
はじめに

23日から3日間、世界都市農業サミット・プレ
イベントを開催しました。ニューヨーク、ロンド
ンの代表者をお迎えして、現地視察や意見交換を
行いました。私も両市の4人の皆様と直接お話し
して、練馬の都市農業について「市街地の只中に
生きた農業が営まれているのは、世界でも練馬し
かない」「農の学校や直売所には感心した」などと
いう感想を伺いました。
ねりマルシェ、みんなde農トークショー、ワー
ルドマーケット、JAZZサミットなど、数多くの
イベントには、想定した以上に、区内外から多数
の皆様が訪れました。農業者・関係団体をはじめ、
ご協力を頂いた皆様方に、心から感謝を申し上げ
ます。
来年の本番は、この2都市に、ジャカルタ、ソ

ウル、トロントを加えた5都市をお招きします。
各都市の状況を紹介して頂き、都市農業のあり方
をともに考え、その魅力を世界に発信していきた
いと思います。

みどりの基本計画の改定

みどりのまちづくりの取組みは、「第38回緑の都
市賞」で国土交通大臣賞を受賞するなど高い評価
を得ています。これまで区では、公園や街路樹の
整備など、みどりの創出や保全を進め、公共のみ
どりを増やし続けてきましたが、全体の４分の３
を占める、農地や樹林地など民有のみどりは一貫
して減少しています。
来月、みどりの区民会議の提案、練馬区緑化委
員会の答申に基づき、新しい視点に立った、「練馬
区みどりの総合計画」の素案を公表します。みど
りの豊かさを実感出来る区民が増加することを目

指して、区民の満足度80％を目標に、これを実現
するための基本方針を定めました。みどりを守り
増やす、樹林地や都市農地の保全、公園や都市計
画道路の整備、また、地域のみどりへの関わりを
深め育てる、区民協働によるムーブメントを広げ
る取組みを位置付けています。
今後、区議会並びに区民の皆様からご意見を頂
いたうえで、年度内に成案とします。

緊急災害対策

今年は、全国的に大きな災害が続き、練馬区で
もゲリラ豪雨などに襲われました。区は直ちに緊
急災害対策に取り組んできましたが、この度、更
に新たな対策に着手することとしました。
避難者の通信環境を改善するため、今年度中に
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全避難拠点に公衆無線LANを整備するとともに、
避難拠点や帰宅支援ステーションにおける携帯
電話充電機能の確保を検討していきます。この
夏の猛暑は災害級とも言われました。国や都の
補助金を最大限活用することにより、計画を前
倒しして、避難拠点である小中学校体育館の空
調機設置を進めます。区内では約10万人にのぼ
る帰宅困難者の発生が想定されています。７箇
所の帰宅支援ステーションで万全の対応が出来
るよう、食料・飲料水の備蓄を増やすとともに、
一時滞在施設の指定を促進します。

第２次みどりの風吹くまちビジョン

グランドデザイン構想の実現を目指して、区
政改革計画を取り込み一体化した、新たな総合
計画「第２次みどりの風吹くまちビジョン」の素
案を取りまとめました（特集号参照）。
これまでの施策の一貫性・継続性を大切にし
ながら、新たな取組みを盛り込んでいます。
第２次ビジョンは、グランドデザイン構想実
現への道筋を示す基本計画、具体的な実行計画
であるアクションプランの2部から成ります。基
本計画では、基本理念と施策の柱、アクション
プランでは、21の戦略計画、年度別取組計画と
財政フレームをお示しします。
基本計画（素案）を来月公表し、区議会並びに
区民の皆様のご意見を頂いたうえで、年度内に
成案とします。戦略計画（素案）は、同時にお示
しし、年度別取組計画と財政フレームは、２月
に素案を公表します。
次に、基本計画の「６つの施策の柱」に沿って、
特徴的な取組みを申し上げます。

子どもたちの笑顔輝くまち
区はこれまで、「保育所待機児童ゼロ作戦」を展
開するとともに、「練馬こども園」を創設するな
ど、全国トップレベルとなる5,000人以上の保育
所定員増を実現しました。しかし、地域におけ
る需要と供給のミスマッチなどにより、待機児
童が依然発生しています。更に来年10月から実
施される幼児教育・保育の無償化により、保育
需要の更なる増加が見込まれています。保育所
等の整備や練馬こども園の充実など、保育サー
ビスの拡充により、待機児童解消を目指します。
一方で、区の児童人口は、将来、確実に減少し
ていきます。これからの教育・保育サービスは
どうあるべきか、長期的な視点に立って検討し
ていきます。

民間カフェと協働し、子どもが学び・遊ぶ機
会や、保護者が交流したりリラックス出来る環境
を提供し、教育サービスや子育て講座を実施する
ため、「（仮称）練馬こどもcafé」を創設します。
妊娠期から子育て期までの切れ目ないサポー
トを実現するため、「（仮称）母子健康電子システ
ム」を構築します。保護者などが、妊婦健診や乳
幼児健診の情報等を閲覧出来るようにして、ど

の保健相談所でも健診・相談を受けられるよう
にします。
児童相談所行政は、基本的に広域行政であり、
仮に区に児童相談所を設置しても、区単位では
問題を解決出来ません。区による地域に根差し
たきめ細かい支援と東京都の広域的・専門的な
支援を適切に組み合わせた新たな仕組みが必要
です。子どもたちの福祉の向上のため、都と実
務的な協議を重ね、新しい児童相談体制「練馬モ
デル」を構築します。

高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
　団塊の世代の全てが後期高齢者となる平成37
年までに、介護が必要になっても住みなれた地
域で安心して暮らせるよう、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しなければなり
ません。
これまで区は、介護保険施設等の整備を進め
てきました。特別養護老人ホーム、ショートス
テイ、都市型軽費老人ホームの施設数は、都内
最多です。平成37年に向けて、在宅での生活が
困難な方全てが希望する時期に入所出来るよう、
特別養護老人ホームの整備を促進します。
地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括
支援センターは、区立施設等への移転や増設、担
当区域の見直し等を行い、より身近で利用しや
すい窓口とします。
区内に多数の店舗があるコンビニや薬局と連
携して、イートインスペースや待合室を活用し
た、新たなスタイルの「街かどケアカフェ」を実
施します。また、コンビニの従業員等を対象と
して、カードゲーム形式による研修プログラム
「ニンプロ」を実施し、認知症の方の見守り体制
を強化します。
高齢者の約８割は、いわゆる「元気高齢者」で
す。働く意欲のある高齢者を対象に、「シニア職
場体験事業」や起業・創業のためのセミナーを実
施します。また、趣味や特技を地域活動で活か
せるよう「はつらつシニア活躍応援塾」を開始し
ます。

