
【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。

第一回区議会定例会で前川区長が所信を表明

　2月8日、平成29年第一回区議会定例会の本会議で
前川燿男区長が所信を表明しました。その中で区長は、
平成29年度当初予算案の概要や子ども・子育て施策、

福祉・医療の充実などについて述べました。
　ここではその内容を紹介します。全文は、区ホーム
ページでご覧になれます。

豊かで美しいまち練馬の実現へ

　３月１日㈬から、午後５時30分に
流れます。

▼問合せ：青少年係☎5984-4691

　この４月末、区長に就任して４年目に入ります。
区民の皆様にお約束した「改革ねりま」を実現する
ため、夢中で仕事をしているうちに瞬時に時が経
過した、というのが私の実感です。この間、新し
い施策の体系を示した「みどりの風吹くまちビジョ
ン」と、これを実現する「区政改革計画」を策定し、
実行に移しました。政策と区政運営の両面で手応
えを感じ始めています。
　今年は、練馬区が独立して70周年という記念す
べき年です。来月26日の「練馬こぶしハーフマラ
ソン」を幕開けに、年間を通して、区民参加と協働
による様々な記念事業を展開していきます。

　平成29年度当初予算案は、区民サービスの充実
と持続可能な財政運営を図り、「改革ねりま」を更に
進めるものです。アクションプランおよび区政改

革計画を着実に推進することを基本に、子ども、
高齢者、障害者などの分野で新規事業も積極的に
予算化しました。
　一般会計予算額は、約2515億円です。限りあ
る財源を、福祉、医療など現在の区民のニーズに
応えるもの、子育て支援、教育、都市基盤整備な
ど未来への投資となるものに、適切に配分しまし
た。また、新たに施設整備基金の目標額を定め、
その確保に向けた積立を計上しました。

●待機児童解消後の保育サービスの充実
　本年４月の待機児童解消に向け、「保育所待機児
童ゼロ作戦」に全力で取り組んでいます。待機児童
解消後も、様々な子育ての形を選択できるよう、
保育サービスを更に充実します。0歳から2歳児に
特化した私立認可保育所1カ所と、小規模保育所3
カ所を新たに整備するとともに、3歳児以降の保
育の受け皿である「練馬こども園」を拡大します。
サービス向上のため、引き続き区立保育園の委託

民営化に取り組んでいきます。
　認可保育所の保育料改定による増収分を活用し、
保育施設の新規整備や保育士の処遇改善、ひとり
親世帯と障害(児)者世帯の保育料軽減の拡充を実
施します。また、私立幼稚園の入園料補助や認証
保育所の保育料補助を増額します。
●支援が必要な子どもへの取り組み
　相対的な貧困率が高い、ひとり親家庭への支援
を充実します。区独自の新たな施策として、生活、
就労、子育ての3つの支援策をパッケージ化して
各家庭に提供する、「ひとり親家庭自立応援プロ
ジェクト」を4月から開始します。長期的なライフ
プランの設計支援、資格取得を促進するための給
付金の増額、家庭訪問型の学習支援などに取り組
みます。
　就学援助世帯の中学３年生については、学力向
上の勉強会を充実し、不登校などの子どもについ
ては、スクールソーシャルワーカーを増員して相
談体制を強化します。

はじめに

平成29年度当初予算案編成
の基本的考え方

子どもの成長と子育ての
総合的な支援

夕べの音楽の放送
時刻が変わります

施設名・所在地 定員
上石神井保育園（上石神井4-21-3） 15名
豊玉第三保育園（豊玉南3-32-37） 10名
アンジェリカ田柄保育園（田柄1-6-3）  3名
光が丘わかば保育園（光が丘7-6-19） 10名
ねりまさくらさくほいくえん（豊玉北4-33-17）  5名
ナーサリールームベリーベアー練馬（練馬1-17-1 ４階）  6名
にじいろ保育園平和台（平和台1-31-9）  3名
にじいろ保育園中村一丁目（中村1-15-29）  5名
心羽えみの保育園石神井台（石神井台3-36-10）  8名
北大泉幼稚園（大泉町2-46-6） 12名
光が丘むらさき幼稚園（光が丘3-3-5） 12名
光が丘さくら幼稚園（光が丘2-4-8） 12名

長時間の預かり保育を行う私立
幼稚園「練馬こども園」。
待機児童解消に貢献しています。

2面へ続く
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※生活保護受給世帯は免除。
※児童扶養手当受給世帯は利用料金から1万円減額。
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●育児の孤立化・児童虐待の防止と子育て支援
　家庭が崩壊し遺棄された子ども、虐待された子
ども、いわれなき貧困に苦しむ子どもは、最も不
幸な存在であると考えています。こうした子ども
たちの福祉を守るためには、区の子ども家庭支援
センターによるきめ細やかな支援と、都の児童相
談センターによる広域的・専門的な支援との連携
が不可欠です。
　都の児童相談センターとの共同による新たな事
業を開始します。子ども家庭支援センターに専門
相談員を配置し、見守りが必要な家庭への継続的
な訪問支援を、都と共同して開始します。区職員
を都の児童相談センターに派遣し、また、都職員
が区のケース会議等に参加する仕組みとします。
育児不安や育児疲れがある家庭の児童を、最長
14日間保護するショートステイ事業を開始し、
都と情報を共有しながら安心して育児ができる環
境を整えます。
　また、「すくすくアドバイザー」を増員し、保健
相談所と連携した子育て相談の体制を強化してい
きます。

●地域包括ケアシステムと介護予防
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
るためには、医療・介護・予防・住まい・生活支
援が一体的・継続的に提供される、地域包括ケア
システムを確立することが必要です。現在の高齢
者相談センターの本所・支所体制を、25カ所の
本所に再編し、名称を「地域包括支援センター」に
改めます。29年度から移行準備を進めて、30年
度から新体制とし、医療と介護が連携した相談支
援を充実します。職員を各センター2名増員して、
区民ボランティアと連携した、ひとり暮らし高齢
者などへの訪問支援を開始します。
　介護予防を充実するため、出張所跡施設に「街
かどケアカフェ」を２カ所増設するほか、地域集
会所等で相談や介護予防体操などを行う、出張型
の街かどケアカフェ事業を開始します。高齢者と
地域活動団体のマッチングを行う「はつらつシニ
アクラブ」の会場を10カ所に増やします。
　これまでの誘致に向けた様々な努力が実り、来
年度、新たに2つの特別養護老人ホームが開設さ
れ、更に2施設が整備に着手する運びとなりまし
た。介護施設における軽作業の担い手として、元
気高齢者に活躍して頂く事業を新たに開始しま
す。
　地域包括ケアシステムを確立する上で、医療の
分野においては、回復期リハビリテーション病床
や地域包括ケア病床が重要な役割を担います。本
年4月、大泉学園町に回復期リハビリテーション
を行う「ねりま健育会病院」が開院し、介護老人保
健施設が併設されます。また、栄町の「浩生会ス
ズキ病院」が、病床の約半数を地域包括ケア病床
に変更することとなりました。
　これらの取り組みにより、地域包括ケアシステ
ムの確立に向けた道が開けました。
●地域医療の充実
　区における人口10万人あたりの一般・療養病
床数は、23区平均の3分の1に過ぎません。　
　昨年7月には、「東京都地域医療構想」が示され、
30年に改定する保健医療計画で、基準病床数を
見直す予定としています。29年度に設置する医
療施策検討委員会で、区内の病床数の増加を目指
して対応策を検討していきます。
　順天堂練馬病院の増築・改修については、29

年度に基本・実施設計を行い、33年3月の完成を目
指します。90床の増床に加え、区民要望が高い救
急医療や周産期医療、がん治療センターなど、医療
機能を拡充します。また、新たに三次救急や災害
拠点病院としての機能を充実するため、更なる増
築について関係機関との協議を進めていきます。
　練馬光が丘病院は、建設から30年以上が経過
して老朽化が進み、加えて建物が狭

きょう

隘
あい

なため、最
新の医療機器の導入が困難であるなど、医療機能
の拡充に支障をきたしています。移転改築によっ
て、救急医療や高齢化に伴う疾患への対応を充実
し、あわせて増床を実現します。
　また、働く世代の健康づくりを応援するため、
練馬区オリジナルの健康管理アプリの提供を始め
ます。

●障害（児）者施策の充実
　障害（児）者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられるようにする上で、医療的ケアが必要な
方への支援が重要な課題になっています。
　心身障害者福祉センターに児童発達支援事業所
を誘致し、医療的ケアが必要な未就学の重症心身
障害児等に、早期から必要な療育を実施します。
小学校や学童クラブで、日常的に痰

たん

の吸引などが
必要な子どもたちが安心して過ごせるよう、新た
に看護師を配置することとしました。医療的ケア
が必要な重度障害者がグループホームで生活し続
けることができるよう、看護師などを配置する際
の人件費補助制度を創設します。
　また、重度障害者グループホームの整備を推進
するため、整備費補助の拡充に取り組みます。
　桜台駅や富士見台駅など区内５駅でホームから
の視覚障害者の転落を防止するため、内方線付き
点状ブロックを設置します。
●福祉事務所の体制強化
　経済的な自立、日常生活の自立、社会生活の自
立を総合的に促進するため、ケースワーカーを大
幅に増員します。各福祉事務所が自立に向けた支
援業務に専念できるよう、施策の企画・調整は本
庁の組織が担うこととし、新たに「生活福祉課」を
設置します。

　練馬区では、道路や鉄道、公園など都市インフ
ラの整備が立ち遅れたまま市街化が急激に進みま
した。その一方で、多くの農地など、みどり豊か
な環境が残されています。練馬区の潜在力を花開
かせる道筋を確かなものとすることが、現在を生
きる私たちの責務です。
●「(仮称)都市のグランドデザイン」の策定
　未来を見据えたまちづくりは、区民と目標を共
有し、共に力を合わせて進めなければなりません。
その道しるべとなる、「（仮称）都市のグランドデザ
イン」の検討に着手します。
　区政百年に向けて、技術革新やライフスタイル

