00 20名

ル
ネ
サ
ン
ス

東伏見
（西東京市東
伏見3-4-1）

12/8㈮
14：30～16：00

各30名富士見台
（貫井3-12-33）

12/15㈮
10：30～12：00

光が丘
（高松5-8）

12/18㈪
10：30～12：00

子ども・教育❶
パ パ も 赤 ち ゃ ん も 楽 し め
る！ パ パ ビ ク ス と ベ ビ ー
マッサージ
▶対象：首のすわった0歳児と父親　
※母親の参加も可。▶日時：12月9
日㈯午前10時～正午▶場所：平和台
体育館▶内容：運動実技、献立紹介
▶講師：健康運動指導士／加藤有里
▶定員：30組（先着順）▶申込：電話
で北保健相談所☎3931-1347

お知らせ
「東京2

ニー

0
ゼロ

2
ニー

0
ゼロ

公式オリジナル
商品」の販売場所を増やします

　東京2020公式オリジナル商品の
販売場所を増やします。▶販売品目：
ピンバッジ、キーホルダー、ネック
ストラップなど▶問合せ：オリン
ピック・パラリンピック担当係☎
5984-1270

販売場所 営業時間
（年末年始を除く）

我夢舎楽
（区役所西庁舎1階）

平日
9：00～17：00

新産業・観光情報コーナー
（ココネリ3階〈練馬1-17-1〉）9：00～21：00

新石神井観光案内所
（石神井町3-23-8） 9：00～19：00

※ 販売場所によって消費税の取り扱いが
異なりますのでご了承ください。

国民健康保険
11月～来年3月納期分の
納付書を発送

　納付書を11月16日㈭に発送しま
す（口座振替の方・年金からの徴収
のみの方を除く）。納期限は毎月末
日（金融機関が休みの場合は、翌営
業日）です。10月期分以前の納付書
を紛失した方には、納付書を再発行
しますので、こくほ収納係☎5984-
4559へご連絡ください。
　保険料に未納のある方は、こくほ
整理係☎5984-4560へ納付のご相
談をお願いします。

保険料の減額・免除の相談を
　災害や傷病など、特別の事情によ
り保険料の支払いが一時的に難しい
方は、減額・免除の制度があります
ので、ご相談ください。世帯の平均
収入額や預貯金など資産の合計が、
生活保護の基準額の100分の115を
下回る場合は減額・免除を行いま
す。納付期限前の保険料（最大3カ月
分）が対象となります。▶相談先・
問合せ：こくほ資格係（区役所本庁舎
3階）☎5984-4554

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状を持ち、
国公私立幼稚園の正規任用教員とし
て1年以上の経験があり、昭和32年
4月2日以降に生まれた方など　※他
にも対象となる場合があります。詳
しくは、申込書をご覧ください。▶
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：12月4日㈪・5日㈫に本人が
直接、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

看護師などの再就職相談会
～看護職員フェア

　看護師・看護助手などとして、再
就職を希望する方を対象に、区内の
病院や有床診療所などのスタッフが
直接相談に応じます。　※新たに就
職を希望する方の参加も可。▶日時：
11月25日㈯午前11時～午後3時▶
場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶
申込：当日会場へ▶問合せ：医療環境
整備担当係☎5984-1086

介護・障害福祉サービス事
業所「ねりまふくしの仕事
相談・面接会」

　区内の介護・障害福祉サービス事
業所へ就職を希望する方を対象に、
就職相談・面接会を開催します。▶
日時：11月26日㈰午後2時30分～4時
30分（受け付けは午後4時まで）▶場
所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶持ち
物：面接希望事業所分の履歴書（写真
貼付）▶申込：当日会場へ▶問合せ：練
馬介護人材育成・研修センター☎
6758-0145　※参加事業所名など 
詳しくは、同ホームページ（http://
www.nerima-carenet.jp/）をご覧く
ださい。

ボランティア
リサイクルセンターの
ボランティア

　環境やリサイクルに関する講座の
企画・運営や家具販売などの運営補
助を行うボランティアを募集しま
す。　※活動費の支給あり。▶対象：
区内在住で月3回程度活動できる方
▶場所：豊玉・春日町・関町の各リ
サイクルセンター▶採用予定数：各
10名（選考）▶申込：リサイクルセン
タ ー や 同 ホ ー ム ペ ー ジ（https://
www.nerima-rc.jp/）にある応募用
紙に記入の上、12月28日（必着）ま
でに各リサイクルセンター【豊玉☎
5999-3196、春日町☎3926-2501、
関町☎3594-5351】