安心を支える福祉と医療のまち
障害者の高齢化・重度化、家族の高齢化が進
み、障害特性やライフステージに応じたサービ
スの提供がますます重要となっています。特に
需要が高い重度障害者グループホームを、公有
地等の活用により整備します。障害者の方々に
よる農作物の収穫や加工・販売作業を拡充する
とともに、福祉連携農園の検討を進めます。
「ひとり親家庭自立応援プロジェクト」を充実
します。離婚や養育費等の専門的なアドバイス
を充実するため、相談窓口に弁護士を配置しま
す。小さな子どもを抱えて相談に来ることが難
しい家庭を対象に、出張相談を開始します。
生活保護受給世帯の子どもの学習環境や生活
習慣を改善するため、家庭訪問を行う子ども支
援員を増員します。また、生活保護受給世帯の
増加に対応し、きめ細やかなサポートを行うた
め、今後も適正なケースワーカーの人員を確保
します。
順天堂練馬病院の増床、練馬光が丘病院の移
転・改築、高野台新病院の整備を着実に進めて
いきます。また、練馬区医療施策検討委員会か
らの提言を踏まえ、区内における病院の配置状
況を考慮しながら、今後の医療需要等を見据え
て、新たな病院誘致を目指します。

安全・快適、みどりあふれるまち
都市化が急激に進んだため著しく立ち遅れて

いる、道路・鉄道など、都市インフラの整備が
急務となっています。豊かで美しい都市空間を
創る都市計画道路の整備を促進します。大江戸
線の延伸、西武新宿線の連続立体交差化の早期
実現に向けて、東京都との協議を更に進めてい
きます。
石神井公園駅周辺では、駅・商店街・石神井

公園が連続した魅力あふれるまちづくりを目指
し、駅南口西地区の市街地再開発事業について、
都市計画の決定、事業化に向けて取り組んでい
きます。

みどりに恵まれた環境を未来につなぐため、
公園や緑地を整備し、みどりのネットワークの
形成を推進します。武蔵野の面影をテーマに稲
荷山公園を、水辺空間の創出をテーマに大泉井
頭公園を拡張・整備します。先に述べた「練馬区
みどりの基本計画」の改定により、みどりの豊か
さを実感出来る区民を増やす方策を展開してい
きます。
地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」を進

めます。「地域別防災マップ」を住民と協働で作成
し、これを活用した訓練を実施します。老朽木
造住宅が密集し、建物の倒壊や延焼の危険性が
高い地区で、引き続き密集住宅市街地整備促進
事業を進めます。これに次ぐ危険性が懸念され
る地区を、区独自に「（仮称）防災まちづくり推進
地区」と位置付け、狭あい道路の拡幅、ブロック
塀の撤去、老朽木造住宅の建替え促進などを集
中的に進めていきます。

いきいきと心豊かに暮らせるまち
　みどり豊かな住宅都市という特性を活かし、区
民が暮らしに潤いや幸せを感じる、魅力あふれ
るまちを目指していきます。
区立美術館は、新しく就任した秋元雄史美術

館長のもと、みどり豊かな環境を活かした、新
しい美術館へと生まれ変わらせます。収蔵コレ
クションや優れた作品の大規模企画展、重要文
化財や国宝なども鑑賞出来る場へと拡張・整備
します。美術の森緑地と商店街・駅へ続く動線
を一体化して、美術館を核とした街並みを実現
します。
春の「こぶしハーフマラソン」、「真夏の音楽会」

と「花火フェスタ」、秋の石神井の森を借景とし
た「みどりの風　練馬薪能」、冬の「ユニバーサル
コンサート」・「ユニバーサルスポーツフェス
ティバル」。四季を感じ、誰もが楽しめる年中行
事として発展、定着させていきます。
区内に映画撮影所が立地し、日本アニメーショ

ン発祥の地でもある、練馬の歴史を活かし、映
像文化をテーマとした、ソフト・ハードが一体
となった夢のあるまちづくりに取り組みます。こ
れを具体化するため、「映像文化のまち構想」の策
定を進めます。
都市農業の魅力と可能性を世界に発信するた

第四回区議会定例会で前川区長が所信を表明 （1面から続く）

石神井公園駅南口のまちづくりを進めます

第２次みどりの風吹くまちビ
ジョン

子どもたちの笑顔が輝くまちを目指します



　区の計画の素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、今年度中に策定する予定です。

区の計画（素案）へのご意見を募集します

　区は平成29年３月に「練馬区学校施設管理基本計画」を策定し、区立学校施設の今後の管理方
針を示しました。今回、同計画に基づく実施計画の素案がまとまりました。

　自殺は誰にでも起こり得る危機であり、さまざまな原因や背景があります。誰も自殺に追
い込まれることのない社会の実現を目指し、「（仮称）練馬区自殺対策計画～こころとくらしの
サポートプラン」を策定します。

■2�練馬区学校施設管理実施計画

■1�（仮称）練馬区自殺対策計画

●基本方針
・医療、福祉、保健、教育などの関連施策の連携を強化する
・区民、地域の理解を広げる
・生きることの包括的な支援として推進する
・練馬区の実態に即した取り組みを重点的に行う
●基本施策
・地域におけるネットワークの強化　　　　　　・自殺対策を支える人材育成
・区民への啓発と周知　　　　　　　　　　　　・生きることの促進要因への支援
●重点施策
・高齢者の地域包括ケアシステムの確立　　　　・生活困窮者、無職者・失業者への支援
・子どもと子育て家庭への支援　　　　　　　　・若者などへの支援
・女性への支援

・�改築を実施する学校の選定の考え方を示し、
計画的に改築を進めます。
・�平成31～35年度までの5カ年に改築の実施
や検討を行う学校を示します。

【主な内容】

【主な内容】

　各素案の全文は、区民事務所（練馬を除く）や図書館（南大泉図書館分室を除く）、区民情
報ひろば（区役所西庁舎１階）、各担当部署、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計画名②意見③住所④氏名⑤電話番号を、1月18
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。

ご意見をお寄せください

計画（素案）の名称 問合せ・ご意見の送付先

1�（仮称）練馬区自殺対策計画 〒176-8501�区役所内保健予防課精神保健係（東庁舎6階）☎5984-4764�
FAX 5984-1211 hokenyobou05@city.nerima.tokyo.jp

2�練馬区学校施設管理実施計画 〒176-8501�区役所内教育施策課教育施策担当係（本庁舎11階）☎5984-�
1034 FAX 5984-1221 atgakko@city.nerima.tokyo.jp
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め、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
市から農業者や研究者、行政関係者を招

しょうへい

聘しま
す。区民の皆様の関心を高めるため、ワールドマ
ルシェなど、多彩なイベントを計画しています。

住宅と農地が共存する良好な環境を将来にわ
たって維持・保全するため、区は、農地制度や
税制度の改善を国に要望してきました。都市農
業振興基本法の制定と基本計画の策定に加え、生
産緑地指定下限面積の緩和、特定生産緑地制度
や生産緑地貸借制度などの創設は、この活動が
実ったものです。これらの新たな仕組みを積極
的に活用するほか、田園住居地域の指定に向け
た検討を進めます。また、地区計画等の都市計
画制度を活用した、新たな農地保全制度を研究
し、国および都との調整を進めていきます。

区民とともに区政を進める
地域の現場が抱える課題は多様化・複雑化し
ており、新たなニーズは、行政だけで対応出来
るものではありません。区と区民や団体などが
適切な役割分担の下で協働していかなければな
りません。
防災や一人暮らし高齢者の見守りなど、様々な
地域活動を行っている町会・自治会の加入促進や
組織の活性化に向けて、取り組んでいきます。
「パワーアップカレッジねりま」をリニューア
ルし、地域活動に参加したいという区民の背中
を後押しします。また、地域おこしプロジェク
トの実施団体を増やします。　
区民の皆様と直接対応する窓口は、区役所の
顔というべき存在です。窓口サービスの向上か
ら区役所を変えていきます。来庁しなくても手
続きが出来るサービスの拡充、来庁前に混雑状
況が分かる仕組み、来庁された区民への正確な
案内、複数の申請書の一括作成、事務処理ミス
の防止など、目に見える形で具体的な課題に着
実に取り組んでいきます。

