
【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。

大型テントを活用した
災害時のペット
対策訓練

水害を想定した
　土のう積み
訓練

消火器を使った
初期消火訓練

岡山県倉敷市真備町の
被害の様子

大阪府北部地震、平成30年７月豪雨、台風21号、
昨日発生した平成30年北海道胆振東部地震によ
り、犠牲となられた方々に哀悼の意を表しますと
ともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し
上げます。
練馬区においても、先月27日のゲリラ豪雨で浸
水被害が発生しました。被害に遭われた区民の皆
様にお見舞いを申し上げます。
私は、こうした災害を目の当たりにして、「天災は

忘れた頃にやってくる」という戒めを心に刻み直し、
攻めの防災すなわち徹底した予防対策に取り組む
決意を新たにしています。

「応急、緊急的な対応への即時着手」に加えて、「天
災に先手を打つ、地域ごとの災害リスクに応じた
対策の実施」という観点から、全庁を挙げて区の災

害対策を再点検するよう指示しました。
既に学校や区立施設では、危険が判明したブロッ

ク塀等の撤去・改修に着手しています。また、通学
路に続いて、今後、道路に面した民有ブロック塀等
を全て調査し、安全確保策を検討していきます。生
け垣などへの改修を促進するため助成を充実します。
地域の危険性に応じて、耐震性や防火性、水害

に対する安全性を高め、「逃げないで済むまち」を目
指します。まずは、地域の危険性をきめ細かく周
知し、災害時に区民が即時に行動を起こす「逃げ遅
れのないまち」の実現に取り組みます。自力避難が
困難な方の安否確認と避難援助を確実・迅速に行
えるようにするため、「災害時要援護者名簿」の内容
を全面的に更新します。あわせて、実践的な訓練
を積み重ね、地域防災力を高めていきます。

児童虐待など深刻な事案は、育児の孤立化や親
の子育て力の低下が進む、東京都区部など大都市
で多く発生しています。その背景には、地域での

人間関係の希薄化、無関心といった大都市特有の
要因があり、絶対数は少ないものの、広域的・専
門的な対応が必要になっています。
児童相談行政は、都の児童相談所による広域的・

専門的な支援と、区の子ども家庭支援センターを
中心とした地域単位のきめ細やかな支援の両者か
ら成り立っています。
現在、特別区の一部で、児童相談所設置に向け

た準備が始まっています。しかし、職員の育成だ
けに目が向けられ、児童相談所が基本的に広域行
政である、という事実への理解に欠けているので
はないかと危惧しています。
例えば、児童養護施設や里親などの社会資源は
少数で、しかも広く都内外に分散しており、広域
的な入所調整が必要となります。また、虐待され
た子どもを区の一時保護所などに入所させた場合、
親が押しかけてきて、子どもを他区の施設に移さ
なければならないという事態も生じます。

炊き出し
訓練の様子

夕べの音楽の
放送時刻が
変わります

　10月1日㈪から、午後4時30分
に変更します。

▼問合せ：青少年係☎5984-4691
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災害に強いまちづくりを実現
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区に児童相談所を設置しても、区単位では解決
出来ないのです。区相互間や都との調整が必要に
なります。これは、業務を煩雑化するだけでなく、
児童相談行政本来の目的である、児童福祉の向上
に逆行するものと考えます。
既に、区では都と共同で、対象となる家庭への

継続的な訪問を実施し、また、職員の相互交流に
より、専門性、相談・対応力の向上を進めています。
児童虐待を未然防止するため、ショートステイ事
業を実施するとともに、妊娠期からの子育て力向
上に取り組んでいます。
昨年４月の児童福祉法改正で、児童相談所から

区市町村への事案送致が開始されることになりま
した。昨年６月には、都と協定を締結し、個別事
案の情報を区も共有しています。こうした連携・
協議を活かした、きめ細やかな対応により、児童
虐待の早期発見・未然防止に取り組みます。去る
７月には、区内３警察署と協定を締結しました。
警察への通報などを共有し、未然防止への対応を
強化しています。
私は、家庭が崩壊し遺棄された子ども、虐待さ

れた子ども、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
を救うことは、公務員としての私の初心です。引
き続き東京都や関係機関と連携し、着実に児童相
談行政を充実させ、児童福祉の向上に取り組んで
いきます。

区では、入院から在宅医療に至るまで切れ目の
ない医療サービス提供体制の構築に努めており、
東京都保健医療計画の改定に伴う来年３月の病床
配分に際して、病床増を実現するため、強く働き
かけています。
先月、練馬光が丘病院と高野台新病院について、

それぞれの運営事業者との間で、基本的な事項の
協定を締結しました。
練馬光が丘病院は、現在の光が丘第四中学校敷

地を事業者に無償で30年間貸し付け、既存の急
性期病床に加え、新たに回復期病床を100床程度
増床し、34年度中の開院を目指します。
高野台新病院は、旧高野台運動場用地の一部を

事業者に有償で50年間貸し付け、急性期から在
宅生活につなぐ回復期・慢性期機能を有する200
床規模の病院として、33年度中の開院を目指して
いきます。

大江戸線の延伸は、他区では見られない鉄道空
白地域を解消するだけでなく、首都圏の広域交通
ネットワークに資する重要なプロジェクトです。
これまで、区は、延伸の意義・必要性など基本的
な認識を都と共有し、需要予測や収支採算性など
について、実務的な協議を重ねてきました。導入
空間となる補助230号線は、既に一部が完成し、
全体の用地取得率は８割近くとなっています。区
は、新駅予定地周辺や沿線のまちづくり、基金の
積み増しなど、地元自治体としての準備を着実に
進めています。交通政策審議会答申で認められた
６路線のなかで、実現の熟度は極めて高いもので
す。必要性と熟度に応じて整備が行われるよう、
東京都に対し大江戸線の早期着工を強く働きかけ
ていきます。

全ての人が安心、快適、自由に外出できる環境
を実現することは、まちづくりの大きな課題です。
先月、ガイドラインを策定しました。主要な公共施
設と駅等を結ぶ経路のバリアフリー化について配
慮すべき事項などを取りまとめたものです。
高齢者、障害者、乳幼児連れなどの区民の皆様

と共に、ガイドラインに沿って経路を点検し、ア
クセスルートを選定して、改善方針を取りまとめ
ます。来年度には、モデル地区の整備に着手し、
バリアフリー化を進めていきます。

６月に制定された特別措置法によって、中小企
業の設備投資に係る固定資産税の優遇措置が導入
されました。区では、区内事業者が速やかに優遇
措置を受けられるよう、７月に導入促進基本計画
を策定しました。この計画は、期間を３年間とし、
広く事業者の生産性向上を推進する観点から、全
ての業種や事業を対象としています。先月には、
事業者の「先端設備等導入計画」の受付と、区によ
る認定を開始しています。
今後とも、区内事業者を積極的に支援していき

ます。

練馬区の都市農業は、住宅地の中で住民の暮ら
しと溶け合って営まれ、豊かな区民生活に欠かせ
ないものとなっています。この農業と農地を守り、
次の世代に引き継ぐことは、練馬区長としての重
要な責務であり、都市農地保全推進自治体協議会
の会長として、直接、国に出向き、農地制度や税
制度の改善を働きかけてきました。
去る６月、生産緑地の貸借を可能にする「都市
農地の貸借の円滑化に関する法律」が制定され、
９月１日に施行されました。これは、練馬区の都
市農業者の皆様が、これまで地道な努力を続けて
こられた実績が国を動かしたもの、と言って過言
ではありません。
現在、東京あおば農業協同組合と共同で、全農
地所有者を対象に意向調査を実施しています。調
査結果を踏まえ、貸借制度を活用した新たな都市
農地の保全・振興策を検討していきます。