事業者向け
有料広告を募集
消費者だより「ぷりずむ」

　申し込み方法など詳しくは、区
ホームページをご覧ください。▶掲
載位置：裏表紙▶広告サイズ：縦55
㎜×横185㎜▶料金：3万円▶刷色：
2色（色指定不可）▶発行時期：来年1
月上旬（予定）▶発行部数：2万部▶
配布先：町会・自治会、商店会、区
立保育園・幼稚園、区立施設など▶
申込期限：11月24日㈮▶問合せ：消
費生活係☎5910-3089

住まい・まちづくり
田柄二丁目公園の都市計画
原案がご覧になれます

　意見のある方は意見書を提出でき
ます。また、説明会と公聴会を開催
します。公聴会で公述（意見を述べる
こと）を希望する方は申し出てくださ
い。▶縦覧・意見書提出の期間：11
月13日㈪～12月4日㈪の午前8時30
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■ 第14回ロトンヌ絵画展（油彩・水
彩 な ど ）　11月15日 〜19日 午 前10
時〜午後6時（15日は午後1時から。19
日は午後5時まで）　大泉学園ゆめりあ
ギャラリー　入場無料　例会…月3回
土曜午前9時〜正午　東大泉中央地域
集会所　講師　富樫曻　月会費3,000
円　中台☎090-9957-0373
■ 音楽ボランティアグループ・アー
ル　月曜午後に特別養護老人ホームな
どで演奏会あり　会費無料　江崎☎
080-4200-4915 musicr.group@
gmail.com（要予約）
■ 水墨画　芸墨会　第1・3①土曜②
日曜午後1時30分〜4時30分　①早宮
地域集会所②ココネリ3階　講師　画
家／郭朝勇　①②とも入会金2,000
円、月会費3,000円、教材費月1,000
円　金☎ FAX 6766-5818（要予約）

■ 第27回シャドー写真展「四季折 
々」　11月22日〜26日午前9時〜午後
5時（22日は午後1時から。26日は午
後4時まで）　花とみどりの相談所　入
場無料　例会…第3日曜午後1時30
分〜5時　花とみどりの相談所　年会
費6,000円　月1回関東近郊で撮影会
あり　小野寺☎3577-1426（例会のみ
要予約）
■ フラダンス　マルラニ　オハナ　
フラスタジオ　20〜60代の女性対象　
月3回①水曜午前10時45分〜正午②
金曜午前11時15分〜午後0時30分　
スタジオジョイ（豊玉北）　①②とも 
月会 費4,500円　 堀 川☎080-9678-
1104 malulani1105@gmail.com

（要予約）
■ 学習会「南スーダン日報問題　隠
された真実〜防衛省・自衛隊のこ
れから」　11月26日午後1時45分〜
4時　石神井庁舎5階　講師　ジャー
ナリスト／布施祐仁　入場無料　平
和大会練馬実行委員会・坂本☎080-
4127-5199
■ 自彊術　健寿会　毎金曜午前10
時〜11時30分　はつらつセンター関　

（公社）自彊術普及会公認資格者が指導　
入会金1,000円　月会費2,500円　津
曲☎080-5414-3870（要予約）

■ ねりま教育集会「学校の日常を『見
える化』する〜部活動改革から働
き方改革まで」　12月1日午後6時
30分〜8時45分　ココネリ3階　講師　
名古屋大学大学院准教授／内田良　参
加費500円　東京都教職員組合練馬支
部・田中☎3993-4461
■ 第3回石彩会スケッチ展（水彩画）　
11月14日〜26日午前9時〜午後6時

（14日は午後1時から。26日は午後3
時まで。20日を除く）　石神井公園ふ
るさと文化館　入場無料　例会…毎火
曜午前10時〜午後2時30分　石神井
公園　年会費1,000円　茂木☎090-
1054-2622 m.boyaki1945@ 
docomo.ne.jp
■ ストレッチ・リズムダンス　楓
スポーツクラブ　60歳以上の方対
象　毎木曜午前11時〜午後0時30分　
石神井台地域集会所など　講師　名
波陽子　入会金500円　月会費2,500
円　初回は無料体験可　髙橋☎090-
5535-2945
■ 練馬区と共に70周年記念「日本伝
統文化音楽」〜区内22団体による
太鼓演奏　11月18日午後1時10分〜
3時　区役所アトリウム地下多目的会
議室　入場無料　田中☎090-3137-
2508（要予約）