の変化など未来の社会状況を見通し、みどりを
活
い

かしたまちづくり、道路・鉄道や公園など都
市インフラの整備、駅周辺の拠点整備などによ
る、夢のあるまちの姿をお示ししたいと考えて
います。
●都市計画道路整備と連続立体化の推進
　都市計画道路は、交通の円滑化のみならず、災
害時における避難経路の確保や豊かなみどりの創
出など、区民生活を支える多様な機能を担ってい
ます。昨年３月に策定した「第四次事業化計画」に
基づき、着実に整備を進めていきます。外環の2
や補助135号線、補助232号線などの整備に、地
域のまちづくりとあわせて取り組みます。
　交通渋滞や地域分断を解消するため、西武新宿
線の連続立体交差化を積極的に進めます。鉄道と
交差する都市計画道路の整備を推進するととも
に、上石神井駅、武蔵関駅、上井草駅の3駅周辺
のまちづくりに取り組み、地元の皆様とともに事
業主体となる東京都に鉄道立体化の早期実現を求
めていきます。
　無電柱化は、良好な景観の創出や快適な歩行空
間の確保、防災性の向上に大きく寄与するもので
す。区では、「無電柱化推進計画」を29年度中に策
定します。新たに整備する都市計画道路や生活幹
線道路に加えて、これまで課題であった歩道の狭
い既存道路などを含め、優先的に取り組む路線や
エリアを選定し、計画的に無電柱化を進めていき
ます。

●大江戸線の延伸
　大江戸線の延伸は、国と都の計画において、整
備に向けた明確な位置付けを得ることができまし
た。今後は、区が積極的に役割を果たしていかな
ければなりません。29年度は、大江戸線延伸推
進基金を更に積み増し、課題とされている費用負
担のあり方などについて、都との具体的な協議を
進めます。これと併行して、新駅周辺のまちづく
りに精力的に取り組み、早期着工を目指します。

●都市農業の振興
　来場者が自分の手で果実を採ったり、購入でき
る農園を新たに「練馬果樹あるファーム」と位置付
け、周知していきます。来年度はモデルケースと
して、カキ、ミカンなどの栽培を始める４カ所の
農園の整備を支援します。
　「ねりマルシェ」は、今年度これまでに延べ19
回開催され、いずれも盛況となっています。３月
から、新たに石神井公園駅前で西武鉄道の主催す
るマルシェも始まります。農業者と商業者が結び
つき練馬産農産物の魅力を伝え、ブランド力を高
める場としていきます。
　31年度に開催する世界都市農業サミットにつ

第一回区議会定例会で前川区長が所信を表明 （  面から続く）

福祉・医療の充実

安全・快適な都市の実現に
向けた基盤整備

練馬区の魅力を楽しめる
まちづくり

様々な施策で地域医療を充実させます

無電柱化により快適な歩行空間を確保し、防災性が向上した
都市計画道路補助132号線（石神井町二丁目周辺）
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いては、参加都市を29年度の早い時期に決定し、
区議会、区民の皆様のご意見、ご協力を頂きなが
ら、準備を進めていきます。
●みどりあふれる特色ある公園の整備
　本年３月、特色ある２つの公園を開園します。
　まず、カタクリの里「清水山の森」です。23区
唯一の大規模なカタクリの群生地がある憩いの森
を、「みどりを育む基金」の初の活用により取得し
て開園します。整備にあたっては、トイレなどの
人工物をできるだけ作らず、自然を残した公園づ
くりを行いました。
　次に、「中里郷土の森緑地」です。ケヤキなどの
大木からなる屋敷林を活かし、園内の流れで育て
たホタルを観察できるようにします。森の学習棟
を拠点に体験型事業を開催します。

●文化・スポーツの振興
　区立美術館は、大規模改修の時期を迎えていま
す。展示室の拡充、バリアフリー化などを、サン
ライフ練馬との一体的な活用によって実現する考
えです。2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックで来訪する国内外の方々に、披露できるよ
うにしていきます。
　本年12月には「（仮称）ユニバーサルフェスティ
バル」を実施します。70周年を契機として、文化
やスポーツなどの各種イベントを集中して行うこ
とにしました。昨年開始した「ユニバーサルスポー
ツフェスティバル」は、開催日を２日間に増やし、
内容を更に充実させていきます。大谷康子さんの
プロデュースにより、子どもたちを中心に、障害
や年齢、国籍の違いを超えた演奏会「Nerimaユ
ニバーサルオーケストラコンサート」を開催しま
す。
　また、大泉さくら運動公園に、車いすに対応し
た庭球場を新たに整備し、大泉学園町体育館では、
車いすスポーツに適合した床への改修を行いま
す。大泉学園町希望が丘公園運動場では、庭球場
に照明設備を設置します。練馬総合運動場につい
ては、区内初の公認陸上競技場を有する運動公園
として整備し、インフィールドは人工芝のグラウ
ンドとして、サッカーやラグビーなどに利用して
頂きます。

　今年練馬区は、独立して70周年を迎えました。
人口わずか11万人であった練馬区が、72万人を
超える大都市へと成長しました。区政改革を着実
に進めることにより、練馬区はこれからも更に大
きく発展するものと確信しています。
　私は、70周年を新たなスタートとして、改革
を更に一歩前に進め、未来に向けた夢のあるまち
づくりに、本腰を入れて取り組みたいと考えてい
ます。区議会の皆様と手を携え、区民の皆様と力
を合わせて、豊かで美しいまち練馬を実現し、次
の世代に引き継いでいく決意です。

　エコライフチェックは、身近な行動から二酸
化炭素排出量を減らし、地球温暖化対策を実践
する試みです。昨年10月に行った、小中学生な
ど４万355名と事業所によるエコライフチェッ
クの取り組みの結果、3.41ｔの二酸化炭素排出
量を削減できました。詳しい結果は、区民事務
所（練馬を除く）、出張所、図書館（関町を除く）、
リサイクルセンター、環境課
（区役所本庁舎18階）で配布
しています。また、区ホーム
ページでもご覧になれます。
▶問合せ：環境課地球温暖化
対策係☎5984-4705

　３月12日㈰に道路交通法が改正されます。対象
となる違反を起こした75歳以上の運転者は「臨時
認知機能検査」を受け、その結果、認知機能が低下
し、運転に影響すると判断された場合に「臨時高齢
者講習」が実施されることになりました。この機会

に運転免許の自主返納もご検討ください。
　また、車両総重量7.5トン未満の自動車を運転
できる「準中型免許」が新設されます。詳しくは、
お問い合わせください。▶区の担当：安全対策係
▶問合せ：警視庁運転免許本部☎6717-3137

おわりに

　区は、周囲の生活環境に著しく悪影響を及ぼしている空き家やいわゆる「ごみ屋敷」の問題を
解決し、区民の良好な生活環境を確保することを目指した「練馬区空き家等対策計画」を策定し
ました。また、計画に基づいた取り組みを示した条例の骨子案が
まとまりましたので、区民の皆さまからご意見を伺います。

　計画に基づき、空き家の発生予防や有効活
用、所有者への指導強化、いわゆる「ごみ屋敷」
への対応や支援などの取り組みを進めます。
策定にあたっては、区民意見反映制度により、
区民の皆さまからご意見を伺いました。計画
の全文やいただいたご意見（21件〈5名、1団
体〉）、区の考え方は、図書館（関町を除く）、区
民情報ひろば（区役所西庁舎１階）、環境課（同
本庁舎18階）、区ホームページなどでご覧にな
れます。

〈ご意見の一部を紹介します〉

▼意見の概要：所有者などの権利関係の正確な
把握に気を使うより、防災・防犯や建物・樹
木の倒壊など重大事故防止を主眼に置いて、
スピーディーな対応を進めてほしい。

▼区の考え方：適正に管理されていない空き家
については、空き家の所有者などへの指導
を強化し、状況が改善しない場合は、空家
等対策特措法や今後制定する予定の条例な
どに基づき、適切な措置を実施します。

　今回、練馬区空き家等対策計画に基づく取
り組みを定める条例の骨子案がまとまりまし
たので、あらましを紹介します。今後、区民

の皆さまからご意見を伺い、6月頃に制定する
予定です。

主な内容
●空き家については、空家等対策特措法に基づき適切な措置を実施するための手続きや緊急時の
応急措置、代行措置などを定めます。
●いわゆる「ごみ屋敷」については、改善に向けた支援のほか、近隣への影響が著しい場合は立ち
入り調査、指導、勧告、命令、行政代執行を実施できることなどを定めます。
●専門的な見地から意見を述べる区長の附属機関として、有識者や学識経験者で構成する審議会
を設置することを定めます。

　骨子案の全文は、区民事務所（練馬を除く）、出張所、図書館（関町を除く）、
区民情報ひろば（区役所西庁舎1階）、環境課、区ホームページでご覧になれます。
ご意見は、区民意見反映制度により募集します。①意見②住所③氏名④電話番
号を、３月31日（必着）までに持参または郵送、ファクス、電子メールでお寄せ
ください。　※ご意見は匿名で公表する場合があります。

ご意見の送付先・
問合せ

ご意見を
お寄せ
ください

空き家と「ごみ屋敷」の問題改善に
向けた取り組みを進めています

中里郷土の森緑地ではホタルなどの生きものに直接触れ合う
機会を提供します（写真は「森の学習棟」）

練馬区空き家等対策計画を策定

〈仮称〉練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に
関する条例（骨子案）にご意見を

〒176-8501区役所内環境課まち美化推進係（本庁舎18階）
☎5984-4709 ＦＡＸ 5984-1227 kankyou01@city.nerima.tokyo.jp

　引っ越しの多い3月は、粗大ごみの申し込み
が集中するため、電話がつながりにくくなりま
す。お早めに電話またはインターネットで粗大
ごみ受付センターへ申し込んでください。▶区
の担当：清掃事業係
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0
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3
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-5
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3
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9
きゅっ