新たな自治の創造への芽生え
第２次ビジョンでは、基本理念の1つとして「区
民協働による住民自治」を掲げています。練馬区
を育てていく主役は区民の皆様です。ビジョン
の最後に、地域の課題をわが事として考え、自
主的に取り組まれている事例の一部を紹介して
います。

おわりに

４月の区長選挙では、目指すべき区の将来像
をグランドデザイン構想としてお示ししました。
「第２次みどりの風吹くまちビジョン」は、グラ
ンドデザイン構想実現への道程を明らかにする
ものであり、区長就任以来の取組みを更に発展・
深化させたものです。これを着実に実行し、区
民の皆様にお約束した「改革ねりま第Ⅱ章」の実
現に全力を尽くしていきます。

みどり豊かな魅力あふれるまちを目指します

おわりに

　「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お届けしている
ほか、駅の広報スタンドや金融機関、ファミリーマート、セブン-イレブン、区立施設にも置い
ています。また、以下のサービスも用意していますので、区報をご覧いただいていない方にぜ
ひ紹介してください。▶問合せ：広報係☎5984-2690

新聞を未購読の方は、区報の送付サービスのご利用を
　新聞未購読で、上記の施設で区報の入手が困難な方に無料で送付しています。希望する方は、
区ホームページから申し込むか、お問い合わせください。

視覚障害のある方にデイジー版ＣＤなどの区報を送付
　視覚障害のある方には、区報の点字版、カセットテープ版、デイジー版CDを無料で送付して
います。希望する方は、お問い合わせください。

をさまざまな形で
お届けしています



11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　0.035～0.077　●地表面から5cm　0.033～0.075

12月納期分保険料の納期限は1月4日㈮

固定資産税・都市計画税
第3期分の納期限は12月27日㈭

　国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料、介護保険料を口座
振替で納めている方は、1月4日
㈮に引き落としますので、早め
に入金をお願いします。

問
合
せ

国民健康
保険料

こくほ収納係
☎5984-4559

後期高齢者
医療保険料

後期高齢者保険料係
☎5984-4588

介護保険料 介護保険課資格保険料係
☎5984-4593

　お支払いは、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
▶問合せ：練馬都税事務所☎3993-2261
※口座振替については東京都納税推進課☎3252-0955。

【区有地の概要】　▶面積：165.07㎡（私道25.25㎡含む）▶最低売却価格：
2,500万円▶用途地域など：第一種低層住居専用地域、大泉風致地区

▶交通：大泉学園駅北口から西武
バス朝霞駅行きで「天沼マーケッ
ト前」下車徒歩5分

　申し込み方法など詳しくは、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。▶申込期限：1月10日㈭午後5
時　※入札は1月17日㈭午前10時から区
役所本庁舎9階で行います。

大泉桜学園大泉桜学園

至大泉学園駅至大泉学園駅
長久保通り長久保通り

バス停（天沼マーケット前）バス停（天沼マーケット前）

新座市新座市

区有地大泉学園通り大泉学園通り
（大泉学園町 7-21）

案内図問合せ 管財用地係☎5984-2807

大泉学園町7丁目の区有地を入札で売却します

　ごみの減量と資源の有効利用のため、家庭
から出る使用済み蛍光管の資源回収を行いま
す。回収時間内にお持ちください。▶問合せ：リサイクル推進係☎5984-
1097　※下表の日程で出せない場合は、不燃ごみとして出してください。

♻蛍光管の回収方法
　回収場所に設置する蛍光管回収用ボックスに入れてください。破損
防止のため、購入時に入っていた箱に入れるか、新聞紙などに包んで
ください。　※割れた蛍光管や事業者が出す蛍光管は回収できません。

使用済み蛍光管の
資源回収にご協力を

12/15㈯・1/19㈯　9：00〜12：00
〒176
の地域

地区区民館（桜台・豊玉北）、地域集会所（小竹・中村）、区役所本庁舎
正面玄関前、豊玉リサイクルセンタ一、サンライフ練馬

〒179
の地域

地区区民館（旭町北・春日町南・北町・旭町南・高松・田柄・早宮・光
が丘・氷川台）、土支田地域集会所、春日町リサイクルセンタ一、光が
丘区民センタ一1階、錦デイサ一ビスセンタ一

1/12㈯　9：00〜12：00
〒177
の地域

地区区民館（下石神井・関町北・立野・富士見台）、地域集会所（上石神
井北・石神井台みどり・高野台・南田中・三原台・谷原）、石神井庁舎
1階、関町リサイクルセンター

〒178
の地域

地区区民館（大泉学園・北大泉・西大泉・東大泉・南大泉）、地域集会
所（大泉学園町・大泉町・東大泉）、勤労福祉会館、大泉リサイクルセ
ンタ一

※資源循環センターでも実施します。

お知らせ
地域福祉・福祉のまちづく
り総合計画推進委員会の区
民委員を募集

　「地域福祉・福祉のまちづくり総
合計画」について審議する委員会の
区民委員を募集します。委員会は、
区民や学識経験者などで構成されま
す。　※交通費程度の謝礼あり。　
※保育あり（1歳以上の未就学児対
象）。▶対象：区内在住で、年5回程
度、平日に開催する会議に出席でき
る方▶任期：4月から2年間▶募集予
定数：4名（選考）▶申込：「人と人と
がつながり、互いに支え合う地域づ
くりを目指して」をテーマとした作
文（800字程度。様式自由）と①住所
②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤電
話番号⑥職業⑦応募動機⑧区の審議
会・懇談会などの委員の経験がある
方はその名称と任期を記入したもの
を、1月18日（必着）までに持参また
は郵送で〒176-8501区役所内福祉
部管理課地域福祉係（西庁舎3階）☎
5984-2716

働く
保育補助員【非常勤職員】
▶対象：保育士の有資格者または保
育園などで勤務経験のある方▶期
間：4月から1年間（再任する場合あ
り）▶日時：月～土曜①午前7時15分
～10時30分の間の2～2時間30分
②午後3時30分～7時45分の間の2

～3時間30分③前記①②を合わせた
時間のうち4時間30分（いずれも月
22日程度）▶場所：区立保育園▶採
用予定数：20名（書類選考・面接）▶
報酬：時 給1,300円（ 土 曜1,400円 ）　
※交通費支給。　※勤務条件により
社会保険あり。▶申込：保育課（区 
役所本庁舎10階）や区ホームページ
にある申込書を、2月14日㈭までに
保育課管理係☎5984-5839

生活支援員（医療）
【非常勤職員】
▶対象：看護師の有資格者▶期間：2
月～3月（再任する場合あり）▶日
時：月～金曜午前8時15分～午後5
時の間の7時間45分以内（月5日程
度）▶場所：区立小学校・学童クラブ
▶内容：児童への医療的ケアなど▶
採用予定数：4名（書類選考・面接）
▶報酬：時給1,800円　※交通費支
給。▶申込：履歴書（写真貼付）と資
格証の写しを、12月26日（必着）ま
でに持参または郵送で〒176-8501
区役所内学務課就学相談係（本庁舎
12階）☎5984-5664