来年11月29日から12月１日の３日間、世界都
市農業サミットを開催します。ニューヨーク、ロ
ンドン、ジャカルタ、ソウル、トロント、各都市
の参加を得て、練馬区の都市農業を体験・視察し
て頂くとともに、練馬文化センターなどを会場に、
分科会やシンポジウムを実施します。都市農業の
意義と魅力を共有する契機とし、相互に学び、新
たな取組みを探っていきます。市民生活と農業が
融合する都市の魅力と可能性を、国内外に発信す
るサミット宣言に結実させていきます。「みんなde
農コンテスト」や「ワールドマルシェ」など、区民参
加による多彩なプログラムも予定しています。
本年11月23日から25日には、サミットの開催

に向けて、機運を醸成するため、プレイベントを
開催します。

四季の香ローズガーデンを、西欧庭園エリアと
一体化して、リニューアルします。今月中に基本
計画案をお示しし、地域の皆様のご意見を頂きな
がら、魅力的なガーデンづくりを進めます。
石神井松の風文化公園を拡張するため、本年

11月を目途に、隣接の企業グラウンドの一部、約

6,400平方メートルを取得します。今後、具体的
な活用策を検討するとともに、整備スキームにつ
いて東京都と調整していきます。
区民の皆様に親しまれ、区内外から多くの人に
訪れて頂ける、特色ある公園の整備に引き続き取
り組んでいきます。

第２回ねりまユニバーサルフェスは、障害者・
高齢者・子ども・外国人をはじめ、誰もが互いに
理解を深めることができるイベントとなるよう、
工夫を凝らして実施します。
「ユニバーサルスポーツフェスティバル」は、パ
ラリンピック種目のボッチャなどを多くの方々に
体験して頂けるよう、光が丘体育館に加え、上石
神井体育館でも開催します。「Nerimaユニバーサ
ルコンサート」には、大谷康子さんのプロデュー
スで、障害者による合唱団、ジュニアオーケストラ、
インターナショナルオーケストラが出演する予定
です。「みんなのＵＤパーク」では、障害者施設で
製作した商品販売、ＵＤグッズなどの展示、ミニ
手話教室、障害者団体によるステージなど、多彩
な催しを展開します。

多くの区民の皆様に「引き続き頑張れ」と信任を
頂いてから早くも５カ月が過ぎました。２期目を
迎えて、惰性に陥ることがあってはならない、日々
自らに言い聞かせています。
新しいビジョンでは、グランドデザイン構想の

実現を目指します。これまでの政策の一貫性・継
続性を大事にしながら、更に工夫を加えて、前に
進みたいと考えています。
６月から、分野ごとに職員と議論を重ね、問題
意識と方向性を整理しています。武蔵野の面影を
再現する長期プロジェクト、区民窓口の抜本的な
改革など、シンボルとなる事業を打ち出して、区
政を牽

けん

引
いん

していく方針です。
社会の在り様が大きく変化するなか、基礎的自

治体として練馬区はどうあるべきか。根本的な問
題意識はそこにあります。新たなビジョンでは、「参
加から協働へ」を根幹に据えた新しい自治体の姿
も模索したいと考えています。
引き続き精力的に検討を続け、12月には素案を

まとめ、来年度予算に反映させていきます。

この夏は、梅雨が早く明け、猛暑が長く続き、
練馬区でも７月23日には39.6度という最高気温
を記録するなど、異常な気象に見舞われました。
８月１日の独立記念日も猛暑日となりましたが、

「真夏の音楽会」は、多数の区民の皆様が会場を埋
め尽くしました。大谷康子さんのバイオリン独奏
とＮＨＫ交響楽団のメンバーによる室内管弦楽の
演奏を心ゆくまで堪能されました。夜に行われた、
としまえんの「花火フェスタ」には、立

りっ

錐
すい

の余地も
ないほど多くの観客が詰めかけ、練馬区をイメー
ジした、みどりをはじめとする色鮮やかな花火に、
拍手喝采を送っていました。
暑さを忘れる一服の清涼剤として楽しんで頂け

たものと思います。「真夏の音楽会」「花火フェス
タ」を、区民の皆様に親しまれる大切な恒例行事
として定着させていきたいと考えています。

公共施設と駅を結ぶルートの
バリアフリー化

生産性向上特別措置法による
税制優遇の開始

貸借制度の法制化による
都市農地の有効活用

練馬光が丘病院、高野台新病院

世界都市農業サミット

おわりに

特色ある公園の整備

ねりまユニバーサルフェス

新しいビジョンの策定

大江戸線の延伸

大江戸線の延伸に向けて整備が進む補助230号線

5,000発の花火がねりまの夜を彩りました
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〈無償化の対象と金額〉
対象 保育所（※1）、

認定こども園 幼稚園 認可外保育施設、
幼稚園預かり保育（※2）

0～2歳児の
住民税非課税世帯

全額無償
— 月4万2000円

まで無償

3～5歳児の全世帯 月2万5700円
まで無償

月3万7000円
まで無償

※1 地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業〈保育ママ〉など）を含む。
※2 保育の必要性があると認定された世帯が対象。

幼児教育・保育の無償化による
影響調査にご協力を

　みどりバスの南大泉ルート（保谷駅入口～武蔵関駅南口～関町福祉園）の
運行ダイヤを変更します。新しい時刻表は、区ホームページやバス停留所
でご覧になれます。また、区民事務所などで時刻表を配布しています。
▶問合せ：交通企画課☎5984-1274

10/1㈪
から
みどりバス（南大泉ルート）
の運行ダイヤを変更

　国は来年10月から幼児教育・保育の無償化を実施する予定です。区で
は、無償化の実施に向け、教育・保育サービスに関する調査を実施します。
区内在住の０～５歳のお子さんのいる世帯や今年度中に出産予定の方な
ど、無作為抽出の約4,800世帯に調査票を送付します。ご協力をお願い
します。▶問合せ：こども施策担当係☎5984-1306

問合せ 練馬アニメカーニバル推進連絡会事務局（区役所観光・アニメ係内）
☎5984-1032

日程 プログラム名

10/20㈯ 手塚治虫文化賞受賞記念「ちばてつや/マンガとアニメと」　
作品上映&トーク

10/21㈰

「機動警察パトレイバー」誕生30周年～原点とこれから　
作品上映&トーク

映画「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」
公開2カ月前トーク

10/20㈯・21㈰ アニメ制作体験ワークショップ

〈整理券が必要なプログラム〉

　居宅訪問型保育事業は、利用する未就学児の自宅に保育者を派遣し、
1対1の保育を行う事業です。11月利用分から対象者を拡大します。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。
▶問合せ：保育事業者係☎5984-5845

居宅訪問型保育事業の
対象者を拡大

11月利用分
から

〈対象となるお子さん〉
新規 	・	認可保育園などへの入園が保留となっているお子さん	
		 		▶定員：5名
	 ・障害などにより医療的ケアが必要で、集団保育が困難なお子さん

 遊ぼう！秋の児童館・児童室
施設名 日時・内容

栄町
☎3994-3287

こどもえんにち…10/13㈯14：30～16：30（受け付けは16：00
まで）

中村
☎3998-4890

あきまつり…9/29㈯13：00～15：30〈小学生〉
ちびっこえんにち…10/19㈮10：30～11：30〈幼児〉

平和台
☎3933-0297

じどうかんフェスティバル…10/20㈯14：00～16：30（受け付け
は16：00まで）
キッズフェスティバル…11/16㈮10：30～11：45〈幼児〉

春日町
☎3998-8799

えんにち…10/27㈯Ⓐ10：00～11：30〈幼児〉Ⓑ13：30～16：00
〈小学生～18歳の方〉

北町
☎3931-5481 仮装パーティー…10/31㈬15：30～17：00〈幼児～18歳の方〉

光が丘
☎3975-7137 えんにち…10/20㈯14：00～16：00

光が丘なかよし
☎5997-7720

幼児えんにち…10/31㈬10：30～11：30〈乳幼児〉
えんにち…11/10㈯14：30～16：30

土支田
☎3925-4784 こどもフェスティバル…10/20㈯14：00～16：00〈小学生以上〉

南田中
☎3995-5534

おさがり夏市…9/27㈭10：30～11：30
秋のフェスティバル…10/6㈯14：00～15：30	

三原台
☎3924-8796

みはらっこフェスタ…10/20㈯Ⓐ11：00～12：00〈3歳児以下〉
Ⓑ14：00～16：00〈4歳児以上〉

施設名 日時・内容
石神井
☎3996-3800

しゃっくー秋まつり…11/10㈯14：30～16：00（受け付けは15：
30まで）

石神井台
☎3995-8267

ミニあきまつり…10/27㈯10：30～11：30〈幼児〉
あきまつり…10/27㈯Ⓐ13：00～14：15Ⓑ14：45～16：00〈小
学生以上〉

上石神井
☎3929-0999

声優による読み聞かせ…9/28㈮13：00〈乳幼児〉
パネルシアターや手遊びなど…10/2㈫10：45〈乳幼児〉
かみしゃくキッズまつり…10/27㈯9：30▶場所：上石神井小