9
きゅっ

粗大ごみ受付センター

エコライフチェックの結果
をお知らせします

粗大ごみ収集・持ち込みの
申し込みはお早めに

運転免許についてのお知らせ
～高齢者の臨時認知機能検査の開始と準中型免許の新設

〈インターネットでの申し込み〉
https://www.sodai-city.jp/nerima

▶受付時間：午前８時～午後７時
　　　　　（日曜を除く）
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お知らせ
練馬区農業委員会の委員を募集
　農業委員会は、農地の売買・貸借
の許可を行うほか、農地利用の最適
化を推進するなど、農地の保全に取
り組むために区市町村に設置されて
います。今回、農業委員会の委員を
推薦または公募で募集します。女性
や認定農業者の積極的な応募をお待
ちしています。▶対象：農業に関す
る見識があり、農地の売買や貸借に
ついての許可・農地相続に関する各
種証明書の発行などの判断を適切に
行い、月1・2回程度の会議への出
席や農地調査などができる方▶任
期：７月30日㈰から3年間▶募集人
数：16名（選考）▶報酬：月額3万円
（会長は同4万9000円、副会長は同
3万8000円）▶申込：都市農業課（区
役所本庁舎９階）または区ホーム
ページにある募集要項をご覧の上、
３月21日（必着）までに持参または
郵送、ファクス、電子メールで都市
農業課都市農業係☎5984-1398

従業員向け労務相談のご利用を
　勤務先の労働条件や退職時の手続
き、労災・雇用保険、年金に関する
相談に社会保険労務士が応じます。
▶日時：第1～3・5水曜、第4土曜
午前10時～正午・午後1時～4時（祝
休日を除く）　※受け付けは午後3時
30分まで。▶場所・問合せ：サンラ
イフ練馬☎3990-0185▶申込：当日
会場へ

東京二十三区清掃一部
事務組合議会定例会
▶日時：2月27日㈪午後3時15分か
ら▶場所：東京区政会館20階（千代
田区飯田橋3-5-1）　※傍聴は、当
日午後2時15分から20階で受け付
け（定員30名〈先着順〉）▶問合せ：東
京二十三区清掃一部事務組合議会事
務局☎5210-9729

介護保険
平成26～28年度分の
保険料が未納の方へ
～催告書を2月28日㈫に発送

　65歳以上で、27年1月～28年11
月分の保険料が未納の方が対象で
す。３月13日㈪までに納めないと、
介護保険サービスを利用する際、滞
納期間に応じて自己負担割合が３割
に増えることがあります。事情によ
り保険料を一括で納められない方
は、相談してください。▶問合せ：
介護保険課収納係☎5984-4593

税
休日の臨時納税相談窓口を開設
　病気や失業などで納期限内に住民
税(特別区民税・都民税)、軽自動車
税の納付が困難な方などを対象に、
分割納付などの支払いに関する相談
に応じます。　※予約不要。　※納
税の相談のみ。▶日時：3月5日㈰午
前9時～午後4時▶場所・問合せ：収
納課個人徴収第一係(区役所本庁舎
４階)☎5984-4547

福祉・障害のある方
障害者フェスティバルに
参加しませんか
　12月2日㈯に光が丘区民センター
とその周辺で開催予定の障害者フェ
スティバルの参加者（団体）を募集し
ます。参加者（団体）には、事前準備
から実行委員として、企画・運営に
携わっていただきます。　※保険料
などの費用が掛かります。▶参加
内容・対象：Ⓐ模擬店…区内を拠点
に活動している非営利の障害者関係
団体Ⓑ舞台発表Ⓒ作品展示…非営利
の障害者関係団体または区内在住・
在勤（在学）の障害のある方と家族
▶申込：電話またはファクスで①住
所（団体の場合は所在地）②氏名（団
体の場合は団体名と代表者の氏名）
③電話番号④ファクス番号（ある方
のみ）⑤参加内容（Ⓐ～Ⓒの別。複数
参加も可）と簡単な内容説明を、3月
17日㈮までに障害者施策推進課管理
係☎5984-4598 FAX 5984-1215

事業者向け
有料広告を募集～国民健康保
険料の納付書送付用の封筒

　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：封筒の裏面▶広告サイズ：
縦70㎜×横70㎜▶掲載料：20万円
▶刷色：1色（色指定不可）▶掲載時
期：6月～来年5月▶印刷枚数：約24
万枚▶申込期限：3月10日㈮▶問合
せ：国保年金課管理係☎5984-4551

働く
シニア向け就労支援セミナー
～シニア世代の働き方を考える

▶対象：おおむね55歳以上の方▶日
時・内容：3月16日㈭①午後1時30
分～3時30分（セミナー）②午後3時
30分～4時30分（個別相談会）▶場
所：石神井公園区民交流センター▶
講師：東京しごと財団職員▶定員：
①50名②6名（先着順）▶区の担当：
高齢社会対策課管理係▶申込：電話
で東京しごと財団しごとセンター課
☎5211-2335

①学校事務②学校・幼稚園
用務③学校栄養士④学童擁
護【臨時職員】
　登録制で、欠員状況により採用し
ます。▶対象：栄養士の有資格者（③
のみ）▶期間：6カ月以内▶勤務日：
月～金曜（月20日以内。①②④は原
則として学校休業期間を除く）▶時
間：①午前8時15分～午後5時の間
の学校が指定する時間（1日7時間以
内）②午前7時45分～午後4時30分
の間の4～7時間③1日7時間④午前
7時45分～8時45分と、正午～午後
4時の間の3時間（1日4時間）▶場
所：①③区立小中学校②区立小中学
校・幼稚園④区立小学校（光が丘・
大泉地区）▶内容：①事務補助②施
設整備・清掃③学校給食の栄養士業
務④児童の登下校時の交通安全誘導
など▶賃金：①時給940円②時給960

円③日給1万900円④日給4,890円　
※交通費支給。▶申込：教育総務課
(区役所本庁舎12階)または区ホー
ムページにある登録票(写真貼付)
を、持参または郵送で教育総務課
職員係☎5984-5629

①給食介助②調理補助【臨時職員】
▶期間：4月～9月▶日時：①月～金
曜午前11時30分～午後１時30分
（月14日以内）②月～金曜午前8時
45分～午後2時45分（月14日以内）
▶場所：大泉学園町福祉園▶採用予
定数：①11名②1名（書類選考）▶賃
金：①時給1,100円②時給980円　
※交通費支給。▶申込：履歴書（写真
貼付。①②の別も記入）と住所・氏
名を記入し82円切手を貼った返信
用封筒を、3月10日（必着）までに持
参または郵送で〒178-0061大泉学
園町3-9-20　大泉学園町福祉園☎
3923-8540

お休みします
〈大泉図書館☎3921-0991〉…3月6
日㈪～10日㈮【館内整理のため】

子ども・教育
3月の母親学級（平日3回コース）
▶対象：妊娠中の方　※家族での参
加も可。▶内容：講義、お風呂の入
れ方の実習、歯磨き実習など▶持ち
物：母子健康手帳▶申込：当日会場へ
場所・問合せ 日程【3日制】

豊玉保健相談所
☎3992-1188 7㈫・14㈫・21㈫

北保健相談所
☎3931-1347 6㈪・13㈪・27㈪

大泉保健相談所
☎3921-0217 3㈮・10㈮・17㈮

※時間はいずれも13：30～16：00。

3月の母親学級（土曜1回コース）
▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方▶日時：3月25日㈯午前9時～
11時30分▶場所：光が丘保健相談
所▶内容：講義▶定員：30名（先着
順）▶持ち物：母子健康手帳▶申込：
電話で同所☎5997-7722

育児と離乳食　
▶対象：6～10カ月児と保護者▶内
容：講義、献立紹介▶定員：30組（先
着順）▶持ち物：母子健康手帳▶申
込：電話で各保健相談所へ
場所・問合せ 日程

光が丘保健相談所
☎5997-7722 3/10㈮

石神井保健相談所
☎3996-0634 3/15㈬

大泉保健相談所
☎3921-0217 3/17㈮

※時間はいずれも10：00～11：30。

外国語のおはなし会「いろん
な国のことばをたのしもう！」
　英語・中国語・韓国語などの絵本
の読み聞かせや歌を通して、外国の
文化を学びます。▶日時：3月11日㈯
午後2時～4時▶場所・問合せ：南田
中図書館☎5393-2411▶定員：50名
（先着順）▶申込：当日会場へ

3月の健康相談日程（無料）
相談内容 会場 日程・受付時間

健康相談
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、
歯科に関する相談

豊
北
光
光
石
石
大
関

  7㈫・21㈫
  7㈫・21㈫
  1㈬
13㈪
  2㈭
28㈫
14㈫・23㈭
13㈪・27㈪

13:00～15:00
 〃

9:30～11:30
13:30～15:30
9:00～11:00

13:30～15:30
13:00～15:00
9:00～11:00

禁煙に関する相談
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関
の紹介など

育児栄養歯科相談
▶持ち物：母子健康手帳

豊
北
光
石
大
関

  8㈬・22㈬
  3㈮・14㈫
  8㈬・22㈬
10㈮・24㈮
13㈪
13㈪

9:00～10:00
 〃
 〃
 〃
 〃

13:00～14:00

◆おとなの歯磨き相談
▶内容：歯肉の健康チェックと歯磨き相談
▶持ち物：歯ブラシ

心身障害者（児）歯科相談 つ 4～25の毎土曜 14:30～16:30
◆こころの健康相談
▶対象：不眠・無気力・もの忘れなどで
お困りの方、精神疾患の方や家族

豊
豊
北
光
石
大
関

24㈮
  3㈮
  6㈪
10㈮
  9㈭
  2㈭
15㈬

9:00～12:00
9:30～12:00

14:00～16:00
9:00～11:50

14:00～15:30
14:00～16:00
14:00～15:30

◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるな
どでお困りの方や家族

◆子育てこころの相談
▶内容：子育てで悩んでいる方

豊
石

29㈬
22㈬

13:30～16:30
14:00～16:00

◆思春期・ひきこもり相談
▶対象：ひきこもりと思われる方の家族

（◎は、家族グループ相談のみ）

豊
光

◎22㈬
23㈭

14:00～16:00
14:40～17:00

◆大人の発達障害相談
▶対象：18歳以上で発達障害と思われる方 豊   6㈪ 10:00～12:00

◆酒害・家族相談
▶対象：アルコール依存症などの方の家族 石 16㈭ 14:30～16:00

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

練
光
石
大

  9㈭
29㈬
21㈫
  7㈫

10:00～12:00
14:00～16:00
13:30～15:30
14:30～16:30

ＨＩＶ(エイズウイルス）抗体即日検査（匿名） 豊   3㈮ 9:00～10:00
※�診断書の発行ができる医療機関については、医療連携センター☎3997-0121
へお問い合わせください。