■ 英会話無料体験会　60歳以上の
初心者対象　①11月21日②12月5日
午後1時30分〜2時30分　サンライ
フ練馬　例会…第2〜4火曜午後1時
30分〜2時30分　サンライフ練馬な
ど　外国人講師が指導　入会金1,000
円　月会費4,200円　エンジョイ英会
話・山田☎080-9893-3905（要予約）
■ 知的発達の診断（知能検査）　2〜
5歳児と保護者対象　11月19日午前
9時〜午後5時　石神井公園区民交流
センター　参加費1,500円　バンビの
家・新井☎3996-0932（要予約）
■ 遊び歌作家鈴木翼のクリスマスコ
ンサート（うた・おどり・パネルシ
アター・絵本）　12月17日午前10 
時30分 〜11時30分　 生 涯 学 習セン
ター　入場料1,500円（14歳以下は500
円 ）　ど きど きなかま☎050-5217-
2354 dokidokinakama@gmail.
com（要予約）
■ 光が丘ハーモニカコンサート　11
月27日午後1時開演　光が丘区民セン
ター3階　入場無料　例会…毎月曜午
前9時30分〜正午　光が丘区民セン
ター5階など　講師　簾藤美与子　入
会金1,000円　月会費1,500円　光が
丘ハーモニー・西沢☎5241-8142
9552hjsr@jcom.home.ne.jp

■ ローズ・リリースイミングクラ
ブ　毎木曜午後1時10分〜3時　三原
台温水プール　入会金1,000円　月会
費2,500円　初回は無料体験可　木内
☎080-1089-4845（要予約）
■ ゆるやか体操　健康太極拳サーク
ル　月4回木曜午前10時20分〜正午　
春日町地域集会所　年会費1,500円　
かまた☎090-6526-3925（要予約）
■ ピラティス・ボールエクササイズ　
ビューティエクササイズ　中高年齢
の女性対象　①第1・3火曜午前10時
30分〜正午②第2・4火曜午前9時〜
10時30分③月1回午後1時〜3時　①
②大泉学園町体育館③大泉北地域集会
所　講師　貫井庸子　①〜③とも会費
1回1,200円　小池☎080-1039-5307

（要予約）
■ ウクレレ　ヤヨイノカイ　初心者
対象　 第2・4火曜午前10時〜正午　
土支田中央地域集会所　月会費3,000
円　初回は無料体験可　能登☎3921-
7676
■ 透明水彩画展　11月14日〜19日午
前10時〜午後6時（14日は午後2時か
ら。19日は午後4時まで）　練馬区立
美術館　入場無料　水光会・高野☎
3924-0465

●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「ねりま区報」の「区民のひろば掲載
申し込みについて」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。

区民のひろば

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。

子ども・教育❷
12月の2歳6カ月児歯科健診

　2歳10カ月頃まで受けられます。
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、歯
ブラシ▶申込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ 受付日時
豊　玉☎3992-1188 1㈮13:00〜15:00
　北　☎3931-1347 8㈮9:00〜11:00
光が丘☎5997-7722 19㈫13:00〜15:00
石神井☎3996-0634 8㈮13:00〜15:00
大　泉☎3921-0217 22㈮9:00〜11:00
　関　☎3929-5381 18㈪9:00〜11:00

小野木学展関連鑑賞プログラム
「トコトコ美術館　テーマ：とり」
▶場所：練馬区立美術館▶内容：小野
木学展の作品鑑賞、読み聞かせ、鳥
をテーマとした工作▶定員：各5組（抽
選）▶申込：往復ハガキまたは電子メー
ルで①講座名（A〜Fの別も）②住所
③参加者全員（お子さん2名、保護者1
名まで）の氏名（ふりがな）・年齢（学生
は学年も）④電話番号を、11月17日（必
着）までに〒176-0021貫井1-36-16　
練 馬区 立 美 術 館 ☎3577-1821
event-museum@neribun.or.jp