■1児童館・学童クラブ補助
■2児童館での中高生の居場所
づくり事業補助【臨時職員】

　登録制で欠員状況により採用します。 
12とも▶期間：6カ月以内▶申込：
履歴書（写真貼付）に12の別（1は
勤務できる地域・日数・曜日・時間
も。2はⒶ～Ⓕの別も）を記入の上、
持参または郵送で〒176-8501区役
所内子育て支援課庶務係（本庁舎10
階）☎5984-5817

1児童館・学童クラブ補助
▶日時：月～土曜午前8時30分～午
後6時15分の間の4時間以上（週2・
3日。主に午後）　※施設により異
なります。▶場所：児童館、学童ク
ラブ▶内容：子どもの対応など（施設
により障害児対応あり）▶賃金：時給
1,100円（土曜1,200円）　※勤務条
件により交通費支給。
2児童館での中高生の居場所づく
り事業補助
▶日時：午後5時15分～7時15分（週
1・2日）▶場所：児童館（Ⓐ栄町Ⓑ石
神井Ⓒ北大泉Ⓓ南田中Ⓔ西大泉Ⓕ 
三原台）▶賃金：時給1,300円（土曜
1,400円）　※勤務条件により交通
費支給。

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

ボランティア
高齢者向けホームページ「シニ
アナビねりま」取材サポーター

　50歳以上の方向けのサービスや
施設を取材し、記事を作成していた

だく方を募集します。　※交通費程
度の謝礼あり。▶対象：区内在住の
50歳以上で、次の①～③の全てに
当てはまる方　①添付ファイルのあ
る電子メールのやり取りができる②
年7回行う会議に出席できる③年6
回の取材に同行できる▶期間：4月
から1年間▶募集予定数：6名（選考）
▶申込：高齢社会対策課（区役所西庁
舎3階）や区ホームページにある募
集要項をご覧の上、1月18日㈮まで
に本人が直接、高齢社会対策課いき
がい係☎5984-4763

外国人おもてなし語学ボラ
ンティア育成講座

　簡単な英語で外国人への道案内な
どをするボランティアを育成するた
めの講座です。　※東京都共催。▶
対象：英会話初級者▶日時：Ⓐ1月25
日㈮午後1時～4時30分、2月1日㈮・
8日㈮午前10時～午後3時Ⓑ1月29
日㈫午後1時～4時30分、2月5日㈫・
12日㈫午前10時～午後3時【3日制】
▶場所：文化交流ひろば▶定員：各36
名（抽選）▶申込：区ホームページ「電
子申請」または地区区民館や図書館に
ある申込書に記入の上、12月25日（必
着）までに申し込んでください。　※
申込書は区ホームページにも掲載し
ています。▶問合せ：事業推進係☎
5984-1523

環境・リサイクル
平成29年度地球温暖化対策
報告書がご覧になれます

　一定規模の原油換算エネルギーを
使用した区立施設の年間二酸化炭素
排出量、温暖化対策の実施状況など
をまとめた報告書ができました。報
告書は、区ホームページでご覧にな
れます。▶問合せ：環境計画推進係
☎5984-4702
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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

　お住まいの地域の年内の収集最終日と
来年の開始日は、集積所の掲示（＝右図）、
区民事務所などで配布している一覧、区
ホームページで確認できます。
※必ず各収集日の午前8時(びん・缶・
ペットボトルは午前９時)ま
でに出してください。

問
合
せ

⃝可燃・不燃ごみ、古紙、容器包装プラスチック
　〒176・179地域･･･練馬清掃事務所☎3992-7141
　〒177・178地域･･･石神井清掃事務所☎3928-1353
⃝びん・缶・ペットボトル、古着・古布、使用済み食用油
　リサイクル推進係☎5984-1097

年末年始の資源・ごみ収集は
お休みします

種類 お休み期間
可燃（※1）・不燃ごみ（※2）の収集 12/31㈪～1/3㈭
古紙、容器包装プラスチック、びん・缶・ペットボトル
の回収 12/30㈰～1/3㈭

古着・古布、使用済み食用油の回収 12/29㈯～1/3㈭
※1　可燃ごみが月曜収集の地域は12月30日㈰に臨時収集を行います。
※2　不燃ごみが第1・3木曜収集の地域は12月27日㈭に臨時収集を行います。

　ひとり親家庭の方などを対象に
した親医療証は、12月31日㈪が有
効期限です。引き続き受給できる
方には、新しい医療証を12月20日
㈭以降にお送りします。受給者ま
たは同居親族などの平成29年中の
所得が右表の制限額以上の場合は、
受給の対象になりません。
　親医療制度は、受給者とその同
居親族の住民税(特別区民税・都民
税)の課税・非課税の状況によって、
医療機関での自己負担額が変わり
ます。親医療証に同封の「親医療証
のてびき」で確認してください。

問合せ：子育て支援課児童手当係☎5984-5824

新しい    医療証を発送します親
親医療証の所得制限額

29年中の税法
上の扶養人数 受給者 同居親族

など

0人 200万円 244万円

1人 238万円 282万円

2人 276万円 320万円

以下、1人増すごとに38万円を加算

※社会保険料控除分(一律8万円)を含む
金額です。あらためて社会保険料を控
除して計算する必要はありません。
※	給与所得者は、源泉徴収票の給与所得
控除後の金額です。確定申告をした方
は、所得金額の「合計」の金額です。
※	この他に医療費控除など各種控除を受
けられる場合があります。

二次元バーコードを読み取って、
ホームページにアクセスできます

事業者向け
都内で調理業務に従事して
いる調理師は届け出を
　調理師は、調理師法により従事状
況を隔年で届け出ることが定められ
ています。対象となる方は、届け出
用紙に12月31日㈪現在の状況を記
入の上、1月15日㈫までに都が指定
した機関に届け出てください。▶届
け出用紙の配布場所：生活衛生課（区
役所東庁舎6階）、同石神井分室（石
神井保健相談所内）　※東京都ホー
ムページ（http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.jp）にも掲載していま
す。▶問合せ：東京都健康安全課☎
5320-4358、区役所内生活衛生課
食品衛生担当係☎5984-4675

医療従事者は就業状況など
の届け出を
　医療従事者は、医師法などにより
就業状況などを隔年で届け出ること
が定められています。対象となる方
は、届け出用紙に12月31日㈪現在
の状況を記入の上、1月15日㈫まで
に届け出てください。届け出用紙の
請求方法など詳しくは、お問い合わ
せください。▶対象・届け出先：医
師・歯科医師・薬剤師…業務に従事
している方もしていない方も、就業
地または住所地の保健所へ　保健
師・助産師・看護師・准看護師・歯
科衛生士・歯科技工士…業務に従事
している方のみ、就業地の保健所へ
▶問合せ：医務薬事係☎5984-1352

中村橋地域包括支援センター
の運営を行う事業者を募集
　4月から運営を行う事業者を募集
します。事業者の選定は、プロポー
ザル（事業提案）方式で行います。応
募する事業者は、高齢者支援課（区

役所西庁舎3階）や区ホームページ
にある募集要領をご覧の上、説明会
に必ず参加してください。
〈説明会・施設見学会〉
▶日時：12月17日㈪午後2時～3時
▶場所：中村橋区民センター▶申込：
12月14日㈮までに電話で高齢者支
援課管理係☎5984-4582