事前に予約が必要です。
※育児栄養歯科相談を除く。

豊
…
豊
玉
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
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※
◆
は
事
前
に
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地
域
の
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健
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所
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ご
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談
く
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さ
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担
当
地
域
は
、

わ
た
し
の
便
利
帳「
あ
な
た
を
受
け
持
つ
窓
口
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

世帯と人口 【2月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
360,540
（-93）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上
88,066（-76） 478,459（-106） 157,068（+64）

総人口 723,593（-118） 日本人 707,099（-190） 外国人 16,494（+72）
男 353,675 男 346,057 男 7,618
女 369,918 女 361,042 女 8,876
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■ カラオケゆりの会（発声・演歌新曲）　
月3回水曜午後0時45分 〜3時30分　
東大泉地区区民館　入会金1,000円　
月 会 費3,000円　 池 田 ☎090-5767-
1617（要予約。午後2時〜5時）
■ 能楽のお話と謡曲仕舞の体験講座　
3月6日・13日午後1時10分〜2時30
分　練馬文化センター　講師　観世流
能楽師／遠藤喜久　参加費1回1,500
円　練馬能楽謡曲仕舞之会・能見☎
080-3128-8774 snohmi@ba2.
so-net.ne.jp（要予約）
■ おやこ英語無料体験会　1歳10カ
月〜3歳児と保護者対象　3月9日午前
9時30分〜10時15分　生涯学習セン
ター　例会…1歳10カ月〜3歳児と保護
者対象　月3回木曜午前10時30分〜11
時15分　生涯学習センター　入会金
1,000円　月会費3,000円　岡☎070-
5599-2237 nshoda@mail.goo.
ne.jp（体験会は要予約）
■ 健康体操・ストレッチ無料講習会　
中高年齢者対象　①3月4日②4月1日
午後2時30分〜4時、③3月6日④13日
⑤27日午前11時15分〜午後0時30分　
桜台地区区民館　3B桜台・岩崎☎090-
5553-6977（要予約）

■ 民謡・詩吟・歌　ひまわり　60歳
以上の方対象　第1・3木曜午前9時30
分〜11時30分　中村敬老館など　年
会費2,000円　教材費実費　関口☎
FAX 5241-1283（要予約）

■ 楽しいパソコン、タブレット、ス
マホの活用学習会　月4回主に日曜午
前9時30分〜11時30分　石神井公園
区民交流センター　元専門学校教師な
どが指導　入会金2,000円　会費2回
2,000円　荒木☎3904-3437（要予約。
午前9時〜午後9時）
■ アフタヌーンティー英会話（旅行
英会話）　60歳以上の初心者対象　月
3回金曜午後2時〜3時　ココネリ3階　
入会金1,000円　月会費4,200円　保田
☎080-5863-6884（要予約）
■ プリザーブドフラワーで仏花をア
レンジ　3月8日午前10時〜正午　区
役所本庁舎19階　参加費1,500円　材
料費実費　ローズの会・御園生☎FAX
3999-3921（要予約）
■ 社交ダンス無料体験会　初心者・
初級者対象　2月24日午前9時30分〜
11時30分　光が丘区民センター5階　
例会…初心者・初級者対象　月4回金
曜午前9時30分〜11時30分　光が丘
区民センター5階　会費1回700円　ス
マイル・スギモト☎090-8108-9740
■ ローズ・リリースイミングクラブ　
中高年齢の初心者〜中級者対象　月4
回木曜午後1時10分〜3時10分　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。午後6時〜
9時）

■ 朗読　豆の会　月2回月曜午前10
時〜正午　貫井活動交流室　月会費
3,000円　田中☎080-5654-0767（要
予約）
■ スマホ・パソコンのホームページ
作成説明会（HTML＋CSSとレスポ
ンシブ・サイト作成）　基本操作がで
きる中級者対象　①3月5日午後2時〜
4時②8日午前10時〜正午　石神井公
園区民交流センター　①②とも参加費
無料　例会…パソコンを持参でき、基
本操作ができる中級者対象　月2回③
土曜または日曜・休日午後2時〜4時
④主に水曜午前9時30分〜11時30分　
石神井公園区民交流センターなど　③
④とも入会金1,000円、月会費3,000
円　練馬パソコン学習会・斎藤☎080-
7008-8905（午前9時〜午後6時）
pfc03114@nifty.com（要予約）
■ 親子リトミック体験会　2月22日〜
3月22日の毎火曜・水曜（3月1日・15日
を除く）①午前9時30分〜10時5分（0・
1歳児）②午前10時15分〜10時55分

（1・2歳児）③午前11時5分〜11時45分
（2〜4歳児）、④3月16日午前11時15分
〜11時45分（0歳児）　光が丘区民セン
ター2階　①〜④とも参加費1回100円　
リトミックサークル「ジャックと豆の
木」・横山☎090-9360-0051 mail.
mamenoki@gmail.com（要予約）
■ 河口テコンドークラブ（基本動作・
型など）　5歳児以上対象　毎日曜午
後1時 〜2時55分　 光 和 小　 入 会 金
2,000円　月会費3,000円　保険料年
800円　ヤマウチ☎080-5547-9170 

dzy7351v50@ezweb.ne.jp

■ 編物　手あみフレンド　初心者対
象　第2・4水曜午前9時30分〜正午　
豊玉北地区区民館　月会費1,000円　
足立☎3993-3784（要予約）
■ リフレッシュヨガ　毎金曜午前10
時30分〜11時30分　東大泉地区区民
館　 会 費1回500円　 日 下 ☎090-
7425-6876
■ 合気道（錬身会）　昴　小学生〜60
代の方対象　毎日曜午後0時30分〜3
時30分　総合体育館　月会費3,500円

（高校生以下2,000円）　初回は無料体
験可　岡村☎3921-5461
■ 練馬童謡を歌う会（季節の童謡・
唱歌・世界の民謡など）　第1〜3金
曜午前10時〜正午　生涯学習センター　
会費1回1,000円　酒井☎090-6533-
2490（要予約）
■ なでしこ英会話　第1〜3木曜①午
前9時15分〜10時30分（基礎）②午前
10時35分〜11時50分（初級）　男女共
同参画センターえーる　バイリンガル
講師が指導　①②とも入会金1,000円、
月 会 費4,500円　 谷 川 ☎080-3507-
6511（要予約）
■ 中国水墨画会　初心者〜中級者対象　
第2・4水曜午前9時30分〜正午　勤労
福祉会館　講師　丁長林　入会金500
円　月会費3,000円　教材費月1,000
円　池田☎080-1361-9944
■ 囲碁　練馬石習会　60歳以上の5
級〜3段の方対象　月2・3回火曜また
は木曜午後1時〜5時30分　生涯学習
センター　月会費100円　畑中☎3992-
0930 hata-aki@sound.ocn.ne.jp

（要予約）

■ パソコン講習会　パソコンを持って
いる障害のある方・高齢の初心者対象　
4月〜来年3月の毎土曜午後1時〜4時　
旭町南地区区民館　月会費5,000円　
3月11日午後1時30分から説明会あり　
福祉パソコンの会・高村☎3976-4606

（3月9日までに要予約。午後6時以降）
■ 第10回ねりま子育てメッセ2017
（子育て情報の紹介・助産師への育
児相談・ミニライブなど）　子育て中
の保護者、支援者対象　3月4日午前
10時〜午後2時30分　大泉小　入場無
料　ねりま子育てネットワーク・糸井
☎090-3061-3815 webmaster@
nerima-kosodate.net
■ カラオケ発表会（フラダンス・舞
踊など）　2月26日午前10時〜午後4
時30分　生涯学習センター　入場無料　
プロ歌手の出演あり　五十嵐☎070-
6484-2179
■ 「第6回江古田映画祭3.11福島を
忘れない」の映画13本上映とトーク
ライブおよび展示・イベント　2月
25日〜3月12日午後1時から　ギャラ
リー古藤など　1作品1,000円　大崎☎
090-4362-1160 fwge7555@
mb.infoweb.ne.jp（要予約）
■ 第31回練馬三曲演奏会（若菜・竹
生島・六段など）　3月5日午後2時開
演　生涯学習センター　入場無料　例
会…年4回　生涯学習センターなど　
年会費5,000円　伊狩☎3922-3074
■ 押し花絵画展　3月3日〜6日午前
10時〜午後6時30分（6日は午後4時30
分まで）　練馬文化センター　入場無
料　花・五色会・小川☎3926-6491

●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。

区民のひろば

パパとママの準備教室
▶対象：出産を控えた夫婦　※家族
での参加も可。▶日時：3月25日㈯午
後1時30分〜4時▶場所：光が丘保健
相談所▶内容：お風呂の入れ方の実
習、妊婦ジャケットの体験など▶定
員：50組（抽選）▶持ち物：母子健康手
帳▶申込：往復ハガキまたは区ホー
ムページ「電子申請」で①教室名②住
所③夫婦の氏名（ふりがな）・年齢④
電話番号⑤出産予定月を、3月7日（必
着）までに〒179-0072光が丘2-9-6　
光が丘保健相談所☎5997-7722

集中型子ども体操教室
▶対象：体操が苦手な区内在住の小
学1〜3年生▶日時：3月25日㈯・27
日㈪〜29日㈬午後1時〜3時【4日制】
▶場所：春日町青少年館▶内容：鉄
棒、跳び箱、マット運動など▶講師：
練馬区体操指導員連絡会代表／犬塚
よしみほか▶定員：40名（初めての方
を優先の上、抽選）▶保険料：200円
▶申込：往復ハガキで①教室名②住
所③氏名（ふりがな）④性別⑤学校
名・学年⑥電話番号を、3月3日（必
着）までに〒179-0074春日町4-16-
9　春日町青少年館☎3998-5341

高齢者
初心者の男性向け

「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室

▶日時：3月15日㈬・29日㈬午前10
時30分〜午後1時　※1日のみの参
加も可。▶場所：石神井公園区民交
流センター▶内容：高齢者向け料理
本「練馬発わかわか かむかむ元気ご
はん」の料理を作る　※初めての方に