対象 日時

3歳以上の未
就 学 児 と 保
護者

A12/2㈯10：30〜12：00
B12/2㈯14：00〜15：30
C12/3㈰10：30〜12：00
D12/3㈰14：00〜15：30

小学1・2年生
と保護者

E12/10㈰10：30〜12：00
F12/10㈰14：00〜15：30

国立・都立・私立小中学校
への入学には届け出を

　お子さんが区立以外の小中学校へ
入学する場合は、届け出が必要です。
▶届け出方法：窓口…入学許可書ま
たは入学承諾書の原本を用意して、
区民事務所または学務課学事係（区
役所本庁舎12階）へ　郵送…区ホー
ムページにある書類に入学許可書ま
たは入学承諾書の原本を同封して、

学務課学事係へ▶問合せ：学務課学
事係☎5984-5659

少年少女大運動会
▶対象：小学3年生以上　※保護者
の参加も可。▶日時：11月23日㈷
午前10時〜午後3時▶場所：光が丘
体育館▶種目：綱引き、大玉送り、
玉入れ、障害物リレーなど▶区の担
当：スポーツ振興課事業係▶申込：体
育館やスポーツ振興課（区役所本庁
舎8階）にある申込用紙をご覧の上、
11月17日（必着）までに練馬区体育
協会☎5393-5420

講座・催し
講演会「身近な診療所にお
ける発達支援」＝こども発達支
援センター地域支援事業＝

▶日時：12月9日㈯午後1時30分〜3時
30分▶場所：サンライフ練馬▶講師：
飯島医院院長／飯島健志▶定員：70
名（先着順）▶申込：ハガキまたはファ
クス、電子メールで①講演会名②氏
名③電話番号を、12月6日（必着）まで
に〒179-0072光が丘3-1-1　こども
発達支援センター☎3975-6251 FAX

3975-6252 kodomohattatu@
city.nerima.tokyo.jp

年忘れ大泉寄席
▶対象：小学生以上▶日時：12月10
日㈰午後1時〜3時▶場所：大泉図書
館▶出演：大泉落語研究会▶定員：
50名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3921-0991

大泉町福祉園・かたくり福
祉作業所の施設公開
▶日時：11月22日㈬Ⓐ午前10時〜
11時30分Ⓑ午後1時30分〜3時▶場
所・問合せ：大泉町福祉園☎5387-
4681 FAX 5387-4683、かたくり福
祉作業所☎5387-4610 FAX 5387-
4612▶内容：施設見学、製品販売な
ど▶申込：当日会場へ

大泉かたくりギャラリー
▶日時：11月25日㈯午前10時〜午
後3時▶場所・問合せ：かたくり福
祉作業所☎5387-4610 FAX 5387-
4612▶内容：ちぎり絵や絵画、手
作り品の展示、ちぎり絵体験（費用
100円）など▶申込：当日会場へ

勤労福祉会館の講座
1〜3とも▶場所：勤労福祉会館▶申
込：111月27日㈪212月2日㈯36
日㈬までに電話で同所☎3923-5511
1発酵教室～みそ作り
▶日時：12月1日㈮Ⓐ午前10時30
分〜午後0時30分Ⓑ午後1時30分〜
3時30分▶講師：発酵ライフアドバ
イザー／原田浩子▶定員：各16名

（先着順）▶費用：2,000円
2楽しさいっぱいのお菓子教室
▶日時：12月9日㈯Ⓐ午前10時〜午後
0時30分Ⓑ午後1時〜3時30分▶献
立：シフォンケーキ▶講師：東京多摩調
理製菓専門学校講師／中村俊雄▶定
員：各20名（先着順）▶費用：2,000円
3元気はつらつ生活講座～脳を若
く保つヒント
▶日時：12月12日㈫午後1時30分
〜3時30分▶講師：介護福祉士／志
寒浩二▶定員：36名（先着順）

聴導犬がやってくる
▶日時：12月17日㈰午後2時〜4時
▶場所：貫井図書館▶内容：聴導犬の
仕事や育成方法の紹介、実演▶講師：
日本聴導犬推進協会／神嶋千晶▶定
員：40名（先着順）▶申込：電話で同
所☎3577-1831

歩 い て 自 然 を さ が す 教 室
「タネの旅と木の実さがし」
▶日時：11月26日㈰午前10時〜正
午▶場所：花とみどりの相談所周辺
の公園▶講師：（公財）日本自然保護
協会自然観察指導員／川上典子▶定
員：30名（先着順）▶保険料：50円▶
申込：電話で花とみどりの相談所☎
3976-9402