関町
☎3920-1601

かぼちゃおばけパーティー…10/30㈫Ⓐ10：45～11：30〈乳幼
児〉Ⓑ14：00～15：00〈年少～年長児〉Ⓒ15：30～17：30〈小学生〉
あきまつり…11/17㈯14：30～16：45

東大泉
☎3921-9128

ようじえんにち…10/26㈮10：45～11：30
あきまつり…10/27㈯13：45～16：00

西大泉
☎3924-9537

★仮装行列…10/27㈯14：15～16：30〈年中児～中学生〉　
　※未就学児は保護者同伴。
ひなたぼっこえんにち…11/21㈬10：30～12：00〈3歳以下の
お子さんと保護者〉

北大泉
☎3921-4856 秋まつり…9/29㈯14：00～16：00（受け付けは15：30まで）

厚生文化会館児童室
☎3991-3080

けやきまつり…10/27㈯13：30～16：00・28㈰10：00～15：00
こどもえんにち…11/17㈯14：00～16：00

　行事の内容など詳しくは、お問い合わせください。		
★の催しは、開催日の前日までに直接申し込みが必
要です。▶問合せ：各児童館・児童室

  区内最大のアニメイベント「練
馬アニメカーニバル2018」を10
月20日㈯・21日㈰に練馬駅北
口周辺で開催します。
　整理券が必要なプログラム（＝
下表）は練馬アニメーションサイト
(http://animation-nerima.jp/)
から申し込んでください。 
※応募者多数の場合は抽選。

 整理券が必要なプログラムの 
 事前申し込み受け付け中！ 

二次元バーコードを
読み取ると、
ホームページに
アクセスできます。

10/8㈷まで
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世帯と人口 【9月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
369,946
（-36）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上
88,056（+20） 484,592（-169） 159,256（+90）

総人口 731,904（-59）日本人 712,955（+34）外国人 18,949（-93）
男 356,259 男 347,424 男 8,835
女 375,645 女 365,531 女 10,114

　寡婦（寡夫）控除とは、配偶者と死別や離婚した場合に適用される税法
上の控除です。ひとり親家庭の経済的な負担を軽減するため、婚姻歴の
ないひとり親家庭に、一部の利用料を控除する「みなし適用」を行ってい
ますが、今回、対象となるサービスを拡大します。適用を受けるには申
請が必要です。申請方法など詳しくは、お問い合わせいただくか、区ホー
ムページをご覧ください。▶問合せ：ひとり親家庭支援係☎5984-1319

◆寡婦（寡夫）控除が適用になる制度の例
・難病医療費助成制度（国指定難病のみ）
・小児慢性特定疾病医療費助成制度� など

※�所得税や住民税などの税法
上の適用を受けることはで
きません。
※�適用後も利用料などが変わ
らない場合があります。

寡婦控除のみなし適用を拡大します
婚姻歴のないひとり親家庭対象

ガーデニング・みどりの
カーテン写真コンテスト
～みどりあふれる練馬を紹介

　区民の皆さまから応募していただいた自宅や事業所などの「ガーデニ
ング部門」と「みどりのカーテン部門」の写真をパネルで展示し、来場者
の投票により受賞作品を決定するコンテストを開催しています。
▶日時：10月4日㈭までの午前8時45分～午後8時（4日は午後4時まで）
▶場所：区役所アトリウム▶問合せ：みどり協働係☎5984-2418

開
催
中

ガーデニング部門 みどりのカーテン部門

お知らせ
皆さまからの寄付（7月分）
＝ありがとうございました＝

　いただいた寄付は次の通りです。　
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財用地
係☎5984-2807

区
へ

練馬区のため 2万円（1件）
練馬みどりの
葉っぴい基金

8万7458円
（5件）

安全・安心のため 3万円（1件）
子育て支援のため 1万円（1件）

練馬区社会福祉協議会へ 14万5225円（11件）

街路灯が点灯しないときは
ご連絡を
　近所の街路
灯が点灯しな
い場合や灯具
が破損してい
る場合は、街
路灯番号（右図
参照）と設置場
所をご連絡ください。
▶問合せ：街路灯係☎5984-2379

「20歳のメッセージ」の
発表者を募集
　20歳になった決意や思いを新成人
代表として発表していただく方を募
集します。応募した方のうち2名に、
来年1月14日㈷にとしまえんで開催
する「成人の日のつどい」の壇上で発
表していただきます。当日発表して
いただいた方には、5,000円分の区
内共通商品券を差し上げます。▶対
象：平成10年4月2日～11年4月1日に
生まれた区内在住の方▶申込：持参
または郵送、電子メールで①「20歳
のメッセージ」をテーマにした作文
（600字程度。写しも可）②住所③氏
名④生年月日⑤電話番号を、10月
19日（必着）までに〒176-8501区役
所内青少年課育成支援係（本庁舎11
階）☎5984-1292 seishonen03�
@city.nerima.tokyo.jp

東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を開催
▶日時：9月27日㈭午後2時30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1時30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

平成30年版練馬区勢概要を発行
　29年度に実施した事業を中心に、
区政の動向について紹介していま
す。10月1日㈪から閲覧できます。
▶規格：A4判・234ページ▶閲覧場
所：図書館、区民情報ひろば（区役所
西庁舎1階）など　※区ホームペー
ジでもご覧になれます。　※区民情
報ひろばでは、購入（1冊1,600円）
もできます。▶問合せ：情報公開課
☎5984-4513

税
青色申告のご利用を
　青色申告制度とは、日々の取引を
所定の帳簿に記帳し、その記帳に基
づいて正しい申告をすることで、所
得の計算などについて有利な取り扱
いが受けられる制度です。事業所得
などのある方で、青色申告をしよう
とする場合は、「青色申告承認申請
書」を所轄の税務署に提出する必要
があります。税務署では、無料の記
帳指導説明会も行っています。▶問
合せ：税務署【練馬東☎6371-2332、
練馬西☎3867-9711】

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：10月6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

耐震化のための建て替えまたは
改修を行った住宅に対する固定
資産税・都市計画税を減免
　居住部分に限り、地方税法による
減額適用後の残額について、全額減
免します。減免を受けるための申請
方法・期限など詳しくは、お問い合
わせください。▶減免内容：建て替
え…新築後、新たに課税される年度
から3年度分　改修…工事完了日の
翌年度分　※いずれも戸数や床面積
などの要件があります。▶問合せ：
練馬都税事務所☎3993-2261

働く
①短時間保育補助②保育補
助③調理④用務【臨時職員】
　登録制で欠員状況により採用しま
す。▶期間：6カ月以内▶勤務日：月
～土曜（月20日程度）▶時間：①朝…
午前7時30分から、夕…午後4時15
分から（それぞれ2～3時間程度）②
～④原則として午前8時30分～午後
5時15分の間の4～7時間45分▶場
所：区立保育園▶賃金：①時給1,300
円（土曜1,400円）②時給1,100円（土
曜1,200円）③④時給1,020円（土曜
1,120円）　※交通費支給。　※勤務
時間により社会保険あり。▶申込：履
歴書（写真貼付）に希望する職種（①
～④の別）を記入の上、持参または
郵送で〒176-8501区役所内保育課
管理係（本庁舎10階）☎5984-5839