福祉・障害のある方
手話通訳者登録試験
　聴覚に障害のある方へ派遣してい
る手話通訳者の登録試験を行いま
す。▶対象：区内在住・在勤（在学）
の20歳以上の方で、次のⒶ～Ⓒの
いずれかに当てはまる方　Ⓐ区の手
話講習会（手話通訳者養成クラス）ま
たは同等の講習会を修了した（いず
れも来年3月修了予定者を含む）Ⓑ前
記Ⓐに相当する手話通訳技術がある
Ⓒ手話通訳士の有資格者または東京
手話通訳等派遣センター登録手話通
訳者▶日時：2月3日㈰午前9時30分
～午後3時▶場所：区役所本庁舎19
階▶試験内容：筆記、手話読み取り、
手話表現、手話による面接　※Ⓒは
面接のみ実施。▶申込：ハガキで①
試験名と受験資格（Ⓐ～Ⓒの別）②住
所③氏名④年齢⑤電話番号⑥手話の
学習年数を、1月7日（必着）までに
〒176-8501区役所内障害調整係☎
5984-1456 FAX 5984-1215

初心者向け障害者パソコン
教室
▶日時：1月13日㈰1午前9時30分
～正午2午後1時30分～4時▶場
所：中村橋福祉ケアセンター▶定員：
12各4名（抽選）▶費用：1,000円
▶申込：電話またはファクスで①教
室名（12とA～Eの別も）②住所
③氏名（ふりがな）④障害名と手帳の
種類⑤電話番号またはファクス番号

（ある方のみ）を、12月25日㈫まで
に中村橋福祉ケアセンター☎3926-
7211 FAX 3970-5676　※手話通
訳が必要な方は、その旨もお知らせ
ください。　※介助が必要な方は、
介助者を同伴してください。

コース 対象
Aパソコン入門

次のいずれかをお持
ちの方
・愛の手帳
・身体障害者手帳

Bワード（文書作成
など）
Cエクセル
（表計算など）
Dタブレット（携帯
端末）相談・体験

E視覚障害
（読み上げソフト）

身体障害者手帳を
持っている視覚障害
のある方

※	Aは以前受講した方、BCはパソコンの
基本操作・文字入力ができない方は受講で
きません。

高齢者
いつでも、どこでも、すこしでも 

「ねりま ゆる×らく体操講習会」
▶対象：65歳以上の方▶内容：ひざ
の曲げ方など日常の動作に役立つ実
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

こぶし
（練馬高野台
駅前地域集
会所内）

1/8㈫
10:30～12：00

各20名けやき
（南大泉地域
集会所内）

1/15㈫
10:30～12:00

つつじ
（中村橋区民
センター内）

1/17㈭
10:30～12：00

保
健
相
談
所

石神井 1/21㈪
14:30～16:00

各25名北 1/22㈫
14:30～16:00

関 1/23㈬
10:30～12：00

老後の安心教室〜行政書士に
よる無料講演会と相談会

▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
日時：1月18日㈮午後2時～4時30
分▶場所：関区民センター▶内容：相
続、遺言などの相談▶講師：東京都
行政書士会練馬支部会員▶定員：40

名（先着順）▶申込：電話ではつらつ
センター関☎3928-1987

子ども・教育
1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

18㈮・30㈬
13:00～15:00

北
☎3931-1347

18㈮
9:00～11:00

光が丘
☎5997-7722

8㈫
9:00～11:00

石神井
☎3996-0634

11㈮・25㈮
13:00～15:00

大泉
☎3921-0217

25㈮
9:00～11:00

関
☎3929-5381

21㈪
9:00～11:00

えいごでおはなし会
▶対象：小学生以下▶日時：12月15日
㈯午前10時30分～11時▶場所・問合
せ：石神井図書館☎3995-2230▶定
員：60名（先着順）▶申込：当日会場へ

赤ちゃんと楽しもう！イク
メンパパの親子で運動！
▶対象：0歳児と父親　※母親の参
加も可。▶日時：1月12日㈯午前10
時～正午▶場所：豊玉保健相談所▶
内容：運動実技、献立紹介▶講師：健
康運動指導士／小池日登美▶定員：
18組（先着順）▶申込：電話で同所☎
3992-1188

講演会「気づいていますか？
子どものこころのサイン」
▶日時：1月19日㈯午後2時～4時▶
場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶
講師：駒木野病院児童精神科医師／
笠原麻里▶定員：80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住所③氏名④電	
話番号を、関保健相談所☎3929-
5381 FAX 3929-0787 sekihoso	
@city.nerima.tokyo.jp
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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。

弁護士・税理士と話せる相続ガイド
※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。

090-6039-1334
東京都港区赤坂２丁目１９番４号ＦＯＲＵＭ赤坂８階 ファイナンシャル・プランナー　川村　憲史

医療費と介護サービス費が高額な方へ

　同一世帯内（※）の医療保険と介護保険の自己
負担の合計額が負担限度額を超えた場合に、超
えた分を支給する高額医療・高額介護合算療養
費制度があります。この制度の適用を受けるに
は、申請が必要です。
※�この制度での「世帯」とは、平成30年7月31日
現在、同じ医療保険に加入している方のみを
指します。

　29年8月1日～30年7月31日に医療保険と介
護保険の両方で自己負担のあった世帯

①計算対象期間を通して練馬区国民健康保険に
加入していた世帯
　支給対象となる世帯には、２月中（※）に区か
ら申請書を送付します。
②計算対象期間を通して練馬区の後期高齢者医
療制度に加入していた世帯
　支給対象となる世帯には、２月下旬（※）に東
京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付
します。計算対象期間内に都外から転入した方
は後期高齢者資格係へお問い合わせください。

③計算対象期間を通して社会保険・共済組合・
国民健康保険組合に加入していた世帯
　7月31日現在、加入している医療保険へお問
い合わせください。申請時に、介護保険自己負
担額証明書が必要となります。
④計算対象期間内に加入していた医療保険が変
わった世帯
　7月31日現在、加入している医療保険へお問
い合わせください。

※�今回から、外来年間高額療養費制度と年間高
額介護サービス費制度の支給額が確定してか
ら計算するため、送付時期が１カ月程度遅く
なります。

70歳未満の方

30年7月現在の所得区分 世帯の負担限度額
（年額）

901万円超（※） 212万円
600万円超～901万円以下（※） 141万円
210万円超～600万円以下（※） � 67万円
210万円以下（※） � 60万円
世帯全員が住民税（特別区民税・都民税）
非課税世帯 � 34万円

70歳以上の方
30年7月現在の所得区分 世帯の負担限度額（年額）

現役並み所得 67万円
一般 56万円
住民税非課税Ⅱ 31万円
住民税非課税Ⅰ 19万円

問
合
せ

①国民健康保険 こくほ給付係☎5984-4553

②後期高齢者医療制度 後期高齢者資格係
☎5984-4587

③社会保険、共済組合など
保険証に記載されている医療
保険　※介護保険自己負担額
証明書については、介護保険
課給付係☎5984-4591。

世帯の負担限度額

・�現役並み所得…70歳以上で住民税課税所得が145万円以上
の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯
・住民税非課税Ⅱ…世帯全員が住民税非課税
・�住民税非課税Ⅰ…世帯全員が住民税非課税で、所得が一定
基準以下（年金受給額80万円以下など）
・一般…上記以外の世帯