牧野記念庭園  初冬の植物観察会
▶日時：11月23日㈷Ⓐ午前10時〜
11時30分Ⓑ午後1時30分〜3時▶
場所：牧野記念庭園▶定員：各16名

（先着順）▶申込：電話で花とみどり
の相談所☎3976-9402

包丁研ぎをしませんか
▶対象：18歳以上の方▶日時：12月9
日㈯Ⓐ午前10時〜正午Ⓑ午後1時30
分〜3時30分▶場所・問合せ：関町リ
サイクルセンター☎3594-5351▶費
用：1本100円▶持ち物：包丁　※2本
まで。パン切り包丁、ハサミは不可。
▶申込：当日会場へ

パネル展「女性への暴力をなく
すために」＝11月12日～25日は女
性に対する暴力をなくす運動期間＝

▶日時：11月26日㈰までの午前8時
45分〜午後8時▶場所：区役所本庁
舎2階通路▶問合せ：人権・男女共
同参画課☎5984-1497

スポーツ
初心者スポーツ教室　ぜん
そく児水泳
▶対象：気管支ぜんそく（ぜんそく気
味も含む）に悩む4歳児〜小学4年生
で、医師にこの教室への参加を認め
られたお子さん　※当選後に医師の
健康調査書が必要です。▶日時・場
所：Ⓐ12月18日〜来年3月26日の毎
月 曜 午 後4時 〜6時【1月1日・8日、
2月12日、3月12日 を 除 く。11日
制】…中村南スポーツ交流センター
Ⓑ1月11日〜3月29日の毎木曜午後
3時30分〜5時30分【12日制】…上石
神井体育館▶定員：各55名（抽選）▶
申込：往復ハガキで①教室名（ⒶⒷの
別も）②住所③氏名（ふりがな）④年
齢（学生は学年も）⑤性別⑥電話番号
⑦保護者の氏名を、11月21日（必着）
までに〒176-8501区役所内スポー
ツ振興課事業係☎5984-1947
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ミニガイド
◆世界で活躍するトランポリン選手
トークショー＆交流会～オリンピック出
場選手の中田大輔さんと伊藤正樹さん
▶日時：11月23日㈷午後4時30分〜6
時▶場所：ホテルカデンツァ光が丘（高
松5-8）▶定員：100名（先着順）▶申込：
電話または電子メールで①催し名②代
表者の氏名・電話番号③参加人数を、
東 京 商 工 会 議 所 練 馬 支 部 ☎3994-
6521 nerima@tokyo-cci.or.jp
◆旭出学園　勤労感謝祭▶日時：11
月23日㈷午前10時30分〜午後0時45
分▶内容：織物・陶芸・木工製品など
の販売、模擬店など▶問合せ：旭出生
産福祉園☎3925-6166
◆普通救命講習会　12とも▶内
容：心肺蘇生（そせい）法、AED（自動体
外式除細動器）操作方法など▶テキスト
代：1,400円▶申込：電話で各消防署へ
1練馬消防署☎3994-0119▶日時：
12月8日㈮午前9時〜正午▶定員：30
名（先着順）
2石神井消防署石神井公園出張所（石
神井町2-16-1）☎3995-0119▶日時：
12月17日㈰午前9時〜正午▶定員：20
名（先着順）
◆親子茶道教室▶対象：小中学生と保
護者▶日時：11月25日、12月9日・16
日、来年1月13日・27日、2月10日の
土曜午後2時〜4時【6日制】▶場所：石
神井東小▶定員：20名（先着順）▶費用：
1人2,000円▶申込：電話または電子
メールで①住所②氏名③電話番号を、
練馬の茶の湯・宇野澤☎090-4389-
3310 kouwasha2@docomo.
ne.jp
◆師走の川崎大師周辺を歩く▶日
時・場所：12月24日㈰午前10時京急
本線京急川崎駅集合〜旧東海道川崎宿
〜午後3時川崎大師解散（約4㎞）▶定
員：40名（先着順）▶保険料など：500円
▶申込：往復ハガキで①催し名②郵便
番号③住所④氏名⑤年齢⑥性別⑦電話
番号を、12月1日（必着）までに〒177-
0044上石神井1-32-37　SSC上石神
井☎3929-8100（問い合わせは月・水・
金曜午後3時まで）

◆講演会とシンポジウム～学童保
育を考える練馬のつどい▶日時：11
月23日㈷午後1時〜5時▶場所：男女
共同参画センターえーる▶講師：都留
文科大学教授／田中昌弥▶定員：80名