自衛官など
▶対象：採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満の方▶種目：自衛官
候補生▶問合せ：自衛隊東京地方協
力本部練馬地域事務所☎3991-8921

事業者向け
ビジネス講座

「人材の定着率アップを実現
するフィードバックの技術」
▶対象：事業者、創業を考えている方
▶日時：10月18日㈭午後7時～9時
▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）
▶講師：中小企業診断士／酒井勇貴
▶定員：30名（先着順）▶費用：500円
▶申込：電話またはファクスで①講
座名②参加者の氏名（ふりがな）③事
業所の郵便番号・住所・名称・業種・
電話番号・ファクス番号または電子
メールアドレス（ある方のみ）を、
10月16日㈫までに練馬ビジネスサ

ポートセンター☎6757-2020 FAX
6757-1014　※同ホームページ
（http://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）からも申し込めます。

中小企業向け年末短期貸付
のご利用を
～練馬区産業融資あっせん制度

　申し込み方法など詳しくは、お問
い合わせください。▶対象：次の①
～⑥の全てに当てはまる事業者　①
東京信用保証協会の保証対象業種を
営んでいる②法人は本店登記が1年
以上前から区内にあり、個人事業主
は事業所または住所が1年以上前か
ら区内にあり、同一事業を引き続き
1年以上営んでいる③確定申告をし
ている④法人は法人都民税を、個人
事業主は住民税（特別区民税・都民
税）と軽自動車税を完納している⑤
融資を受ける資金の使途が適正であ
り、返済能力がある⑥必要な許認可
などを受けている▶申込期間：10月
1日㈪～11月30日㈮▶貸付内容：運
転資金（限度額300万円）▶返済期
間：11カ月以内（内据え置き期間1カ
月以内）▶金利：年0.4％▶問合せ：融
資係（ココネリ4階）☎5984-2673

高齢者
心とからだ すこやかに！
健康長寿はつらつまつり
▶日時：9月29日㈯午前9時30分～
午後4時▶場所：光が丘区民センター
2・3階▶内容：転倒リスク・血管年
齢・骨密度の測定、運動・口腔（こ
うくう）・認知の機能の低下予防や栄
養摂取などに関する講座と展示　※
血管年齢・骨密度の測定はⒶ午前9
時15分Ⓑ午前11時45分から整理券
を配布（定員各42名〈先着順〉）。▶
申込：当日会場へ▶問合せ：介護予防
係☎5984-2094

健康・衛生
健康生きがい講座
～姿勢づくりと正しい歩き方

▶日時：10月20日㈯午後1時30分～
3時30分▶場所：勤労福祉会館▶講
師：健康ウオ－キング指導士／富所
正史▶定員：30名（先着順）▶費用：
200円▶申込：10月15日㈪までに
電話で同所☎3923-5511

街路灯番号(例)

平成30年（2018年）9月21日  4



■ 絵画（油彩・水彩・パステル・
アクリル）　紫紅会　月3回土曜午後
6時～9時　生涯学習センター分館　
講師　蒼騎会会員／武井浩　年会費
3,600円　月会費3,000円　初めの1
カ月は無料体験可　千葉☎090-4414-
8005（要予約）
■ 60歳からはじめる英会話　60～
70代の初心者対象　毎水曜午後2時40
分～4時10分　春日町青少年館　講師　
山口恵一　会費1回1,500円　斉藤
☎070-3204-3847 wisheigo@
yahoo.co.jp（要予約）
■ “歌声仲間ドレミファソ12周年記念”
懐かしい歌！思い出の歌！忘れて
いた歌！次から次飛び出しますよ！　
9月26日午後2時～4時　勤労福祉会館　
参 加 費800円　 池 田 ☎090-2337-
7881

■シニアの仲間づくり（ボウリング・
カラオケ・麻雀・歩こう会など）　
メロウ・メイツすばる　おおむね50
～70歳の方対象　年6回主に日曜午後　
区役所本庁舎20階など　会費6カ月
2,500円　交通費など実費　10月5日
午後1時から石神井庁舎5階で説明会
あり　高木☎3978-6790（要予約）
■ ABCから始める身近な英会話と
やり直し英文法無料体験会　初心者
対象　9月27日午前10時～11時30分　
石神井台みどり地域集会所　例会…第
2・4木曜午前10時～11時30分　石
神井台みどり地域集会所など　入会金
1,000円　月会費2,000円　KOKONE  
ENGLISH・木村☎090-6345-5437

（要予約）
■琉球空手会　毎土曜午後5時30分～
7時30分　桜台地区区民館など　入会
金2,000円　月会費2,000円　小倉☎
090-8518-2377 gohaku.nerima 
@gmail.com（要予約）
■ 健康体操　リズム体操　60歳以
上の女性対象　毎金曜午前10時～11
時30分　春日町青少年館　講師　伊
藤久美子　入会金3,000円　月会費
4,000円　真下☎3998-3587（要予約）

■ オカリナコンサート　10月5日午
後2時～4時　ココネリ3階　入場無料　
例会…60歳以上の方対象　第1・3水
曜午前10時～正午　入会金100円　月
会費2,400円　はつらつセンター豊玉
など　エーデルワイス・三尾☎090-
7202-7359
■練馬区アマチュア囲碁連盟　初心
者～4段の方対象　毎火・土曜午後1
時～5時、毎月曜・木・金曜午後3時
～5時　興風館（上石神井）　有段者が
指導　年会費2,400円　月会費3,000
円　11月25日に区民囲碁大会あり　
藤井☎3921-9549
■ 憲法カフェ〜講演会「安倍改憲の
ねらい。私たちの課題。」　9月23日午
後1時30分～3時30分　石神井台みど
り地域集会所　講師　中央大学教授／
植野妙実子　資料代300円　石神井台
九条の会・藤田☎090-4438-4321
■やすらぎハタ・ヨーガの会　中高
年齢者対象　毎木曜午前10時～11時
30分　北町地区区民館　講師　日本
ヨーガ学会／三浦美千代　月会費
3,000円　初回は無料体験可　小川☎
FAX 5999-5060（要予約。午後6時以
降）

■英会話サークル　イーストクラブ　
初級～中級者対象　月3回水曜午前10
時～正午　光が丘地区区民館など　月
会費3,000円　東條☎3999-0652（要
予約）
■ 鶴の会新舞踊発表会　9月30日午
前11時30分～午後3時30分　生涯学
習センター　入場無料　大浦☎3925-
6831
■ 書道（漢字・かな・実用・ペン）　
美文字の会　18歳以上の方対象　①
第1・3土曜午前10時～正午②第2・4
土曜午後2時～4時　①サンライフ練
馬②南田中地域集会所　①②とも会費
1回1,500円　北原☎6317-1492（要
予約。午後6時以降）
■油絵・水彩画・パステル画　彩画
会　月2回土曜午後1時～4時　大泉
北地域集会所　月会費500円　遠藤☎
090-2149-5845
■ 声楽・ヴォーカルコンサート
（クラシック・シャンソン・ポピュ
ラーなど）　9月22日午後7時開演　
大泉学園ゆめりあホール　入場無料　
アミフランス・東原☎090-8037-
0857 amifrance2005jp@yahoo.
co.jp

■ 健康マージャン入門講座　10月
18日～11月8日の毎木曜午前10時～
正午　練馬文化センター　参加費1回
1,000円　健康麻雀全国会練馬支部・
青沼☎070-6454-8141（要予約）
■社交ダンス　スターダスト　初心
者～中級者対象　月4回火曜午後1時
～3時　土支田地域集会所　入会金
1,000円　 月 会 費3,000円　 小 野 ☎
3925-4129
■ リトミックサークルバンビ（季節
のお歌、リズム遊び、造形など）　
6カ月～3歳児と保護者対象　月3回木
曜①午前9時40分～10時20分②午前
10時30分～11時10分③午前11時20分
～正午　高野台地域集会所　①～③と
も月会費3,100円　川口☎090-5406- 
5994 mikiguchiko@icloud.com