は料理本を差し上げます。▶講師：
NPO法人クリオネ会員▶定員：各15
名（先着順）▶材料費：1回800円▶持
ち物：エプロン、三角巾▶申込：電話
で総合事業係☎5984-4596

健康・衛生
たのしく食べて健康に
～シニア世代の食事

▶日時：3月3日㈮午後1時30分〜3
時▶場所：光が丘保健相談所▶内容：
講義、献立紹介▶定員：25名（先着順）
▶申込：電話で同所☎5997-7722

統合失調症に寄り添う
～親なき後の暮らしを考える

▶対象：区内在住の方▶日時：3月21
日㈫午後2時30分〜4時30分▶場
所：大泉保健相談所▶講師：こころの
クリニック石神井看護師／仲地珖明
▶定員：50名（先着順）▶申込：電話ま
たはファクスで①講座名②氏名（ふ
りがな）③電話番号を、同所☎3921-
0217 FAX 3921-0106

講座・催し❶
わくわく・ドキドキ町の
生きもの観察会と人形劇

▶日時：3月4日㈯午後1時〜3時▶場
所：春日町青少年館▶講師：プロナ
チュラリスト／佐々木洋ほか▶定員：
30名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3998-5341

勤労福祉会館の講座
12とも▶場所：勤労福祉会館▶
申込：3月11日㈯までに電話で同所
☎3923-5511

1ライフプラン講座「今までの介護、
これからの介護」
▶日時：3月18日㈯午後2時〜4時▶
講師：介護福祉士／牧野匡道▶定
員：30名（先着順）▶費用：200円
2女性のためのDIY講座
▶日時：3月18日㈯午後1時〜4時▶
内容：ランプシェード（電灯のかさ）
を作る▶講師：DIYアドバイザー／
松川なお子▶定員：20名（先着順）▶
費用：2,000円

花とみどりの相談所の講座
▶申込：1電話で花とみどりの相談
所☎3976-940223往復ハガキ
で①講座名②住所③氏名（ふりがな）
④電話番号を、3月1日（必着）まで
に〒179-0072光が丘5-2-6　花と
みどりの相談所へ
1春をさがしてみよう！～動き始
めた草木や虫たち
▶日時：3月4日㈯午前10時〜正午
▶場所：花とみどりの相談所周辺の
公園▶内容：草木の芽吹きや早春の
野草、昆虫などを観察する▶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
2公園樹木の不思議な話
▶日時：3月12日㈰午後2時〜4時▶
場所：花とみどりの相談所など▶講
師：NPO法人樹木生態研究会代表理
事／堀大才▶定員：20名（抽選）▶保
険料：50円
3シュンランの育て方教室
▶日時：3月18日㈯午後2時〜4時▶
場所：花とみどりの相談所▶講師：グ
リーンアドバイザー／市場至▶定
員：20名（抽選）▶材料費：1,000円

3月の映画鑑賞会
▶日時：3月9日 ㈭ 午後2時から▶

場所・問合せ：生涯学習センター☎
3991-1667▶上映作品：ながらえば

（1982年・日本）▶定員：300名（先
着順）▶申込：当日会場へ

上映会えーるシネサロン
「いわさきちひろ～27歳の
旅立ち」

▶日時：3月26日㈰Ⓐ午前10時〜正
午Ⓑ午後1時30分〜3時30分▶場
所：男女共同参画センターえーる▶
定員：各30名(先着順)▶申込：電話
または電子メールで①講座名（ⒶⒷ
の別も）②氏名③電話番号を、同所
☎3996-9007 oubo@nerima-
yell.com　※保育室（1歳以上の未
就学児対象。定員6名）を利用した
い方は、お子さんの氏名（ふりが
な）・年齢もお知らせください。

3月のふるさと文化館の催し
▶場所・問合せ：石神井公園ふるさ
と文化館☎3996-4060▶費用：④
200円▶申込：当日会場へ

内容 日時 定員
（先着順）

ふれあい土曜事業

①  昔衣装体験 4㈯
13：00~15:00 －

②  石神井公園ふる
さと文化館を探
検しよう

11㈯
13：00~15:00 －

③  いろり端で楽し
む紙しばい

18㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

－

④  樹脂粘土で和菓
子風のマグネッ
トづくり

25㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

春休み事業
⑤  江戸の玩具ずぼ

んぼをつくって
あそぼう

19㈰
13：00~15:00 30名

⑥  紙ずもう力士を
つくってあそぼう

20㈷
13：00~15:00 30名

⑦  昔あそび 26㈰
13：00~15:00 －

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。

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
練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
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ミニガイド
◆3月1日〜7日は春の火災予防運
動週間「火の始末　油断しないで　
最後まで」▶内容・日時・場所：①消防
署の庁舎開放（はしご車体験〈抽選・雨
天中止〉、静電気の放電実験など）…2
月25日㈯午前10時～午後3時　練馬消
防署②消防署一般公開（はしご車体験

〈抽選・雨天中止〉、起震車体験など）…
3月5日㈰午前10時～午後3時　光が丘
消防署③ふれあいフェスタ（消防に
関する広報、ちびっこ消防士体験など） 
…3月5日㈰午前9時30分～正午　石神
井消防署▶申込：当日会場へ▶問合せ：
消 防 署【 ① 練 馬 ☎3994-0119② 光
が丘☎5997-0119③石神井☎3995-
0119】
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：3
月11日㈯午後1時30分～3時▶定員：
50名（先着順）▶申込：3月9日㈭までに
電話で練馬清掃工場☎3995-5311
◆三浦富士・武山バスハイク〜東京
湾、相模湾を見下ろしながらの
ハイキングとイチゴ狩り▶日時・場
所：3月20日㈷午前7時30分西武池袋
線練馬高野台駅集合～三浦富士～武山
～津久井浜観光農園～午後5時集合
場所解散（約6km）▶定員：40名（抽選）
▶費用：6,500円(中学生以下は5,000
円)▶申込：往復ハガキまたはファクス
で①催し名②代表者の住所③参加者
全員の住所・氏名・年齢・性別・電話

番号を、3月4日（必着）までに〒177-
0032谷 原1-7-5　SSC谷 原 ☎ FAX
3997-2500
◆ねり歩きガイドの会が案内する
ねりまのねり歩き（ⒶⒷ大泉牧場
コースⒸⒹカタクリコース）▶日時・
場所：Ⓐ3月23日㈭Ⓑ27日㈪午前9時
20分西武池袋線大泉学園駅集合～牧野
記念庭園～小泉牧場～正午JA東京あお
ばこぐれ村解散Ⓒ3月31日㈮Ⓓ4月1日
㈯午前9時20分光が丘駅前バス停集合
～カタクリ群落～中里の富士塚～正午
別荘橋バス停解散▶定員：各15名（抽
選）▶保険料など：500円▶申込：往復
ハガキで①催し名（Ⓐ～Ⓓの別も）②参
加者全員（4名まで）の郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号
を、3月2日（必着）までに〒176-0001
練馬1-17-1　産業・観光情報コーナー
☎3991-8101

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。
◆たがら公園（田柄2-45-1）▶日時：３
月４日㈯午前10時～正午（雨天中止）▶
申込先：〒179-0073田柄2-8-13　渡
辺真貴子☎090-6487-0857（先着30
店。問い合わせは午後６時～８時）
◆中村かしわ公園（中村1-17-1）▶日
時：３月５日㈰午前10時～午後１時（雨
天中止）▶申込先：〒179-0075高松4-7-
20　山田典孝☎090-4534-5611（先着
20店。問い合わせは午後６時～９時）

◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
３月５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130店。問い合わせは平日
午後０時30分～３時）
◆大泉井頭公園（東大泉7-34-1）▶日
時：３月12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50店）
◆光が丘公園けやき広場（光が丘
4-1）▶日時：3月12日㈰午前10時～午
後3時（雨天中止）▶申込先：〒177-0051
関町北1-25-20-105　ラブアース・フ
レンドリーサークル☎5991-9022（先着
100店。問い合わせは午後7時～9時）

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

ねりま遊遊スクール
◆バドミントンを楽しもう！▶対
象：小学3～6年生▶日時：3月5日㈰午
前9時～正午▶場所：中村中▶定員：25
名（先着順）▶企画：中村中バドミント
ン部▶申込：電話で同所☎3990-4436
◆親子でリトミック♪▶対象：5カ
月～3歳児と保護者▶日時：3月6日㈪
①午前9時40分～10時40分②午前11
時～正午▶場所：北町第二地区区民館
▶定員：各13組（先着順）▶費用：1組
100円▶申込：電話でキラキラプロジェ
クト・戸ヶ崎☎080-4426-2295
◆親子 de English▶対象：①0・1歳
児と保護者②2・3歳児と保護者▶日
時：3月10日㈮①午前9時45分～10時

30分②午前11時～11時45分▶場所：
光が丘地区区民館▶定員：各10組（先着
順）▶費用：1組500円▶申込：電話で
Kidsbox親子Englishサークル・松本☎
090-7243-6967（午前9時～午後5時）
◆絵本の森〜絵本と生演奏とリト
ミックを楽しもう！▶対象：①0～
4歳児と保護者②5歳児～小学生と保
護者▶日時：3月20日㈷①午前10時～
10時40分②午前11時10分～正午▶
場所：生涯学習センター分館▶定員：
各20組（先着順）▶費用：1組500円▶
申込：電話で絵本の森・徳永☎090-
1732-0539
◆はじめてのバレエを楽しもう！▶
対象：小学1～4年生▶日時：3月20日㈷
午後1時～2時30分▶場所：春日町青少
年館▶定員：15名（先着順）▶費用：50円
▶申込：電話でバレエＲ・前川☎090-
1547-2604（午後3時～9時）
◆①ダブルダッチ②スラックライン
▶対象：5歳児～中学生　※未就学児は
保護者同伴。▶日時：3月4日㈯①午前
9時15分 ～10時30分 ② 午 前10時30
分～11時45分▶場所：桜台体育館▶定
員：各15名（先着順）▶申込：当日会場へ
◆3月の水泳ワンポイントレッスン　
A～Eとも▶対象：幼児～中学生　※
小学3年以下のお子さんには水着を着
用した保護者が付き添ってください。
▶日時：3月4日㈯午前9時～11時▶
場所：A三原台温水プールB上石神井
体育館C中村南スポーツ交流センター
D平和台体育館E光が丘体育館▶内
容：時間内に来場したお子さんに指導
者が助言　※2時間の講座ではありま
せん。▶費用：プール利用料（保護者