（先着順）▶資料代：100円▶申込：当日
会場へ▶問合せ：実行委員会・古澤☎
090-1839-1485
◆東京都自立支援協議会セミナー
「超高齢社会における障害者と家族」
▶日時：12月8日㈮午後1時30分〜4時
30分▶場所：都庁大会議場（第1本庁舎
5階）▶定員：500名（抽選）▶申込：障害
者施策推進課または東京都心身障害 
者福祉センターホームページ（http://
www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/shinsho/）にある申込書に記入の
上、11月21日㈫までに東京都心身障
害者福祉センター☎3235-2952 FAX
3235-2957
◆有栖川宮記念公園と麻布の10の
大使館めぐりウォーク▶日時・場所：
12月10日㈰午前9時都営大江戸線赤
羽橋駅集合〜イタリア大使館〜有栖川
宮記念公園〜ドイツ大使館〜午後0時
30分都営大江戸線麻布十番駅解散（約
6㎞）▶保険料など：500円▶申込：往
復ハガキで①催し名②参加者全員の住
所・氏名・年齢・性別・電話番号を、
11月27日（必着）までに〒177-0032
谷原4-15-12　練馬区ウオーキング協
会・鯉渕☎5372-1559（問い合わせは
午後3時〜6時）

献血にご協力を
▶問合せ：東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所☎0422-32-1100
◆ホテルカデンツァ光が丘（高松
5-8）▶日時：11月21日㈫午前10時〜
11時30分・午後1時〜4時
◆大泉第二小▶日時：11月23日㈷午
前9時30分〜午後1時30分

朝・夕・青空市
◆光が丘いちょう並木通り▶日時：
11月12日㈰午前10時〜午後3時▶問
合せ：北中☎3995-4924
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
11月15日㈬午前10時〜午後7時▶問
合せ：林☎3991-0888
◆早宮商店街▶日時：11月17日㈮・
18日㈯午後3時〜6時▶問合せ：山﨑☎
3993-3388

家族介護者教室
　区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：在宅療養係☎5984-4597
◆手と脳をつなぐ脳トレ▶日時：11
月25日㈯午後2時〜4時▶場所：介護老
人保健施設ミレニアム桜台▶内容：講
義、実技▶定員：20名（先着順）▶申込：
電話で同所☎5946-5508
◆学ぶ・口腔（こうくう）ケア▶日
時：11月25日㈯午後1時〜3時▶場所：
デイサービスセンターフローラ石神井
公園▶内容：講義▶定員：15名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3996-6600
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：11月25日㈯午後1時30分〜3時▶
場所：練馬デイサービスセンター▶内
容：講義▶定員：20名（先着順）▶申込：
電話で同所☎5984-1701
◆これからの身体（からだ）づくり～
脳トレエクササイズと筋力エクササ
イズ▶日時：11月26日㈰午前10時〜正
午▶場所：光陽苑デイサービスセンター
▶内容：講義、実技▶定員：30名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3923-5264

花とみどりの展示会
◆第15回花模様の会展▶日時：11
月15日㈬〜19日㈰午前9時〜午後5時

（15日は午後1時から。19日は午後4
時まで）▶場所・問合せ：花とみどりの
相談所☎3976-9402

子どものための講座
　区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：育成支援係☎5984-1292

子育て学習講座
◆クリスマスクッキング～シュトー
レン風ケーキを作ろう!▶対象：子育
て中の方など　※お子さん連れ可。▶
日時：11月30日㈭午前10時〜正午▶場
所：光が丘区民センター2階▶定員：15
組（先着順）▶費用：1人500円▶持ち物：
エプロンなど▶申込：電話で子育ちプレ
イスふわり・松本☎090-7243-6967

（午前9時〜午後5時）
ねりま遊遊スクール

◆葉っぱでアート～貼り絵づくり▶
対象：4歳児〜小学生と保護者▶日時：
11月23日㈷午前10時〜正午▶場所：
光が丘公園▶定員：20名（先着順）▶費
用：1人500円▶申込：電話で子どもと
楽しむネイチャー＝アート研究会・太