（要予約）
■練馬英会話学習会（フリートーキン
グ）　中級程度の方対象　毎水曜午後6
時30分～8時30分　生涯学習センター　
イギリス人男性講師が指導　入会金
2,000円　月会費6,000円　初回は無
料体験可　藤井☎ FAX 3977-2635 

kazufujii0930@gmail.com(要
予約)

⃝ 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
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

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

10月の健康相談などの日程（無料）�
事前に予約が必要です。
※ 体組成の測定・育児

栄養歯科相談を除く。

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

  2㈫・16㈫
  9㈫・23㈫
  2㈫
25㈭
  4㈭
23㈫
  9㈫・25㈭
15㈪・29㈪

13:00～15:00
 〃

13:30～15:15
9:30～11:15
9:00～11:00

13:30～15:30
13:00～15:00
9:00～11:00

体組成の測定
▶内容：体組成計を使用し、ご自身でBMI
などを計測 
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

  3㈬・24㈬
  5㈮
17㈬
12㈮・26㈮
  1㈪・22㈪
15㈪・29㈪

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 6～27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
北
光
石
石
大
関

12㈮
  1㈪
24㈬
11㈭
31㈬
17㈬
17㈬

9:30～12:00
14:00～16:00

 〃
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
▶対象：子育てで悩んでいる方

豊
北
関

10㈬
17㈬
  3㈬

13:30～16:30
14:00～16:00
14:30～16:00

◆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 ◎24㈬ 14:00～16:00

◆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 石   4㈭ 9:00～10:30

◆酒・ギャンブルなど依存、家族相談
▶対象：依存症などでお困りの方や家族

豊
光
石

17㈬
18㈭
18㈭

9:45～12:00
14:40～16:20
14:30～16:00

HIV(エイズウイルス）抗体即日検査・梅毒
検査（匿名） 豊 12㈮ 9:00～10:00

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

25カ所の地域包括支援センター
で実施（要予約）。詳しくは、在宅
療養係☎5984-4597

豊
…
豊
玉
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
2・1
1
8
8

北
…
北
保
健
相
談
所
☎
3
9
3
1・1
3
4
7

光
…
光
が
丘
保
健
相
談
所
☎
5
9
9
7・7
7
2
2

石
…
石
神
井
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
6・0
6
3
4

大
…
大
泉
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
1・0
2
1
7

関
…
関
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
9・5
3
8
1

つ
…
練
馬
つ
つ
じ
歯
科
診
療
所
☎
3
9
9
3・9
9
5
6

※
◆
は
事
前
に
担
当
地
域
の
保
健
相
談
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

　（
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
）。

※
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
☎
3
9
9
7・0
1
2
1
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部助成
　対象の方には、9月末までに予診票を発送します。届かない場合は、
ご連絡ください。▶対象：①昭和29年1月1日以前に生まれ、接種日現
在65歳以上の方②昭和34年1月1日以前に生まれ、接種日現在60～64
歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能の障害で身体障害者手帳1級程度の障害のある方▶接種期間：
10月1日㈪～来年1月31日㈭▶自己負担額：2,500円

高齢者用肺炎球菌の任意予防接種費用を助成
　助成期限は来年3月31日㈰です。▶対象：次の①～③の全てに当ては
まる方　①65歳以上で定期予防接種の対象とならない②前回の接種を
受けてから5年以上たっている③肺炎球菌ワクチンの助成を受けたこ
とがない▶自己負担額：4,000円▶申込：電話で予防係へ

予防接種のお知らせ
問合せ 予防係☎5984-2484

順天堂大学医学部附属練馬
病院公開講座「慢性疾患と
どうつきあっていくか」
1～3とも▶対象：18歳以上の方
▶場所：マグノリア横山ビル（高野台
1-8-9）▶定員：150名（先着順）▶申
込：10月12日㈮までに電話で生涯学
習センター☎3991-1667

日程 内容・講師

110/20㈯
タバコと呼吸器疾患
▶講師：呼吸器内科医師／
藤本雄一

211/24㈯
実践・運動で糖尿病や筋肉
量の低下を予防しよう
▶講師：糖尿病・内分泌内
科医師／鈴木瑠璃子

312/1㈯
関節痛への痛みどめやステ
ロイド剤の使い方
▶講師：膠原病・リウマチ
内科医師／名切裕

※時間はいずれも14：00～15：00。
※複数参加も可。

認知症フォーラム「認知症
新時代～認知症の人と家族
の思いがかなうには」
▶日時：10月27日㈯午後1時30分

～4時30分▶場所：区役所アトリウ
ム地下多目的会議室▶講師：認知症
介護研究・研修東京センター／永田
久美子ほか▶定員：100名（先着順）
▶費用：100円▶申込：電話または
ファクスで①催し名②住所③氏名④
電話番号またはファクス番号を、在
宅療養係☎5984-4597 FAX 5984-
1214　※要約筆記あり。

糖尿病予防講座
「血糖値が高めと言われた
ら～運動について」
▶日時：10月18日㈭午後2時～4時
▶場所：関保健相談所▶内容：講義、
実技▶講師：健康運動指導士／小池　
日登美▶定員：30名（先着順）▶申込：
電話で同所☎3929-5381

講演会「おいしく、楽しく、美
しく、食べる機能（摂食機能）の
実力～長生きは唾液で決まる」
▶日時：10月23日㈫午後2時～4時
▶場所：石神井公園区民交流セン
ター▶講師：日本大学歯学部摂食機
能療法学講座教授／植田耕一郎▶定

員：70名（先着順）▶申込：電話で関
保健相談所☎3929-5381

子ども・教育❶
今がチャンス！子育てママ
のシェイプアップ講座
▶対象：4～12カ月児と母親▶日時：
10月30日㈫午前10時～正午▶場所：
大泉保健相談所▶内容：講義、運動
実技▶講師：健康運動指導士／加藤

有里▶定員：25組（先着順）▶申込：
電話で同所☎3921-0217

元気いっぱい！！ばばばあちゃん
絵本作家・さとうわきこ展関連
イベント「おはなし会」
▶対象：幼児～小学生▶日時：9月23
日㈷午後2時～3時▶場所：石神井松
の風文化公園管理棟▶定員：30名

（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合
せ：石神井公園ふるさと文化館分室
☎5372-2572
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ミニガイド
◆江古田ナイトバザール▶日時：9月
22日㈯午後4時～8時▶場所：江古田ゆ
うゆうロード▶内容：開進第三中吹奏
楽部によるマーチング演奏、スタンプ
ラリー▶問合せ：栄町本通り商店街振
興組合・諸井☎3991-0954
◆江古田はひとつ～お買い物スタ
ンプラリー▶日程：10月1日㈪～31
日㈬▶場所：江古田いちば通り商店街、
江古田ゆうゆうロード、江古田駅北口
商店街▶内容：区内共通商品券などを
プレゼント　※なくなり次第終了。▶
問合せ：栄町本通り商店街振興組合・
諸井☎3991-0954
◆江古田北口ファミリーコンサート
▶日時：10月3日㈬午後6時45分～8時
▶場所：江古田斎場（小竹町1-61-1）▶
内容：武蔵野音楽大学学生による演奏
会▶問合せ：江古田駅北口商店街・佐
久間☎3993-4435
◆シルバー人材センター活動紹介
パネル展▶日時：9月25日㈫～10月4
日㈭午前8時45分～午後8時（25日は
午前10時から。4日は午後4時まで）▶
場所：区役所アトリウム▶問合せ：練馬
区シルバー人材センター☎3993-7168
◆10月1日～7日は「公証週間」　平
日に無料で公証事務（遺言・契約など）に
関する相談に応じています。▶場所・問