のみ）▶持ち物：水着、水泳帽▶申込：
当日会場へ

すまいるねりま遊遊スクール
◆公園の春さがしと空気のふしぎ
▶対象：主に知的障害のある小中学生
と保護者・兄弟▶日時：3月18日㈯午前
10時～正午▶場所：花とみどりの相談
所など▶定員：20名（先着順）▶費用：
1人30円▶申込：電話でみみずくらぶ・
松本☎3990-8870(午後7時～10時)

学校体育館でスポーツを
◆豊玉小　卓球を楽しむ会▶対象：
16歳以上の方▶日時：2月26日㈰午後
1時～4時▶持ち物：上履き▶申込：当日
会場へ▶問合せ：学校応援団・開放係☎
5984-1057

学校応援団・開放まつり
◆練馬小▶日時：2月26日㈰午前9時
～正午▶内容：ソフトバレーボール、
ミニサッカー、動くおもちゃの工作な
ど▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ
▶問合せ：学校応援団・開放係☎5984-
1057

朝・夕・青空市
◆春日町本通り商店会▶日時：2月24
日㈮午前10時～午後4時▶問合せ：小
泉☎3998-1131
◆江古田いちば通り商店街▶日時：2
月25日㈯午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆光が丘いちょう並木通り▶日時：2
月26日㈰午前10時～午後3時▶問合
せ：北中☎3995-4924

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

講座・催し❷
消費者教室「科学的視点で
考える子どもの環境」

　電磁波の測定数値などを基に、子
どもを取りまく環境について考えま
す。▶日時：3月7日㈫午前10時～
正午▶場所：石神井公園区民交流セ
ンター▶講師：NPO法人市民科学研
究室代表／上田昌文▶定員：50名

（先着順）▶申込：3月3日㈮までに電
話で消費生活係☎5910-3089　※
保育室（1歳以上の未就学児対象）を
利用したい方は、2月28日㈫までに
併せて申し込んでください。

ねりまタウンコンサート
「日本フィルメンバーによる
アンサンブルの夕べ」

▶日時：3月24日㈮午後7時開演▶
場所：勤労福祉会館▶定員：100名

（先着順）▶費用：1,800円　※高校生
以下の方と障害のある方は割引あ
り。▶区の担当：経済課庶務係▶申
込：電話またはファクスで①催し名②
住所③氏名④学年（学生のみ）⑤障害
の有無⑥電話番号を、実行委員会事
務局☎5984-3221 FAX 5984-5650

就職活動や地域活動を
している女性のための
パワーポイント基礎講座

▶対象：パソコンで文字入力ができ
る方▶日時：3月25日㈯午後1時30
分～4時30分▶場所：男女共同参画
センターえーる▶講師：マイクロソ
フトオフィスマスター／長安透▶
定員：10名（抽選）▶費用：1,000円
▶持ち物：USBメモリ▶申込：往復

ハガキで①講座名②住所③氏名④年
齢⑤電話番号⑥使用しているパソコ
ンのOS名⑦受講理由（50字程度）を、
3月9日（必着）までに〒177-0041
石神井町8-1-10　男女共同参画セ
ンターえーる☎3996-9007　※保
育室（1歳以上の未就学児対象。定
員6名）を利用したい方は、お子さ
んの氏名（ふりがな）・年齢もお知ら
せください。

ふるさと文化講座
「中世東国と豊島氏」
　練馬城と石神井城を築いた豊島氏
の歴史を中心に、中世の東国社会に
ついて学びます。▶日時：3月11日㈯
午後2時～4時▶場所：石神井公園ふ
るさと文化館▶講師：東京都立大学
名誉教授／峰岸純夫▶定員：100名

（抽選）▶申込：往復ハガキで①講座
名②代表者の住所③参加者全員（2名
まで）の氏名（ふりがな）④電話番号
を、2月28日（必着）までに〒177-
0041石神井町5-12-16　石神井公
園ふるさと文化館☎3996-4060

サポーターズ料理講座
「男の料理！本場の味、長崎
皿うどんに挑戦しよう！」

▶日時：3月18日㈯午前10時15分～
午後1時15分▶場所：生涯学習セン
ター▶献立：長崎皿うどん、クリー
ム豆腐など▶定員：20名（抽選）▶材
料費：850円▶申込：往復ハガキまた
は電子メールで①講座名②住所③氏
名(ふりがな)④電話番号を、3月3
日(必着)までに〒176-0012豊玉北
6-8-1　生涯学習センター☎3991-
1667 s-center@city.nerima.
tokyo.jp　※保育室(1歳以上の未
就学児対象)を利用したい方は、お

子さんの氏名(ふりがな)・年齢もお
知らせください。

リサイクルセンターの講座
1～3とも▶対象：18歳以上の方

（1は男性のみ）▶申込：往復ハガキ
で①講座名（3はⒶⒷの別も）②住所
③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号
を、13月10日213日314日（必着）
までに各申込先へ
1気軽にできる男のエコクッキング
▶日時：3月25日㈯午後6時～8時▶
場所・申込先：春日町リサイクルセ
ンター（〒179-0074春日町2-14-16）
☎3926-2501▶献立：手羽先のけ
んちん汁、切干大根の煮物▶定員：
12名（抽選）▶費用：500円▶持ち
物：エプロン、三角巾
2和とじを覚えてメモ帳を作ろう
▶日時：3月26日㈰午前10時～正午
▶場所・申込先：関町リサイクルセ
ンター（〒177-0051関町北1-7-14）
☎3594-5351▶定員：各12名（抽選）
▶費用：50円
3熟練職人から学ぶいす座面の張
り替え
▶日時：3月26日㈰Ⓐ午前10時～
正午Ⓑ午後1時～2時30分▶場所・

申込先：豊玉リサイクルセンター
（〒176-0011豊玉上2-22-15）☎
5999-3196▶定員：各6名（抽選）▶
持ち物：60㎝×60㎝張り替え用の
生地　※材料費実費。

スポーツ
都民体育大会練馬区選考会
ソフトテニス

▶対象：区内在住、または都内在住
で区内在勤（在学）の方　※小中学
生、高校生、高等専門学校生、体育・
スポーツ団体に登録している大学生
は参加できません。▶日時：3月26日
㈰午前9時から▶場所：土支田庭球場
▶内容：男子・女子ダブルス…Ⓐ一般

（16歳以上）Ⓑ成年（35歳以上）Ⓒ壮
年（45歳以上）▶費用：1人300円（保
険料、ボール代など）▶申込：ハガキ
で①大会名（Ⓐ~Ⓒの別も）②2人の住
所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・学
校名と学年（学生のみ）・電話番号を、
3月10日（必着）までに〒165-0032
中野区鷺宮4-37-8　練馬区ソフト
テニス連盟・藤岡へ▶問合せ：ス
ポーツ振興課事業係☎5984-1947

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：Ⓐ4月6日～6月22日の毎木曜午後4時～6
時【5月4日を除く。11日制】…光が丘体育館Ⓑ4月13日～6月29日の毎木曜
午後3時30分～5時30分【5月4日を除く。11日制】…三原台温水プール▶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、3月
2日（必着）までに〒176-8501区役所内スポーツ振興課事業係☎5984-1947

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。

■ フラダンス　プメハナフラサー
クル　小学1年以上の初心者～中級
者対象　①毎水曜②毎木曜午前10時
30分～11時30分③毎木曜午後7時30
分～8時30分　①旭丘地域集会所②
③小竹地域集会所　講師　北島京子　
①～③とも月会費4,000円　初回は無
料体験可　高津☎090-9979-7639
■ 卓球　りりーず　毎火曜午後0時30
分～3時30分　中村南スポーツ交流セ
ンター　コーチが指導　月会費4,000
円　初回は無料体験可　飯島☎090-
1255-0967
■ ハイキング・街ウォッチング　わ
かば歩こう会　中高年齢者対象　月
3・4回都内近郊で活動、2カ月に1回
男女共同参画センターえーるで企画会
あり　入会金1,000円　年会費3,000
円　交通費実費　初回は無料体験可　
川本☎3922-6908
■ 朗読サロンこだま　第2・4水曜
午後2時～4時　大泉図書館　月会費
1,000円　元木☎3924-4384（要予約。
午後7時以降）

■ 英語読書会（イギリスの歴史・地
理・文化）　①第1・3火曜午後2時30
分～4時30分②第2・4木曜午後6時～
8時　サンライフ練馬　①②とも月会
費3,000円、テキスト代実費　廣瀬☎
FAX 3921-1982（要予約）

■ 民謡　峰謡会　月4回土曜午後1
時～5時　中村地域集会所　月会費
3,000円　寺林☎3577-6421
■ 初心者着物着付けレッスン　月
2～3回①火曜②木曜午後1時～3時　
① ② と も 会 費1回1,000円　 田 中 ☎
3990-1005（要予約）
■ 社交ダンス　ダンスサークルル
ビー　毎土曜①午前9時45分～10時
30分（初級）②午前10時45分～11時
30分（中級）　勤労福祉会館　①②とも
入会金1,000円、会費1回700円　村
田☎3922-2943
■ ドキュメンタリー映画「60万回の
トライ」上映会＆監督トーク　5月8
日①午後2時30分から②午後6時30分
から　練馬文化センター　①②とも参
加費1,200円（高校生500円、中学生以
下無料）　林☎090-5445-7123 rug
bynerima@yahoo.co.jp
■ エアロビックダンス・ストレッ
チ　AFDアルファー　40～60代の
女性対象　月4回金曜午前10時～11
時30分　勤労福祉会館　入会金2,000
円　月会費3,000円　初回は無料体験
可　石渡☎3922-6712（要予約）