※国民健康保険加入者全員の前年の総所得金額などから住民
税基礎控除額（33万円）を差し引いた金額の合計（旧ただし
書き所得）。

※保険適用外の診療やサービスは除きます。
※70歳未満の方は、1つの医療機関で同月内に支払った医療
費が2万1000円未満のものは除きます。

※支給額が500円以下の場合は、支給対象外となります。

− − ＝
高額療養費
や高額介護
サービス費
など

医療費と介
護保険の自
己負担の合
計額

対象世帯の
負担限度額
（右表参照）

支
給
額

加入している保険により
申請手続きが異なります

支給額の計算式

対象となる世帯

自己負担限度額を超えた世帯に申請書を送付

▶日時：12月19日㈬午後0時15分～0時45分
▶場所：区役所アトリウム▶曲目：ハロルド・
アーレン／虹の彼方になど▶出演：岩﨑花奈
絵（ピアノ）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。

アトリウム
ミニステージ

入場
無料

特別公演ー12/19●水第264回

　自閉スペクトラム症の幼児や小中学生の保護者・支
援者を対象に、将来を見据えた育児や支援に必要な考
え方などを紹介します。▶日時：1月12日㈯午前10時～
11時40分▶場所：サンライフ練馬▶講師：信州大学医学
部子どものこころの発達医学教室教授／本田秀夫▶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、1月9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

未来につなげる自閉スペク
トラム症の育児と支援講演会

講座・催し
平成31年健やかカレンダー
原画展
　応募総数2,535点の中から選ば�
れた区内小中学生の作品240点を展
示します。▶日時：12月21日㈮～1月
8日㈫午前8時45分～午後8時（8日�
は午後3時まで）　※年末年始を除く。
▶場所：区役所アトリウム▶問合せ：
青少年係☎5984-4691

ひとり親家庭のための
リフレッシュ交流会
▶対象：区内在住のひとり親家庭の
保護者▶日時：1月12日㈯午前10時
～正午▶場所：区役所東庁舎7階▶内
容：参加者同士での悩み相談など▶
講師：NPO法人はぴシェア理事長／
秋田文子▶定員：30名（先着順）▶申

込：1月11日㈮までに電話でひとり
親家庭支援係☎5984-1319　※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、併せて申し
込んでください。

中国帰国者との水
すい

餃
ぎょう

子
ざ

作り交流会
▶日時：1月13日㈰午後1時30分～4
時▶場所：勤労福祉会館▶定員：30名
（先着順）▶材料費：500円▶申込：電
話または電子メールで①催し名②住
所③氏名④電話番号を、12月26日
㈬までに援護係☎5984-4603
nerimafukusi23@city.nerima.�
tokyo.jp

雪山自然観察会＆雪遊び体験in新潟
▶対象：区内在住の2名以上のグルー
プ　※中学生以下は保護者同伴。▶
日時・場所：2月23日㈯午前7時30
分練馬駅集合～あてま高原リゾート
ベルナティオ（新潟県十日町市）～24

日㈰午後6時30分集合場所解散▶定
員：30名（抽選）▶バス代・宿泊費・
保険料など：2万円（小学生以下は1万
5000円）▶申込：往復ハガキで①催
し名②参加者全員の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号を、
1月21日（必着）までに〒179-0074
春日町2-14-16　春日町リサイクル
センター☎3926-2501　※リサイ
クルセンターホームページ（https://
www.nerima-rc.jp/）からも申し込
めます。　※説明会を2月2日㈯午前
10時から春日町リサイクルセンター
で開催します。

人権セミナー「部落史に学
ぶ人権問題〜差別といじめ
に向かい合うためには」
　同和問題についてのお話を伺い、
差別のない地域社会について考えま
す。▶日時：1月23日㈬午後6時30分
～8時30分▶場所：区役所本庁舎20

階▶講師：東日本部落解放研究所事務
局長／吉田勉▶定員：40名（先着順）▶
申込：電話またはファクス、電子メー
ルで①セミナー名②代表者の住所・
氏名・電話番号③参加人数を、人権
啓発担当係☎5984-1452 FAX 3993-
6512 jinkendanjo@city.nerima.
tokyo.jp　※保育室（1歳以上の未就
学児対象。定員4名）を利用したい方
は、お子さんの氏名（ふりがな）・年
齢も、手話通訳を希望する方はその
旨も、1月11日㈮までにお知らせくだ
さい。

ウインターコンサート
〜昭和＆ポップス

▶対象：区内在住の方▶日時：12月
22日㈯午後3時～4時▶場所・問合
せ：はつらつセンター豊玉☎5912-
6401▶出演：ベースギター奏者／
柏倉基之▶定員：50名（先着順）▶申
込：当日会場へ
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ミニガイド
◆公衆浴場でゆず湯▶日時：12月22
日㈯▶場所：区内公衆浴場▶費用：460
円（70歳以上の方100円、小学生180
円、未就学児80円）▶問合せ：練馬区
公衆浴場組合・風間☎3991-5092
◆ミニラグビー体験会▶対象：4歳児
～中学生▶日時：12月23日㈷午前9時
～11時30分▶場所：大泉さくら運動公
園▶内容：実技指導、模範試合▶講師：
日本ラグビーフットボール協会公認育
成コーチほか▶申込：当日会場へ▶問
合せ：練馬ラグビースクール・八木☎
080-3128-1243
◆新春初歩き〜都心の神社を詣で
る▶日時・場所：1月5日㈯午前9時30
分JR有楽町駅集合～銀座～日比谷公園
～虎ノ門～午後0時30分金刀比羅宮解
散（約5㎞）▶定員：40名（先着順）▶保険
料など：500円▶申込：往復ハガキまた
はファクスで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19日（必着）までに〒177-0044上
石神井1-32-37　SSC上石神井☎ FAX
3929-8100（問い合わせは月・水・金曜
午後3時まで）
◆普通救命講習会▶日時：1月18日
㈮午前9時～正午▶場所：練馬消防署
▶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
▶定員：30名（先着順）▶テキスト代：
1,400円▶申込：電話で同所☎3994-
0119
◆区民健康講座「前立腺がんの診断
と治療」▶日時：1月26日㈯午後2時～3
時30分▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-
1）▶定員：70名（先着順）▶申込：1月19
日㈯までに電話で練馬光が丘病院☎
3979-3611（午前9時～午後4時30分）
◆検察審査会からお知らせを発送
しました　検察審査会とは、検察官が
罪を犯した疑いがある者を裁判にかけ
なかったことの善しあしを審査する機
関です。検察審査会は、選挙権を有す
る20歳以上の方々で構成されます。対
象となる方には11月にお知らせを発送
しましたので、ご協力をお願いします。
▶問合せ：東京第一検察審査会事務局
☎3581-2877　※詳しくは、同ホー
ムページ（http://www.courts.go.jp/
kensin/）をご覧ください。

◆抗菌アロマハンドスプレー＆ユー
カリミニリース作り▶日時：1月27日
㈰午前10時30分～午後0時30分▶場
所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶講師：花
香楽代表／鍋山映子▶定員：10名（先着
順）▶費用：1,000円▶申込：電話または
電子メールで①催し名②住所③氏名④
電話番号⑤ファクス番号（ある方のみ）
を、F.C.A.・おおば☎090-8687-7176�
flacomu@yahoo.co.jp