合せ：練馬公証役場（豊玉北5-17-12練
馬駅前ビル3階）☎3991-4871
◆不動産街頭無料相談会▶日時：10
月1日㈪午前10時30分～午後4時30
分▶場所：練馬駅1階▶問合せ：（公社）
全日本不動産協会東京都本部練馬支部
☎5912-0733
◆税務研修会と落語会▶日時：10月
2日㈫午後2時～4時▶場所：きらぼし
銀行上石神井北支店（上石神井2-34-
12）▶出演：落語家／立川志獅丸▶
定員：60名（先着順）▶申込：電話また
はファクスで①催し名②住所③氏名
④電話番号を、9月28日㈮までに練馬
西法人会☎3923-7272 FAX 3923-
7285
◆行政書士による「暮らしと事業の
よろず無料相談会」▶日時：10月5日
㈮午前11時～午後4時▶場所：区役所
アトリウム▶内容：相続、遺言、会社
設立、外国人在留などの相談▶申込：
当日会場へ▶問合せ：東京都行政書士
会練馬支部・橋本☎5393-5133（平日
午前11時～午後4時）
◆チャレンジヨットスポーツ教室▶
対象：小学4年生以上　※小中学生は保
護者同伴。▶日時：Ⓐ10月6日㈯Ⓑ20
日㈯Ⓒ11月3日㈷Ⓓ17日㈯午前10時
～午後4時▶場所：東京夢の島マリーナ
（江東区夢の島）▶定員：各8名（先着順）
▶保険料など：1,100円▶申込：電話ま
たはファクスで①教室名（Ⓐ～Ⓓの別
も）②氏名③年齢④電話番号を、SSC
大泉☎ FAX 3921-1300

◆練馬福祉園みのり祭▶日時：10月6
日㈯午前10時30分～午後3時▶場所・
問合せ：練馬福祉園（大泉学園町9-4-
1）☎3978-5141▶内容：活動展示・体
験、自主生産品の販売、模擬店など
◆シルバー健康相談会2018▶対
象：区内在住の60歳以上の方▶日時：
10月19日㈮午後1時30分～2時30分
▶場所：光が丘体育館▶内容：握力・体
脂肪率・骨密度・口腔（こうくう）水
分などの測定と健康相談▶定員：20名
（抽選）▶申込：ハガキで①催し名②住
所③氏名④年齢⑤電話番号を、10月
3日（必着）までに〒176-0012豊玉北
5-4-2　金子☎3992-4770
◆庭師に教わる秋の庭木剪定（せん
てい）講習会▶日時：10月13日㈯午前
9時30分～正午▶場所：㈱小関田中園
（石神井台8-18-41）▶内容：講義、実
技▶定員：40名（抽選）▶申込：往復ハガ
キで①講習会名②住所③氏名（ふりが
な）④電話番号を、10月1日（必着）まで
に〒178-0064南大泉1-34-1当房方　
練馬植樹推進会事務局☎6760-0095
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：
10月13日㈯午後1時30分～3時▶定
員：50名（先着順）▶申込：10月11日㈭
までに電話で練馬清掃工場☎3995-
5311
◆じうんどう健康フェスタ公開講座
～認知症のキホンを学ぶ▶日時：10
月13日㈯午後2時～4時▶場所・問合
せ：慈雲堂病院☎3928-6511▶定員：
100名（先着順）▶申込：当日会場へ

◆南田中の憩いの森と観蔵院・曼
荼羅美術館を訪ねて▶日時・場所：
10月14日㈰午後1時西武池袋線石神
井公園駅集合～平成みあい橋～南田中
憩いの森～観蔵院・曼荼羅美術館～午
後4時榎本家長屋門付近解散▶定員：
25名（先着順）▶参加費：500円▶申込：
電話またはファクス、電子メールで①
催し名②氏名③電話番号を、南田中の
まちを考える会・下河☎ FAX 5393-
7381 h.shimogawa@kind.ocn.
ne.jp
◆地域猫セミナー▶日時：10月6日㈯
午後1時30分～5時▶場所：ココネリ3
階（練馬1-17-1）▶内容：地域猫活動（猫
による地域のトラブルを減らすための
活動）についての講演と活動紹介▶講
師：地域猫活動アドバイザー／石森信
雄▶定員：100名（先着順）▶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、9月30日㈰までにNPO法人
ねりまねこ・亀山☎090-9858-0227	
nerimachiikineko@yahoo.co.jp

◆政治家、文化人が暮らした荻窪
界隈（かいわい）を歩く▶日時・場所：
10月21日㈰午前9時JR荻窪駅集合～与
謝野公園～荻外荘～大田黒公園～午後
0時30分集合場所解散（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、10月4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）

◆ねりまラケットテニス秋季大会
チーム戦2018▶対象：16歳以上の
方▶日時：10月21日㈰午前9時～午後
5時▶場所：総合体育館▶参加費など：
1,000円▶申込：10月7日㈰までに電
話でねりまラケットテニス協会・山田
☎090-9134-9811
◆ねり歩きガイドの会が案内する
ねりまのねり歩き（中村橋・練馬
コース）▶日時・場所：Ⓐ10月23日
㈫Ⓑ25日㈭午前9時20分西武池袋線
中村橋駅集合～昔みそ「糀屋三郎右
衛門」～良弁塚～南蔵院～正午区役
所展望ロビー解散（約4㎞ )▶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、10月5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
◆講演会「震災を生き延びる！知っ
ておこう助かる暮らし方」▶日時：10
月25日㈭午後2時～4時▶場所：石神井
公園区民交流センター▶講師：（公財）
市民防災研究所理事／池上三喜子▶定
員：150名（先着順）▶費用：500円▶申
込：電話または電子メールで①講演会
名②住所③氏名④電話番号を、WHC
クラブ☎080-9645-4210（午前9時～
午後5時） foksrm@jcom.home.
ne.jp

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 ❶と

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。

　練馬Enカレッジ（人材育成事業）では、ボランティアや地域活動に興味
のある方向けの講座を開催しています。今回、講座内容や修了生の活動
などを紹介するオープンキャンパスの参加者を募集します。講座に参加
してボランティアや地域活動の担い手として活躍してみませんか。
▶対象：18歳以上の方▶定員：20名(先着順)▶保険料など：200円▶申
込：10月5日㈮までに電話で生涯学習センター☎3991-1667

内容 日程【2日制】 場所
シェアごはん（食でつながる交流の場）の
体験と座談会、練馬Enカレッジの紹介 10/10㈬ 生涯学習センター

IT支援ボランティアの体験と養成講座の紹介 10/20㈯ 中村橋区民センター

※時間はいずれも13：30～15：00。

大人のオープンキャンパス

10/27土 14：00～16：00

▶日時：10月27日㈯午後2時～4時▶場所：
生涯学習センター▶講師：相模女子大学客
員教授／白河桃子（=写真）▶定員：300名
（先着順）▶申込：電話またはファクス、電
子メールで①催し名②代表者の氏名（ふり
がな）・電話番号③参加人数（3名まで）を、人権・男女共同参画課☎
5984-4518 FAX 3993-6512 jinkendanjo@city.nerima.tokyo.jp　
※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。　※手話通訳あり。

CM炎上・セクハラ・パワハラ
はなぜ起こるのか？
～同質性のリスクから
考える男女共同参画

ねりまフォーラム2018
男女共同参画の集い

じっとしていたらもったいない！ 子ども・教育❷
10月の「赤ちゃんからの飲
む食べる相談」
～離乳期の赤ちゃんがいる家族の食事

　試食を交えた少人数グループでの
相談会を開催します。▶対象：0歳
児の保護者（1歳頃まで参加可）▶申
込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ 日時（いずれも40分程度）