■ 英会話　50歳以上の方対象　第1～
3木曜①午前9時15分～10時30分（基
礎）②午前10時35分～11時50分（初
級）　男女共同参画センターえーる　
バイリンガル講師が指導　①②とも入
会金1,000円、月会費4,500円　坊平
☎5936-9656（要予約）
■ ①②③親子④⑤成人女性⑥ジュニ
アの体操　①②③1歳6カ月～3歳児
と保護者④⑤20～50代の方⑥3～6歳
児対象　毎月曜①午前9時30分～10時
45分②午前11時～午後0時15分、③
毎火曜午前9時30分～10時45分④毎
水曜午前9時30分～10時45分、毎金
曜⑤午前10時15分～11時30分⑥午後
3時45分～5時　①～④⑥東大泉地区
区民館など⑤谷原地域集会所　①～⑥
とも入会金2,500円、月会費2,000円　
初回は無料体験可　百瀬☎090-5179-
2910（要予約）
■ エアロビックダンス　ポコ・ア・
ポコ　30～50代の方対象　毎火曜午
前10時15分～11時45分　総合体育館　
入会金1,000円　月会費2,500円　お
子さん連れ可　初回は無料体験可　三
宅☎5910-7374
■ 英会話　国際サロン　中級者対象　
月4回水曜午後1時30分～3時　石神井
公園区民交流センター　カナダ人男性
講師が指導　入会金1,000円　月会費
6,000円　坂田☎3922-7269（午後8
時以降）

■ 社交ダンス　ことぶきダンスサー
クル　多少踊れる方対象　月4回金曜
午前10時～正午　生涯学習センター　
講師　羽貝俊子　入会金1,000円　月
会費2,500円　前島☎3993-6713（要
予約。午後6時以降）
■ 健康ストレッチ　①毎水曜②毎木
曜③毎金曜④毎土曜　いずれも午前10
時30分～正午　①春日町図書館②④春
日町地域集会所③春日町南地区区民館　　
①～④とも入会金3,000円、会費1回
700円　飯田☎090-6122-6736
■ ハーモニカの集い・ハーモニッ
ク・サンライフ　第1～4火曜午前9
時30分～11時30分　サンライフ練馬
な ど　 講 師　 簾 藤 美 與 子　 入 会 金
1,000円　 月 会 費2,500円　 増 田 ☎
FAX 5927-3536

■ こども英会話体験会　①②年少～
年長児と保護者③④2・3歳児と保護
者対象　4月27日①午後2時10分～2
時55分 ② 午 後3時5分 ～3時50分、4
月30日③午前10時10分～10時55分
④午前11時5分～11時50分　三原台
地域集会所　①～④とも参加費200円　
例会･･･⑤年少～年長児⑥2・3歳児
と保護者対象　⑤月3回月曜午前⑥月
2･3回火曜または木曜午前　三原台地
域集会所　⑤月会費4,000円⑥会費１
回1,000円　First Stepこども英会話・
長 谷 川 ☎080-8881-6939 hi_ro_
ko88@hotmail.com（要予約）

■ ハイキング・登山・山スキー　東
京研嶺クラブ　20歳以上の初級～上
級者対象　月1回都内近郊で活動、第1
水曜午後6時30分～8時30分に勤労福
祉会館で例会あり　入会金2,000円　
年 会 費5,000円　山 口 ☎ FAX 3924-
8086 yamachan@fb3.so-net.ne.jp
■ リラックスヨガ　①毎火曜午後2
時～3時②毎土曜午後7時～8時　春
日町青少年館など　①②とも会費1回
800円　高野☎090-8439-6756（要予
約）
■ 陳氏太極拳クラブ　月4回主に火曜
午前　東大泉地域集会所　講師　細谷
昭　月会費3,000円　初回は無料体験
可　中原☎3925-9686（要予約）
■ 社交ダンス　ジョイフル　初心者
対象　①毎火曜午後1時～3時②毎土曜
午後7時～9時　土支田地域集会所　①
②とも入会金1,000円、月会費3,000
円　小野☎3925-4129
■ 中国語勉強会（日常会話）　毎金曜
午前10時～正午　生涯学習センター
など　中国人女性講師が指導　月会費
5,000円　古田☎3928-6337（要予約。
午後6時～9時）
■ フレンド卓球クラブ　経験者の女
性対象　毎火曜午後0時30分～3時30
分　総合体育館　講師　崔花子　入会
金1,000円　月会費4,000円　小林☎
3924-2338

●この欄は、区民の方の自主的な
サークル活動などを紹介しています。
区の事業ではありませんので、内容な
どの確認は当事者間でお願いします。
●記事中の会場は主催者が利用を
予定しているものです。
問合せ：広報係☎5984-2690

区民のひろば
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平成つつじ公園の
ツツジが見頃です

練馬つつじフェスタ

　平成つつじ公園には、区の花であるツツジが
約600品種、1万6000株植えられています。見
頃は久留米ツツジが満開となる4月中旬から下旬
までです。その後も平戸系、霧島系、野生種、
サツキ、シャクナゲなど各種のツツジが5月末ま
で咲き続けます。美しい花園の風景をお楽しみく
ださい。▶問合せ：東部公園出張所☎3994-8141

　ココネリ開設1周年に合わせて、「練馬つつじ祭
り」が「練馬つつじフェスタ」に生まれ変わりまし
た。商店会や福祉施設による模擬店などが多数
出展します。▶日時：4月29日㈷午前10時～午
後5時（小雨決行）▶場所：平成つつじ公園、ココ
ネリなど▶内容：ステージショー（開進第二中吹
奏楽部による演奏など）、小学生写生大会、スタ
ンプラリーなど▶区の担当：商工係▶問合せ：練
馬つつじフェスタ実行委員会・渡辺☎3557-
5901（水曜を除く）

駐輪場

まつり
本部
まつり
本部

練馬文化センター練馬文化センター

練馬総合運動場練馬総合運動場

練馬駅西武池袋線
至池袋

健康
フェスティバル

南町小

ねりま・
エコスタイル
フェア

開進第二中

案内所

i

i

i

i

i

演技
スペース❶

➡

➡

平成つつじ公園
（練馬1-17-6） ココネリ

（練馬1-17-1）

平成つつじ公園

▶交通：練馬駅下車北口徒歩1分
※ 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。

　高野文子作の漫画「ドミトリーともきんす」に登場する「マキノ君」の原
画展示のほか、作中で描かれた青年時代の牧野富太郎博士の研究資料を
紹介します。▶会期：4月18日㈯～5月31日㈰午前9時30分～午後4時30
分　※火曜休館。ただし、5月5日㈷・6日㉁は開館、７日㈭は休館。

入場
無料

1 講演会「ともきんすの中のマキノ君のこと」
　高野文子さんを迎え、作品に牧野博士を取り上げた経緯な
どを伺います。▶日時：5月10日㈰午後2時～3時30分▶定員：
28名（抽選）▶申込：往復ハガキで①講演会名②住所③氏名④
電話番号を、4月30日（必着）までに牧野記念庭園記念館へ
2 ギャラリー・トーク（学芸員による展示解説）
▶日時：A4月29日㈷B5月17日㈰午後2時30分～2時50分
▶定員：各20名（先着順）▶申込：当日会場受け付け

●●●  会期中のイベント  ●●●

牧野富太郎筆
リンボク　
明治14年9月

豊かなみどりを未来へ 18

企画展

漫画「ドミトリーともきんす」の住人　牧野富太郎

　花とみどりの相談所で緑と触れ合う催しを行います。ぜひ
おいでください。▶日時：4月25日㈯～5月6日㉁午前9時
～午後5時（6日は午後4時まで）　※28日㈫は休館。

春のフェア '15
花とみどりの相談所 

（光が丘5-2-6）

光が丘公園

四季の香公園

光が丘
四季の香小

至
練
馬

光が丘公園

光が丘IMA光が丘IMA

都営
大江戸線

光が丘区民
センター

光が丘駅

▶ 交通：地下鉄大江戸線光が丘駅下車A4出口
徒歩6分　※車での来場はご遠慮ください。

① 透明容器に観葉植物を
植えよう

▶日時：4月25日㈯午前
10時～11時30分

② 雑貨を使ってハーブのミニ
寄せ植えを作ろう

▶日時：5月4日㈷午前10時～
11時30分

　花とみどりの相談所の写真講座受講生の作品
展です。講師で写真家の廿樂美登利さんの作品
も展示します。▶日時：期間中常設　※5月6日
㉁午後1時～3時に行うアンケートに答えた方
に、植物の種などをプレゼントします（なくな
り次第終了）。

写真展「室内で撮った花の表情展」

　鉢植え植物の植え替えを見学できます。▶日
時：5月3日㈷A午前10時～正午B午後2時～4時

鉢物再生工房（見学）

①②とも▶定員：30名（先着順）▶材料費：500
円▶申込：当日会場受け付け　※開始時間の30
分前から整理券を配布。

体験コーナー

花とみどりの相談所

このコーナーでは、みどりに関する旬な情報をお知らせします。

〒178-0063東大泉6-34-4
牧野記念庭園記念館☎6904-6403

場所・問合せ

花とみどりの相談所☎3976-9402
場所・問合せ

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。
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入場無料
　田沼武能が撮影した三島由紀夫や森光子、小澤征爾
など80点の肖像写真を展示します。
▶時間：午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
▶観覧料：一般500円、高校・大学生と65～74歳の方
300円、中学生以下と75歳以上の方無料　※下記「コレ
クション展」との共通観覧券です。　※一般以外の方は、
年齢を確認できるものが必要です。

　田沼武能が撮影した練馬区に
ゆかりのある作家、五味康祐、
檀一雄、松本清張など20点の
肖像写真を展示します。
▶時間：午前9時～午後6時

■ スペシャル・ギャラリートーク
▶対象：中学生以上▶日時：A3月25日㈯B4月8日㈯午後３時から▶講師：A平塚市美術館
館長代理／土方明司B金沢美術工芸大学大学院専任教授／横山勝彦▶定員：各70名(抽選)
▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①催し名（ABの別も）②参加者全員（2名ま
で）の住所・氏名（ふりがな）・年齢（学生は学年も）・電話番号を、A3月10日B24日