田☎3921-6994（午前9時〜正午）
◆かわいいクリスマスリース作り
▶対象：小学3年〜中学生▶日時：11月
25日㈯午後1時30分〜3時▶場所：貫
井地区区民館▶定員：20名（先着順）▶
費用：500円▶申込：電話でフラワーア
レンジクレエ・長谷川☎090-2913-
0748（午後6時〜9時）
◆こどものためのヨガ＆アロマテ
ラピー▶対象：小学生▶日時：11月26
日㈰①午前9時30分〜10時30分（ヨ
ガ）②午前10時45分〜正午（アロマテ
ラピー）▶場所：男女共同参画センター
えーる▶定員：①20名②30名（先着順）
▶費用：500円▶申込：電話でオレンジ
スイート・立山☎3997-4383（平日午
後5時〜7時）
◆バドミントンを楽しもう！▶対象：
小学3〜6年生▶日時：11月26日㈰午
前9時〜正午▶場所：中村中▶定員：25
名（先着順）▶費用：100円▶企画：中村
中バドミントン部▶申込：電話で同所
☎3990-4436
◆くるくる紙をまいて作るクリスマ
スかざり▶対象：5歳児〜小学生　※
未就学児は保護者同伴。▶日時：11
月26日㈰午前10時〜正午▶場所：立
野地区区民館▶定員：20名（先着順）
▶費用：300円▶申込：電話でわいわ
い・ワーカーズ・立野・示村☎3594-
1030（午後8時〜9時）
◆親子で和太鼓をたたきましょう！
▶対象：3歳児〜小学生と保護者▶日
時：12月2日㈯午前10時〜正午▶場所：
小竹小▶定員：20組（先着順）▶申込：
電話で小竹小図書館開放部・小馬☎
090-6927-9750（午後5時〜9時）
◆親子でたのしむ　うたあそびこ
んさーと▶対象：未就学児と保護者
▶日時：12月3日㈰午前11時〜正午▶
場所：生涯学習センター▶定員：300
名（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合
せ：練馬区保育園父母連合会・岩城☎
3992-6846（午前9時〜午後9時）

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。
◆大泉井頭公園（東大泉7-34-1）▶日
時：12月3日㈰午前9時〜正午（雨天中

止）▶申込先：〒177-0045石神井台
8-23-21　グループ・ミモザ☎090-
5788-4578（抽選30店）
◆石神井公園区民交流センター（石
神井町2-14-1）▶日時：12月3日㈰午前
10時〜正午▶申込先：〒177-0041石
神井町2-14-1　練馬区消費生活セン
ター運営連絡会☎3996-6351（先着
20店。問い合わせは月・水・金曜午
前10時〜午後3時）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
▶日時：12月3日㈰午前10時〜午後0
時30分（雨天中止）▶申込先：〒176-
0001練馬2-22-13　リサイクル・タ
ンポポ☎090-5423-8684（先着80店。
問い合わせは午後7時〜9時）
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
12月3日㈰午前10時〜午後1時（雨天
中止）▶申込先：〒178-0065西大泉
3-25-6　 佐 藤 茂 登 子 ☎080-2256-
4508（先着150店。問い合わせは平日
午後0時30分〜3時）
◆さくらの辻公園（上石神井3-19-
10）▶日時：12月10日㈰午前9時〜正
午（雨天中止）▶申込先：〒177-0045
石神井台5-3-17　佐野めぐみ☎090-
4052-8877（抽選100店）

学校応援団・開放まつり
▶申込：当日会場へ▶問合せ：学校応援
団・開放係☎5984-1057
◆豊玉東小▶対象：小中学生▶日時：
11月18日㈯午前10時〜正午（午前9時
30分開場）▶内容：将棋の初心者教室
とトーナメント戦▶講師：棋士／遠山
雄亮▶定員：30名（先着順）▶持ち物：上
履き
◆早宮小▶日時：11月23日㈷午前10
時〜正午▶内容：カレーの提供、グラ
ウンドゴルフ、手作り工作など▶持ち
物：どんぶり、スプーン、上履き
◆大泉桜学園▶日時：11月26日㈰午
前9時30分〜午後0時30分▶内容：巨
大迷路、ストラックアウト、風船割り
ゲーム▶持ち物：上履き
◆豊溪小▶日時：11月26日㈰午前9時
30分〜午後1時30分▶内容：お茶会、
スポーツコーナー、手作りコーナーな
ど▶持ち物：上履き
◆南田中小▶日時：12月2日㈯午前
11時30分〜午後3時▶内容：ピンポン
カップインゲーム、たこ上げ、ストラッ
クアウトなど▶持ち物：上履き