豊　玉☎3992-1188
10㈬・29㈪
	 ①14:00②15：00
19㈮	①10:00②11：00

北 ☎3931-1347 23㈫	①10:00②10:50

光が丘☎5997-7722 3㈬・29㈪	 ①10:00②10:50

石神井☎3996-0634 18㈭・25㈭	 ①10:00②10:50
大　泉☎3921-0217 26㈮	①10:00②10:50
関 ☎3929-5381 19㈮	①10:15②11:00

聞いてみたい！子どものア
レルギー～最新治療とスキンケア
▶対象：0～3歳児の保護者▶日時：
10月30日㈫午前10時～正午▶場
所：豊玉保健相談所▶講師：武蔵野赤
十字病院小児科部長／大柴晃洋▶定
員：30名(先着順)▶申込：電話で同
所☎3992-1188

スポーツ
初心者スポーツ教室
12とも▶申込：往復ハガキで①教
室名（12の別も）②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤性別⑥学年（学生の
み）⑦電話番号を、10月11日（必着）
までに〒176-8501区役所内スポー
ツ振興課事業係☎5984-1947	
3プール内で申し込み

1バスケットボール
▶対象：小学4～6年生▶日時：11月
3日～12月8日の毎土曜午後4時～6
時【6日制】▶場所：中村南スポーツ
交流センター▶定員：60名（抽選）▶
保険料：210円
2ローラースケート
▶対象：5歳児以上　※小学3年生以
下は保護者同伴。▶日時：11月4日
㈰・11日㈰・25日㈰午前10時～正
午【3日制】▶場所：総合体育館▶定
員：150名（抽選）▶保険料：78円
3ワンポイント水泳指導（10月から
午前の指導を再開）
▶対象：個人利用の方▶プール入場
料：1時間につき小中学生100円・
一般200円

場所・問合せ 日時
平和台体育館
☎5920-3411

火曜
9：00～11：00

三原台温水プール
☎3924-8861

火曜
11：00～13：00

中村南スポーツ交流セ
ンター
☎3970-9651

水曜
9：00～11：00

上石神井体育館
☎5991-6601

金曜
9：00～11：00

光が丘体育館
☎5383-6611

金曜
11：00～13：00

※	祝休日や休館日は実施しません。講習会な
どで実施しない場合があります。

区民体育大会　クレー射撃
▶対象：銃砲所持許可証をお持ちの
方▶日時：10月7日㈰午前8時30分
から　※受け付けは午前8時～10時。
▶場所：百穴射撃場（埼玉県吉見町）
▶内容：トラップ、スキート▶費用：
8,000円（保険料、クレー代）▶持ち
物：銃砲所持許可証▶申込：当日会場
へ▶問合せ：スポーツ振興課事業係
☎5984-1947
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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。
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：10
月7日㈰午前9時〜正午（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2時〜5時）
◆こぶし公園（富士見台3-53-1）▶
日時：10月8日㈷午前10時〜午後1時
（雨天中止）▶申込先：〒177-0034富
士見台3-62-13-203　島裕子☎090-
6496-5366（先着10店。問い合わせは
午後6時〜9時）

花とみどりの展示会
◆花時計ボタニカルアート作品展▶
日時：9月23日㈷〜30日㈰午前9時〜
午後5時（23日は午後1時から。30日
は午後4時まで）▶場所・問合せ：花と
みどりの相談所☎3976-9402

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
◆福祉用具の知識を深めよう！▶日
時：10月13日㈯午後2時〜3時30分▶
場所：高松デイサービスセンター▶内
容：講義、実技▶定員：20名（先着順）▶
申込：電話で同所☎3995-5107

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
◆バドミントンをやってみよう！▶
対象：小学4〜6年生▶日時：10月6日㈯
午前9時〜10時30分▶場所・問合せ：
旭丘中☎3957-3133▶定員：40名（先
着順）▶持ち物：上履き、ラケット（あ
る方のみ）▶企画：旭丘中バドミントン
部▶申込：当日会場へ
◆スポーツなど▶申込：ACD当日
会場へB電話でSSC平和台☎5921-
7800　※未就学児は保護者同伴。　
※保護者の参加も可。
A桜台体育館▶対象：5歳児〜中学生▶
日時：10月6日㈯①午前9時15分〜10
時30分②午前10時〜11時45分▶内
容：①ダブルダッチ②スラックライン

▶定員：各20名（先着順）
B平和台体育館▶対象：小学生▶日時：
10月6日㈯午前10時〜正午▶内容：
ボール遊び▶定員：30名（先着順）
C大泉学園少年野球場▶対象：4歳児〜
小学生▶日時：10月20日㈯午前9時30
分〜正午▶内容：ティーボール▶保険
料：50円
D上石神井体育館▶対象：4歳児〜小学
生▶日時：10月27日㈯午前9時20分〜
11時45分▶内容：跳び箱、鉄棒、トラ
ンポリンなど▶定員：80名（先着順）
◆10月の水泳ワンポイントレッスン　
A〜Eとも▶対象：4歳児〜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。
▶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
A三原台温水プール…10月6日㈯・
20日㈯午前9時〜11時
B上石神井体育館…10月6日㈯・20
日㈯午前9時〜11時
C中村南スポーツ交流センター…10
月6日㈯・20日㈯午前9時〜11時
D平和台体育館…10月6日㈯午前9時

〜11時
E光が丘体育館…10月20日㈯午前9
時〜11時
すまいるねりま遊遊スクール

◆秋さがしのハイキングに行こう！
▶対象：主に知的障害のある小中学生
と保護者▶日時：10月28日㈰午前9時
30分〜午後2時▶場所：八国山（東村山
市）など▶定員：20組（先着順）▶費用：
1人300円▶企画：練馬区スポーツ推進
委員会▶申込：10月4日㈭までに電話
で育成支援係☎5984-1292

子育て学習講座
◆子どもたちに昔話の楽しさを！▶
対象：子育て中の保護者、子育て支援
に携わる方▶日時：10月5日㈮午前10
時〜正午▶場所：石神井公園ふるさと
文化館▶講師：児童文学作家／水谷章
三▶定員：60名（先着順）▶申込：電話
でねりまおはなしの会・渡辺☎5241-
6465（午後7時〜9時）
◆わくわく！ドキドキ！科学の本▶
対象：子育て中の保護者など▶日時：
10月9日㈫午前10時〜正午▶場所：石
神井公園区民交流センター▶講師：学
校司書／大澤倫子▶定員：80名（先着
順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：学校
図書館開放指導員の会・武田☎3577-

3461（午前9時〜正午）　※保育あり
（9月27日㈭までに要予約。1歳児以上
対象。定員5名。費用50円）。

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
9月25日㈫午前10時〜午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆春日町本通り商店会▶日時：9月
26日㈬午前11時〜午後4時▶問合せ：
小泉☎3998-1131
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶日時：9月30
日㈰午前10時〜午後3時▶問合せ：北
中☎3995-4924

学校応援団・開放まつり
◆谷原小▶日時：9月29日㈯午前9時
〜午後1時▶内容：茶道体験、似顔絵制
作、ゲーム▶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　

地区祭
◆第三地区祭（向山地区）▶日時：9月
29日㈯午前10時〜午後2時▶場所：向
山小▶内容：模擬店、吹奏楽、起震車
体験、ゲームコーナーなど▶問合せ：
実行委員会・上野☎3999-3535

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 ❷と

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。

　区内で活動している文化団体が作品の展示や演
奏・舞踊などを発表します。ぜひお越しください。
▶問合せ：生涯学習センター☎3991-1667

第63回区民文化祭
催し名 日時 場所

民謡大会 10/7㈰10：00〜18：30 練馬文化センター
三曲演奏大会(筝〈こと〉・三絃
〈さんげん〉・尺八) 10/7㈰11：30〜17：00 生涯学習センター
いけ花とお茶の会 10/13㈯・14㈰10：00〜16：00
俳句大会（★） 10/14㈰10：00〜17：00 ココネリ3階（練馬1-17-1）
合唱祭 10/21㈰11：00〜19：30 練馬文化センター
大正琴の会 10/21㈰13：00〜17：00 生涯学習センター
川柳大会（◆） 10/21㈰10：30〜17：00 石神井公園区民交流センター
謡曲大会 10/27㈯10：00〜17：00 生涯学習センター
フォークダンス大会 10/27㈯11：00〜15：00 総合体育館
詩吟剣舞詩舞大会 10/28㈰10：00〜17：30 生涯学習センター
太鼓フェスティバル 11/3㈷13：00〜17：00 練馬文化センター
邦楽演奏会 11/10㈯11：00〜19：00 生涯学習センター民踊大会 11/11㈰13：00〜17：00