◆女性再就職支援セミナーと個別相
談会in練馬〜私らしく働くための自
己理解と仕事の探し方▶対象：再就職
を希望する女性▶日時・内容：1月29日
㈫Ⓐ午前10時～正午（セミナー）Ⓑ午後0
時15分～1時45分（個別相談会）　※Ⓑ
のみの参加は不可。▶場所：ココネリ3階
（練馬1-17-1）▶講師：国家資格キャリア
コンサルタント／滝澤理砂▶定員：Ⓐ50
名Ⓑ10名（先着順）▶申込：電話または
ファクスで①講座名②氏名③電話番号
④ファクス番号（ある方のみ）⑤個別相�
談の希望の有無を、東京しごとセンター
女性しごと応援テラス☎5211-2855�
FAX 5211-2866　※同ホームページ
（https://www.tokyoshigoto.jp/
jyosei/）からも申し込めます。　※手話
通訳が必要な方は、1月11日㈮までに、
保育室（1歳以上の未就学児対象。定員
10名）を利用したい方は、1月17日㈭ま
でにお子さんの住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別をお知らせください。
◆練馬わくわくスキースクール▶対
象：区内在住の小学3年～中学生▶日程：
2月23日㈯・24日㈰の1泊2日▶場所：
牧の入高原スノーパーク（長野県木島
平村）▶定員：80名（先着順）▶費用：2万
800円　※リフト代実費。　※スキー
用具の貸し出しあり（有料）。▶申込：体
育館やわくわくスキー塾ホームページ 

（https://www.facebook.com/わくわ 
くスキー塾-2170302286551407/）
にある募集要項をご覧の上、村松☎
5912-0130（㈱アイワ徽章内）
◆シルバー人材センターの教室　　
A～Fとも▶対象：区内在住の60歳以
上の方▶場所：AB関町教室（関町リサ
イクルセンター内）C～F羽沢教室（羽
沢3-36-16）▶定員：10名（先着順）▶
申込：電話で練馬区シルバー人材セン
ター☎3993-7168
Aプロが教えるやさしいカメラ教室▶
日時：第1・3木曜午前10時～正午▶費
用：月3,000円
B書道教室▶日時：第1・3火曜午前10

時～正午、第2・4火曜午後1時30分
～3時30分▶費用：月2,000円、教材
費実費
C体と脳が若返る朗読教室▶日時：毎
火曜午後1時～3時▶費用：1回1,500円
D楽しい折り紙教室▶日時：第2金曜午
後2時～4時▶費用：月1,000円、教材
費実費
E小物作り教室▶日時：第2・4火曜午
後1時 ～3時30分▶費用：1回400円、
教材費実費
Fボトルシップ制作講座▶日時：第1・
3土曜午後1時～4時30分▶費用：1回
700円、教材費実費

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
◆バドミントンをやってみよう！▶
対象：小学4～6年生▶日時：12月22日
㈯午前9時30分～11時▶場所・問合
せ：旭丘中☎3957-3133▶定員：40名
（先着順）▶持ち物：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
◆こどものためのヨガ＆アロマテラ
ピー▶対象：小学生▶日時：12月22日
㈯午前10時～正午▶場所：男女共同参
画センターえーる▶定員：20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～8時）
◆どれみふぁコンサート▶対象：0歳
児～小学生と保護者▶日時：12月22日
㈯午前11時～正午▶場所：平和台児童館
▶定員：60組（先着順）▶申込：当日会場
へ▶問合せ：どれみふぁ音楽団事務局☎
070-5487-0706（午前9時～午後7時）

ねりまイクメン講座
◆パパと一緒にバルーンアートを
作って遊ぼう▶対象：3歳以上の未就
学児と父親　※母親の参加も可。▶日
時：12月22日㈯午前10時30分～11時
45分▶場所：栄町児童館▶定員：10組
（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：練
馬イクメンパパプロジェクト・杉本☎
090-3282-2030（午前9時～午後5時）

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
12月15日㈯午前10時～午後7時▶問
合せ：林☎3991-0888
◆江古田ゆうゆうロード▶日時：12
月15日㈯午前10時～午後8時▶問合

せ：佐藤☎6914-8050
◆光が丘IMA南館前▶日時：12月16
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨
永☎090-4374-3888
◆早宮商店街▶日時：12月21日㈮・
22日㈯午後3時～6時▶問合せ：山﨑☎
3993-3388

学校体育館でスポーツを
◆小竹小　ラケットテニスシニア
大会▶対象：女性または60歳以上の男
性▶日時：12月24日㉁午前9時～午後
2時▶内容：男女ミックスダブルス、男
女ダブルス▶定員：40名（先着順）▶持
ち物：ラケット、上履き▶申込：当日会

場へ▶問合せ：学校応援団・開放係☎
5984-1057

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、1月8日㈫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。
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
▶日時：1月13日㈰午前10時～午後0
時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0035南田中4-7-10-301　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）

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

■ ダンスフィットネス　バイラク
ラブ　初心者対象　毎木曜午後7時�
～8時　生涯学習センターなど　講�
師　小池クリスまゆ子　参加費1回
800円　大塚☎090-1206-9975
dancemayuchris@gmail.com（要予
約）
■ 民謡　琇声会　毎木曜午後1時～5
時　生涯学習センター　講師　日本
コロムビア専属／太田琇声　月会費
3,000円　吉田☎090-6784-4877
■ 囲碁　烏鷺の友の会　初級～上級
者対象　月4回土曜午後1時～5時　生
涯学習センター分館　月2回講師が指
導　入会金1,000円　月会費1,000円　
中村☎090-2426-9774
■ 名作を読む会（日本文学・外国
文学）　第2金曜午後1時30分～4時　
大泉図書館　月会費300円　岡田☎
3925-9615（要予約）
■ むつみ台書道クラブ　月3回土曜
午後3時～5時　むつみ台団地集会所
（光が丘）　月会費3,300円　堀☎080-
1021-3085
■ 気学研究会　18歳以上の方対象　
第1火曜午前10時～正午　石神井公園
区民交流センター　講師　駆見祐希　
入会金1,000円　月会費1,500円　資料
代実費　佐原☎090-6198-1003 �
kumiyuuki@gmail.com（要予約）

■ 英語・英会話サークル　中高年
齢者対象　第1・2・4金曜午後1時30
分～3時30分　関町リサイクルセン
ター　元英語学校講師が指導　月会費
4,000円　初回は無料体験可　鈴木☎
090-9328-7741（要予約）
■ 詩吟（漢詩・短歌・新体詩など）　
富岳流日本吟詠会桜台教場　月3回
月曜午前10時～正午　桜台地域集会
所　月会費2,700円　初めの1カ月は
無料体験可　朝妻☎080-1283-0483
（要予約）
■ 社交ダンス　産連ダンスサークル　
初心者～初級者対象　毎水曜午後6時
～9時　サンライフ練馬　講師　JDC
ポールルームA級／西尾浩一　月会費
4,000円　初回は無料体験可　清水☎
FAX 3991-7348（要予約）
■ ヨガの会　初心者対象　①毎水曜午
後3時～4時30分②毎土曜午後5時30
分～7時　①早宮地域集会所②田柄地
区区民館　講師　小平勝子　①②とも
参加費1回500円　郷原☎3970-8773
（午後7時30分～9時）
■ 韓国語会話マダン　月3回火曜①午
後1時～2時30分（初級者）②午前10�
時～11時30分（中級者）　練馬図書館　
講師　金榮愛　①②とも入会金2,000�
円、月会費4,000円　塩崎☎ FAX 3559-�
4955（要予約）
■ 新星'78クリスマスコンサート（視
覚障害者を中心とした演奏家団体
の40周年特別公演）　12月23日午
後5時開演　生涯学習センター　入場
料1,000円（中学生以下無料）　音楽団
体新星'78・三好☎3994-4555 ts.
miyoshi@nifty.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