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。

情報あらかると

おいしいお茶の季節に、煎茶　花摘　をどうぞ。 高野園おいしいお茶
花摘

〒176-0001 練馬区練馬1-23-2
でんわ03-3991-1360 ®登録

商標

全国へ

海外へ
お届け致
します。

練馬本店
滝山店広告

※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。

練馬の多様な生きものたち

地球温暖化防止月間講演会

　地球温暖化の影響により、練馬区
の自然や生き物が今後どのように変
化するのかを解説します。　※参加
者に記念品を差し上げます。
▶対象：小中学生と保護者▶場所：区
役所アトリウム地下多目的会議室▶
講師：㈱生態計画研究所上席研究員／
中村忠昌ほか▶定員：100名（先着順）
▶申込：電話またはファクス、電子
メールで①講演会名②代表者の住
所・氏名・電話番号③参加人数④お
子さんの学年⑤質問（ある方のみ）を、
ねり☆エコ事務局☎3993-8011 FAX

3993-8070 info@nerieco.com

12/3日
10：00〜12：00 　お笑い芸人によるライブや、元ス

ピードスケート選手で長野オリン
ピック銅メダリストの岡崎朋美さん
によるトークショーを行います。 
▶場所：中村南スポーツ交流センター
▶定員：240名（先着順）▶申込：電話
で同所☎3970-9651

区民交流事業

よしもとお笑いライブ＆
岡崎朋美トークショー

岡崎朋美大西ライオン

12/10日
13：00〜14：30

▶日時：11月15日㈬午後0時15分〜0時45分▶場所：区役
所アトリウム▶曲目：J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲第1
番より プレリュードなど▶出演：金田直道（ファゴット）
ほか▶問合せ：（公財）練馬区文化振興協会☎3993-3311　
※事前の申し込みは不要です。
※車での来場はご遠慮ください。

11/15水 入場無料

アトリウムミニステージ
第251回

講師はNHKラジオ
「夏休み子ども科学電話相談」
でおなじみの中村先生
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ふるさと納税によって失われた
区の住民税の額

ふるさと納税でなぜ住民税が減る？
〜そもそもふるさと納税とは?

失われる練馬区の住民税はなんと約12億円！
ふるさと納税について
考えてみませんか
　ふるさと納税によって失われた練馬区の住民税（特別区民税・都民
税）は、平成27年度は約1億2000万円、28年度は約6億7000万円と
年々拡大しており、29年度は12億円を超える見込みです（＝右図） 。
この状態が続くと、区の財政運営に支障をきたしかねない深刻な状況
です。今一度、ふるさと納税について考えてみませんか。
問合せ 財政担当係☎5984-2465
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5年で
約37倍！

特　集8 平成29年（2017年）11月11日  

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。広告

　地方の活性化は国が責任をもって行うべき施策であり、他の自治体の住民税を財源にして行うべきではありませ
ん。現在の仕組みでは、自治体間で住民税を奪い合うだけで、地方活性化の根本的な解決には至りません。ふるさと
納税は、地方活性化のための施策を応援するための仕組みとするべきです。また、少なくとも住民税から差し引くの
ではなく、全額、国税から差し引くべきです。
　区は、税や寄付制度の原点に立ち返った制度の見直しを、国に強く求めていきます。

早急に制度の

見直しを！

　ふるさと納税は、「自分が生まれ育った故郷へ恩返しをする」名目で、国
が地方の活性化のために作った制度です。「ふるさと」の自治体に寄付をす
ると、そのほぼ全額が、現在住んでいる自治体に納めるべき住民税や、国税
である所得税から差し引かれ、支払わなくて済む仕組みになっています。
　これは明らかに住民税本来の趣旨を逸脱するものです。しかも自分の「ふ
るさと」ではない自治体への寄付でも対象になるため、さまざまな自治体が
豪華な返礼品を用意して寄付を募る「返礼品競争」が過熱しています。その
結果、居住する自治体の住民税が大きく減少しています。

ふるさと納税をすると…
区の住民税が他の自治体へ
流出します

区の財源となる
住民税

　自治体は、区民の皆さまが納める住民税などの税金で、
学校・保育園の運営やごみの収集、道路や公園の維持管理
など、さまざまな公共サービスを提供しています。
　住民税が他の自治体に贈られ、居住している自治体から
減額される現在のふるさと納税の仕組みは、明らかに住民
税の趣旨から逸脱しています。

住民税は、区民の皆さまに
サービスを提供するための
貴重な財源です

住民税で公共サービスが
成り立ちます

公共サービス

住民税
区民 区