手工芸作家展 11/17㈯〜23㈷10：00〜17：00
※23㈷は16：00まで。 石神井公園ふるさと文化館

寄席演芸大会 11/17㈯11：00〜17：00 生涯学習センター
日本舞踊の会 11/18㈰11：00〜17：00 練馬文化センター洋舞フェスティバル 11/18㈰16：00〜19：00

練馬書道展 11/28㈬〜12/2㈰10：00〜17：00　
※�28㈬は13：00から。2㈰は16：00まで。 石神井公園ふるさと文化館

区内団体の文化・芸術に
触れてみませんか

【当日参加できる大会】
★俳句大会…持ち寄りの当季
雑詠2句（未発表）を当日の午
前11時〜午後0時30分に受け
付け（費用1,000円）。特別選
者は、俳人／池田澄子。欠席
投句を希望する方は、郵便小
為替1,000円を同封の上、封書で10月10日（必着）
までに、〒178-0063東大泉5-10-16　柴﨑正義へ。

◆川柳大会…持ち寄りの句を当日の午前10時30分
〜午後0時45分に受け付け（費用1,500円）。兼題は
「ミステリー」「とれたて」「道の駅」「まんが」で、いずれも
投句は3句以内。席題は当日発表。欠席投句を希望
する方は、郵便小為替1,500円を同封の上、封書で
10月13日（必着）までに〒177-0034富士見台4-28-8　
練馬区川柳連盟事務局・澤幡勝男へ。

講座・催し
勤労福祉会館の催し
12とも▶場所：勤労福祉会館▶申
込：110月15日㈪224日㈬までに
電話で同所☎3923-5511
1勤福落語会
▶日時：10月21日㈰午後2時〜4時
▶講師：大泉落語研究会／柳家福治
▶定員：150名（先着順）▶費用：500
円
2国家資格取得支援講座（Ⓐ行政書
士Ⓑマンション管理士・管理業務主
任者）
▶日時：10月28日㈰Ⓐ午前9時30
分〜午後0時30分Ⓑ午後1時30分〜
4時30分▶講師：国家資格研修セン
ター所長／藤田和幸▶定員：各50名
（先着順）▶費用：8,000円　※10月

20日㈯午後8時から事前説明会を開
催します。

10月のふるさと文化館
ふれあい土曜事業
▶場所・問合せ：石神井公園ふるさ
と文化館☎3996-4060▶費用：①
50円③300円▶申込：当日会場へ

内容 日時 定員
（先着順）

①�鳥
ちょう
瞰
かん
図
ず
をトレー

スしてプラ板
ストラップを
作ろう

6㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各15名

②�いろり端で楽
しむ紙しばい

13㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

－

③�紋切りと和紙
で作るミニ行

あん
灯
どん

20㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

④�石神井公園ふ
るさと文化館
を探検しよう

27㈯
13：00〜15:00 －

講座「食と防災～災害時に役
立つ調理方法を学ぶ・カセッ
トコンロとポリ袋で簡単調理」
▶日時：11月10日㈯午前10時〜午後
1時▶場所：学校教育支援センター
▶内容：講義、調理実習など▶定員：
30名（先着順）▶材料費：300円▶持
ち物：エプロン、三角巾▶申込：電話
またはファクス、電子メールで①講座
名②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）
⑤電話番号を、11月3日㈷までに防
災学習センター☎5997-6471�
FAX5997-6472 kuminbousai04�
@city.nerima.tokyo.jp

北町福祉作業所まつり2018
　模擬店、バルーンアートなど地域
の方と交流を図る催しを開催しま
す。▶日時：10月13日㈯午前10時
30分〜午後2時▶場所・問合せ：北

町福祉作業所☎3559-0361 FAX
3559-0362

五味康祐オーディオレコー
ドコンサート「ボべスコと
ヌヴーを聴く」
▶対象：中学生以上▶日時：10月27
日㈯Ⓐ午後1時30分〜3時Ⓑ午後3
時30分〜5時▶場所：石神井松の風
文化公園管理棟▶講師：ベーレンプ
ラッテ代表／金子学▶定員：各20名
（抽選）▶費用：500円▶申込：往復ハ
ガキで①レコードコンサート（ⒶⒷ
の別も）②参加者全員（2名まで）の
住所・氏名（ふりがな）・電話番号
を、10月13日（必着）までに〒177-
0045石神井台1-33-44　石神井
公園ふるさと文化館分室☎5372-
2572　※同ホームページ（https://
www.neribun.or.jp/furusato.
html）からも申し込めます。
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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

広告

▶申込：1～3往復ハガキまたは電子メールで①催し名（1～3の別。2はⒶⒷ、3はⒶ～Ⓓの別も）②参加者全員（1は2
名まで、3は3名〈お子さん2名、保護者1名〉まで）の住所・氏名(ふりがな )・年齢(学生は学年も)・電話番号③お子さんとの関
係（2のみ）を、110月5日㈮212日㈮326日㈮までに〒176-0021貫井1-36-16　練馬区立美術館 event-museum@
neribun.or.jp　※45事前の申し込みは不要です。

〜形の世界

《イーゼルと椅子》　昭和38年　
油彩・キャンバス　愛知県立芸術大学蔵

《キウイのある卓上静物》
昭和58年　
油彩・キャンバス
個人蔵

催し名・対象 日時 講師・出演者 定員
（抽選）

1貫井図書館×練馬区立美術館ワークショップ「モチーフの型
　を使って絵を作ろう！組み合わせで広がる静物画の世界」
　▶対象：小学生以上

10/21㈰ 13:30～16:30 女子美術大学特命
助教／藤田百合 30名

2あかちゃんと家族の鑑賞会
　▶対象：2歳以下のお子さんと家族

10/28㈰ Ⓐ10：30～12：00
　　　　 Ⓑ14：00～15：30 — 各15名

3鑑賞プログラム「トコトコ美術館Vol.25　テーマ：がっき」
　▶対象：3歳以上の未就学児と保護者

11/10㈯ Ⓐ10：30～12：00
　　　　 Ⓑ14：00～15：30
11/11㈰ Ⓒ10：30～12：00
　　　　 Ⓓ14：00～15：30

— 各5組

4記念コンサート 10/7㈰15：00～16：00 ピアノ／守重結加
チェロ／山口徳花

※ 当 日10：00か
ら整理券を先着
40名に配布。

5学芸員によるギャラリートーク 10/27㈯ 15：00から — —

〈会期中の催し〉※当日の観覧券が必要です。

10/7㊐〜11/25㊐
10：00〜18：00（入館は17:30まで）
※月曜休館（ただし、10/8㈷は開館。9㈫は休館）。

　笠井誠一は、昭和7年に札幌市で生まれ、東京と名
古屋を中心に活躍してきた油彩画家です。17歳で上
京し練馬区に居住した後、パリに渡りサロン・ドー
トンヌに入選するなどの活躍を見せました。　
　本展では初期の風景画や人物画から、現在までの
笠井の画業を紹介するとともに、アトリエで使用さ
れているモチーフや資料など約120点を展示します。
▶観覧料：一般800円、高校・大学生と65～74歳の方
600円、中学生以下と75歳以上の方無料　※一般以外
の方は年齢を確認できるものが必要です。

練馬区立美術館☎3577-1821場所・問合せ

展示作業のため9/25㈫～10/6㈯はお休みします

笠井誠一展
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