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。

▶対象：�小学生以上▶日時：1月19日㈯Ⓐ
午前10時30分～正午Ⓑ午後1時30分～3
時▶場所：向山庭園▶定員：各15名（先着
順）▶費用：1,000円▶申込：電話で同所☎
3926-7810

向山庭園　初釜茶会
▶対象：中学生以上▶日時：1月27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：東京都写真美術館学芸員／三井圭
司▶定員：100名（抽選）▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①講座
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、1
月5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 event-bunshitsu@neribun.or.jp

講座「和」を学ぶシリーズ
「幕末から明治の古写真に学ぶ」

オトコの暮らし力アップ講座
～アンガーマネジメントを学ぶ

　「怒り」の感情をコントロールし、
職場や家庭でのコミュニケーション
を円滑にする方法を学びます。▶対
象：男性　※家族の参加も可。▶日
時：1月19日㈯午後2時～4時▶場
所：男女共同参画センターえーる▶
講師：アンガーマネジメントファシ
リテーター／高田しのぶ▶定員：30

名（先着順）▶申込：電話またはファ
クス、電子メールで①講座名②参加
者全員の氏名・電話番号を、同所☎
3996-9007 FAX 3996-9010
oubo@nerima-yell.com　※手話
通訳を希望する方は12月27日㈭ま
でに、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
を、1月7日㈪までにお知らせくだ
さい。

スポーツ
初心者スポーツ教室
12とも▶場所：光が丘体育館▶
問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
1ファミリースポーツ（マット運
動、トランポリンなど）
▶対象：家族▶日時：1月19日～3月9日
の毎土曜午後6時～8時【2月16日、3
月2日を除く。6日制】▶保険料：1人48
円▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ

2少年少女体操（跳び箱、マット運
動、トランポリン、鉄棒など）
▶対象：Ⓐ小学1・2年生Ⓑ小学3～6
年生▶日時：1月19日～3月9日の毎
土曜Ⓐ午後1時45分～3時10分Ⓑ午
後3時20分～4時45分【2月16日、3
月2日を除く。6日制】▶定員：各50
名（抽選）▶保険料：144円▶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⑤学年
⑥性別⑦電話番号を、12月21日（必
着）までに〒176-8501区役所内ス
ポーツ振興課事業係へ
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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

練馬区農の学校の
受講生を募集

高松八幡神社

練馬中学校北

練馬春日町駅

至光が丘駅
都営大江戸線練馬区農の学校

（高松1-35-2）

環八
通り

▶交通：都営大江戸線練馬春日町駅
下車A3出口徒歩10分

　※車での来場はご遠慮ください。

　農の学校は、農業を支える人材を育成し、支え手を必要とする農家とつなぐ役目を担っています。
今回、２つのコースの受講生を募集します。　※抽選結果は2月8日㈮までに通知します。

〒 176-8501 区役所内農業振興係☎ 5984-1403 FAX 3993-1451申込先・問合せ

案内図

図書館名・問合せ 開始日 対象

光が丘 ☎5383-6500
12/13㈭ 大

12/15㈯ 幼  小

練　馬 ☎3992-1580 12/15㈯

幼  小  青  大
平和台 ☎3931-9581 12/15㈯
貫　井 ☎3577-1831 12/15㈯
石神井 ☎3995-2230 12/18㈫

関　町 ☎3929-5391 12/26㈬ 小  青  大

図書館名・問合せ 開始日 対象
稲荷山 ☎3921-4641 12/14㈮

幼  小  青  大春日町 ☎5241-1311 12/18㈫
小　竹 ☎5995-1121 12/21㈮

南大泉 ☎5387-3600 12/18㈫ 小  青  大

南大泉分室こどもと本の
ひろば☎3925-4151 12/26㈬ 幼  小

幼…幼児向け　小…小学生向け
青…中学生・高校生向け　大…大人向け

　図書館の職員がおすすめする本を「福袋」に入れて、中身が分からない状態
で貸し出します。本との新たな出会いを楽しみませんか。　※休館日を除く。

本の福袋開けるまで
ワクワク！

　ホームページや資料検索機能を充実させるため、図書
館情報システムを更新します。期間中は、図書館全館（分
室、受取窓口を含む）を休館します。▶問合せ：光が丘図
書館☎5383-6500

休止するサービス
①資料の閲覧・貸し出し・予約②ホームページ③情報
ボックス④会議室などの施設の予約・利用　※②③は12
月28日㈮午後9時～1月15日㈫午前9時まで休止します。

返却ポストは休館中も利用できます
※ 高野台受取窓口の返却ポストは12月29日㈯～1月3

日㈭は利用できません。

12月29日㈯～1月14日㈷
図書館が全館休館します

図書館からのお知らせ

12/28金
まで

　野菜の作付けや収穫体験を通して、農とふれあう楽しさを学
びます。▶対象：15歳以下のお子さんを含む区内在住の2～4名
のグループ　※未就学児は1名につき保護者1名の参加が必要
です。▶日程：4月～7月の土・日
曜、祝休日4日間程度（各半日程
度）▶定員：20組（抽選）▶費用：1
組2,000円　※別途、参加人数分
の保険料が掛かります。▶申込：
ハガキまたはファクスで①コース
名②代表者の郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・電話
番号③参加者全員（4名まで）の氏
名（ふりがな）・生年月日を、１月
10日（必着）までに農業振興係へ

　農家の支え手となるために必要な作業、都市農業・農
地に関する基礎知識などを講義と実習で学びます。修了
後は「ねりま農サポーター」となり、農家の支え手として
活動していただくほか、区の農業イベントに協力していただきます。また、修了生
は技術の定着と向上を目的とした中級コースに進むことができます。　※修了には
8割以上の出席が必要です。▶対象：18歳以上の区内在住の方▶日程：4月～12月の
土・日曜、祝休日20日間程度（各半日程度）▶定員：15名（選考）▶費用：1万円(教材費、
保険料など)▶申込：「援農活動への意気込み」をテーマにした作文（200字程度。様
式自由。返却不可）に①コース名②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤生年月日⑥
電話番号を記入の上、１月10日（必着）までに郵送またはファクスで農業振興係へ

〈説明会を開催〉
　講習の内容や修了後の活動などを紹介します。▶日時：12月15日㈯午前10時～11
時▶場所：練馬区農の学校▶申込：電話または電子メールで①氏名②電話番号を、農の
学校事務局☎090-7718-8514（午前9時～午後5時） odaka@agora-zoen.co.jp

A 初級コース B 農とのふれあい・体験コース

※なくなり
　次第終了。
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