（必着）までに練馬区立美術館へ

松岡映丘《さつきまつ浜村》1928年　絹本着色　六曲一隻

田沼武能《棟方志功》1953年撮影

A 田沼武能講演会「わが心の残像」
▶対象：中学生以上▶日時：3月26日㈰午後3時から▶定員：70名(抽選)
B 編集者の多田亞生さんと練馬区立美術館館長の若林覚によるギャラリートーク
▶日時：3月9日㈭午後３時から
C 記念コンサート
▶日時：3月5日㈰午後３時から▶出演：新美友紀（バイオリン）、浜崎佳恵（チェロ）、小
島慶子（ピアノ）ほか
▶申込：A往復ハガキまたは電子メールで①催し名②参加者全員（２名まで）の住所・氏
名（ふりがな）・年齢（学生は学年も）・電話番号を、3月10日(必着)までに練馬区立美術
館へ　※BC事前の申し込みは不要です。

田沼武能肖像写真展　

時
と

代
き

を刻んだ貌
かお

　田
た

沼
ぬま

武
たけ

能
よし

（昭和4年～）は、子どもたちや、昭和の文化・芸術を
担った著名人を撮る写真家として知られています。「人間大好き人
間」を標

ひょう

榜
ぼう

する田沼がとらえた人々の表情には、被写体をえぐり
出す鋭さとともに、温かで豊かな想いが投影されています。
　今回、練馬区立美術館と石神井公園ふるさと文化館分室で同時
開催します。ぜひお越しください。

場所・
申込先

練馬区立美術館（〒176-0021貫井1-36-16）
☎3577-1821

event-museum@neribun.or.jp

場所・
申込先

練馬区立美術館（〒176-0021貫井1-36-16）☎3577-1821
event-museum@neribun.or.jp

場所・
申込先

石神井公園ふるさと文化館分室
（〒177-0045石神井台1-33-44）☎5372-2572

event-bunshitsu@neribun.or.jp

スポーツリーダー養成講習会
　スポーツリーダーは、地域で生涯スポーツの普及・推進などを行うボラン
ティアです。講習会の参加者には、講義・野外活動実習・共通実技と選択実技
1種目を受講していただきます【9日制】。　※修了者には、認定証を発行します。
▶対象：18歳以上の方▶定員：60名（抽選）▶保険料：120円▶申込：封書で①
講習会名②住所③氏名（ふりがな）④生年月日・年齢⑤性別⑥電話番号⑦希望
する選択実技（ⒶⒷの別）⑧受講理由⑨SSC名（加入している場合）を記入した
ものと、住所・氏名を記入し82円切手を貼った返信用封筒を、3月10日（必着）
までに〒176-8501区役所内スポーツ振興課振興係へ　※保育室（1歳児～
小学3年生対象。費用1回50円。野外活動実習を除く）を利用したい方は、
お子さんの氏名（ふりがな）・年齢もお知らせください。

問合せ スポーツ振興課振興係☎5984-1948

内容 日時 場所

講義
4/  8㈯ 13:00～16:40
4/15㈯ 10:00～15:20
4/29㈷   9:30～17:00
5/27㈯ 12:00～16:20

区役所本庁舎20階

野外活動実習
(ウオークラリー) 4/22㈯ 10:00～16:00 区役所とその周辺

共通実技
(ウォーミングアップとクールダウン) 5/  9㈫ 19:00～21:00

中村南スポーツ交流
センター選択実技

（Ⓐ卓球Ⓑニュースポーツ〈キンボール、
ボッチャ、ネオホッケー〉）

5/12㈮・15㈪・17㈬
19:00～21:00

同 時 開 催
お蔵出し！ 
練馬区立美術館
コレクション展

　今回、約6,700点の収蔵品の中から江戸・
明治の絵画、現代の美術など、約120点を
紹介します。
▶時間：午前10時～午後6時（入館は午後5時
30分まで）　※上記「田沼武能肖像写真展」と
の共通観覧券です。

田沼武能《檀一雄と松本清張》1958年撮影会期中の催し Aは観覧券の半券、B Cは当日の観覧券の半券が必要です。

会期中の催し 当日の観覧券の半券が必要です。

■ 講演会「練馬に暮らした思い出の作家たち」
▶対象：中学生以上▶日時：3月18日㈯午後2時～3時30分
▶場所：石神井松の風文化公園管理棟▶講師：元文芸誌編
集者／大村彦次郎▶定員：100名（抽選）▶申込：往復ハガキ
または電子メールで①講演会名②参加者全員（2名まで）
の住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、3月4日(必着)
までに石神井公園ふるさと文化館分室へ
■ 学芸員による展示解説　※事前の申し込みは不要です。
▶日時：3月12日㈰、４月9日㈰午後2時～2時30分

会期中の催し

2/23㈭〜4/9㈰  ※月曜休館（ただし、3月20日㈷は開館。21日㈫は休館）

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 弁護士・税理士と話せる相続ガイド
～いまから、そしてこれから話合っていくべきことを考える～ ※ご相談内容によって専門家をご紹介しております。

※ご希望によってはお取扱いできない内容がございます。

施設名・所在地 定員
上石神井保育園（上石神井4-21-3） 15名
豊玉第三保育園（豊玉南3-32-37） 10名
アンジェリカ田柄保育園（田柄1-6-3）  3名
光が丘わかば保育園（光が丘7-6-19） 10名
ねりまさくらさくほいくえん（豊玉北4-33-17）  5名
ナーサリールームベリーベアー練馬（練馬1-17-1 ４階）  6名
にじいろ保育園平和台（平和台1-31-9）  3名
にじいろ保育園中村一丁目（中村1-15-29）  5名
心羽えみの保育園石神井台（石神井台3-36-10）  8名
北大泉幼稚園（大泉町2-46-6） 12名
光が丘むらさき幼稚園（光が丘3-3-5） 12名
光が丘さくら幼稚園（光が丘2-4-8） 12名

問合せ 保育企画担当係☎5984-1491

特　集平成29年（2017年）2月21日  8

１歳児１年保育の
利用児童を募集

　区内２カ所目となる観光案内所を西武池袋線石神井公園駅中央口徒歩1分の場所に開
設します。石神井を中心とした地域の魅力発信や名産品の紹介・販売などを行います。
また、無料Wi-Fiの整備や情報検索端末を設置し、さまざまな形で情報発信を行います。

▼時間：午前9時～午後７時（3月1日㈬は午前10時から。年末年始を除く）

石神井観光案内所がオープン

▶交通：石神井公園駅下車中央口徒歩１分

・ピアレス

中央口

至練馬西武池袋線

交番
至大泉学園

富士街
道 石神井公園

石神井観光案内所
（石神井町 3-23-8）

石神井公園駅

N

・

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

　待機児童ゼロ作戦の一環として、４月から下記の保育園
などで「1歳児1年保育」の1歳児を募集します。利用を希望
する方は、保育課（区役所本庁舎10階）または区ホームペー
ジにある申請書に記入の上、3月3日（必着）までに、保育企
画担当係に申し込んでください。

▼対象：29年4月1日現在1歳で、保育園・地域型保育事業
の29年4月の利用調整の結果、入園が保留となったお子さ
ん　※1歳児1年保育とは保育園などの転用可能な部屋を利
用した保育です。利用は月単位で最長で30年3月31日まで
です。

申込期限は３月３日（必着）
　東京都独自の設置基準に基づき認証された民間の保育施設で、区が運営費を補助し
ています。また、保護者に保育料の一部を助成しています。施設によって対象年齢、
保育時間、保育料などが異なります。　※利用を希望する方は、直接、施設へ申し込
んでください。

施設名・所在地 電話番号
太陽保育園（栄町32-10） 3557-8077
ソラスト新江古田（豊玉北2-17-11） 5912-0880
ピノキオ幼児舎氷川台園（桜台3-12-2 2階） 5946-3551
さつき保育園練馬ルーム（桜台4-1-8 ） 3993-3500
ナーサリールームベリーベアー練馬（練馬1-17-1 4階） 5946-6712
おひさま保育園練馬駅前園（練馬3-18-5） 5999-0135
ソラスト中村橋（向山1-13-2） 3577-8571
保育ルームフェリーチェ練馬中村橋園（貫井2-1-19 2階） 3577-6540
アンミッコ保育園（春日町1-3-21） 5933-9135
ベビーステーション北町（北町1-30-1 2階） 5920-8025
ハッピーマム平和台（北町6-27-11） 6906-5343
エデュケアセンター・光が丘（光が丘2-10-2） 3938-6961
ピジョンランド練馬高野台（高野台1-3-7 2階） 3996-5231
ピノキオ幼児舎練馬高野台園（高野台1-8-9） 5923-7022
キッズパオ石神井あおぞら園（石神井町1-22-4） 6913-3050
石神井プチ・クレイシュ（石神井町3-16-19） 3904-8255
さつき保育園石神井公園ルーム（石神井町6-2-12 2階） 5923-9850
エンゼルベア・ナーサリー上石神井（上石神井2-31-33） 3594-6866
ピノキオ幼児舎関町園（関町北1-14-2） 5903-5586
ビーフェアこども愛々保育園武蔵関（関町北2-27-11 2階） 5927-5035
ソラスト武蔵関（関町北4-2-13 2階） 5927-0667
cradle（くれいでる）（東大泉5-41-26） 3923-8155
ベビーステーション大泉学園（東大泉6-34-30 2階） 5387-3780
ひまわりキッズルーム大泉（東大泉6-52-1 2階） 5933-0016
共同保育所ごたごた荘（東大泉7-2-3） 3867-2021
ビーフェアこども愛々保育園南大泉（南大泉4-54-5 2階） 3922-8322

認証保育所の利用児童を募集
問合せ 保育事業者係☎5984-5845

問合せ 観光係☎5984-1032

※いずみ保育園は、3月で閉園する予定です。
※グローバルキッズ練馬春日町園は、4月に認可保育園へ移行する予定です。

４月
からの

から
3 1㈬

利用料金（月額）

月～金曜
８時間以内 3万5000円
11時間以内 4万5000円

子育てを応援します

※生活保護受給世帯は免除。
※児童扶養手当受給世帯は利用料金から1万円減額。


