
【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。

　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

夕べの音楽の放送時刻
が変わります

練馬区長 前
ま え か わ あ き お

川燿男　

2・3面へ続く

食べられるのに捨てていませんか？
～食品ロスは工夫次第で減らせます！

2月2日に第一回区議会定例会で前川区長が所信を表明

　「改革ねりま」の実現を目指して、無我夢中で仕
事をしているうちに、あっという間に4年間が過
ぎようとしています。歳月の行く早さに唯

ただ

々
ただ

驚く
ばかりです。私の改革とは、区民の生活や街の姿を、
区民の皆様とともに、目に見える形で良くするこ
と、そのために、区の行政を変えることです。政
策展開と区政改革、その根幹となる区民との協働、
全てにおいて23区の先頭を切って進む自治体行政
を実現したい、そうした想いで力を尽くしてきま
した。微力な私が、わずかなりとも成果を上げる
ことができたとすれば、ひとえに区議会の皆様、
区民の皆様のお力添えの賜物です。心から感謝を
申し上げます。

　来年度当初予算案は、「みどりの風吹くまちへ　
区民とともにさらに前へ進む予算」と位置づけ、「改
革ねりま」の更なる推進に向けて、アクションプラ
ンの着実な実行を最優先に編成しました。
　一般会計予算額は、2637億円です。昨年度比

約122億円の増であり、うち95億円は、子育て、
教育、福祉施策を充実するものです。歳入面では
国・都支出金等の財源確保に努めるとともに、社
会資本を形成する事業には起債を積極的に活用し
ています。

●待機児童ゼロの達成と保育サービスの拡充
　保育ニーズが大幅に増加するなかで、練馬こど
も園の創設をはじめとする区独自の政策的取り組
みと、直面する待機児童のゼロ作戦実施により、全
国でも有数の定員増を実現し、待機児童数は、平成
25年4月の578人から、昨年4月の48人へと大幅に
減少しました。
　既に、今年4月見込みで、目標の700人に対し、
838人の定員増を確保しており、更に、来年度は
650人の定員増を行います。
　子ども家庭支援センター5カ所で、子どもの発達
に不安のある保護者が安心して利用できる（仮称）
「のびのびひろば」を開始するとともに、「子育てのひ
ろば」や「民設子育てのひろば」を充実し、在宅での
子育て支援を強化します。
　今後とも、多様なライフスタイルや働き方に応じ

て、家庭での育児を含め、様々な子育ての形を選択
できるようにしていきます。
●児童虐待の防止
　児童虐待対策には、地域の子ども家庭支援セン
ターによる、きめ細かな支援に加えて、都の児童相
談センターによる広域的専門的な支援が欠かせま
せん。課題の解決には、両者の連携を強化すること
が重要である、そう確信しています。
　来年度は、子ども家庭支援センターの相談体制を
充実するため、専門職員を増員します。巡回訪問相
談の対象を拡大し、問題の予防と早期発見、早期対
応に努めます。都から区へ処遇困難な事案が引き継
がれた場合にも対応できるよう、職員のスキルアッ
プを進めます。
　今後とも、子どもたちが健やかに成長できる環境
づくりを進めていきます。
●支援が必要な児童生徒への取り組み
　小学校の特別支援教室設置は本年4月に完了
し、中学校では、来年4月の全校開設を予定して
います。

毎月1日・11日・21日発行
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　昨年策定した不登校対策方針に基づき、来年度
は、学校教育支援センターのスクールソーシャル
ワーカーを16人に倍増し、未然防止・初期対応
を強化します。また、登校はできるものの、心的
な要因で教室に入れない児童生徒に、モデル校で
タブレットパソコンの活用を実施し、学習支援に
努めます。
　日常的に医療的ケアを必要とする子どもたち
が、安心して小学校や学童クラブで過ごせるよう、
今年度から看護師資格を持つ非常勤職員を配置し
ています。4月からは、区立保育園でも受入れを
始めます。また、心身障害者福祉センターに児童
発達支援事業所を開設し、未就学の重症心身障害
児等に、早期療育と長時間療育を提供して、保護
者の就労にもつなげていきます。
●教育環境の充実
　子どもたちが、困難を乗り越え、自らの未来を
切り拓

ひ ら

く力を身につける上で、学校教育が極めて
重要な役割を果たすと、私は考えています。引き
続き、練馬区教育・子育て大綱に基づき、学校教
育の充実に努めていきます。
　新しい学習指導要領では、児童生徒の英語力の
向上が掲げられています。これまで外国語指導助
手の全校配置などを行ってきましたが、生徒の英
語学習に対する意欲を更に向上させるため、来年
度からは中学校3年生を対象に英検の検定料を全
額補助します。
　区では、これまで普通教室と特別教室に空調設
備を設置しています。今後、体育館にも空調設備
を設置し、教育の場としてはもとより、災害時の
避難所としても良好な環境となるようにします。
来年度に設計等に着手し、31年度から概ね10年
間で全区立小中学校の体育館に設置する考えで
す。
　トイレの洋式化と床のドライ化は、全校で１系
統目が今年度末に完了し、来年度以降、２系統目
の改修を計画的に進めていきます。

●高齢者地域包括ケアシステムの構築
　団塊の世代の全てが後期高齢者となる平成37
年に向けて、これまで、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
包括ケアシステムの確立に努めてきました。
　本年4月、高齢者相談センターを、25カ所の地
域包括支援センターに再編します。地域包括支援
センターは、地域包括ケアシステムの中核を担い
ます。全センターで高齢者世帯への訪問支援、認
知症の専門的な相談支援を実施します。医療と介
護の相談窓口として、在宅療養ネットワークづく
りを進めます。
　特別養護老人ホームは、既に都内最多の29施
設ですが、現在5施設の整備に取り組んでいます。
在宅生活が困難な方が希望する時期に入所できる
よう、引き続き更なる整備を進めていきます。

　23区で初めて４月から、緊急通報システムな
どの見守りや配食、緊急時の駆けつけを一体的に
提供する、高齢者在宅生活あんしん事業を開始し
ます。24時間365日の訪問介護看護を行う事業
所を増設し、在宅生活を支えていきます。
　また、介護予防の拠点である街かどケアカフェ
と、はつらつシニアクラブを、大幅に拡充します。
　今後、施設の整備と関係機関の連携強化を急い
でいきます。
●障害者福祉の充実
　練馬区では、障害者や家族の方々、障害者団体
などによる自主的で活発な活動と、区の積極的な
取り組みにより、大きな成果を上げてきました。
　来年度は、高野台運動場用地で福祉園の整備を
始めます。北町二丁目で重度障害者グループホー
ムの整備に着手し、ここでは相談支援とショート
ステイの事業も実施します。また、グループホー
ムやショートステイ・生活介護事業所などに防犯
設備の設置費用を補助します。
　誰もが住み慣れた地域で自立した生活が出来る
よう、住まいや就労、生活支援など福祉の充実に
努めていきます。

　今年度から、生活、就労、子育ての3つの支援策
を組み合わせて提供する「ひとり親家庭自立応援
プロジェクト」を実施しています。来年度は事業
の効果を検証し、プロジェクトを更に推進します。
　増加する生活保護世帯の自立に向けて、きめ細
かな支援を行うため、今年度はケースワーカーを
13名増員しましたが、来年度も大幅な増員を行
います。
　区民の皆様が安心して暮らせるためには、地域
医療を充実することが必要です。救急医療や災害
時の医療機能の充実も求められています。
　練馬光が丘病院の改築基本構想素案を、昨年
12月に策定しました。高齢化に対応した医療機
能の充実、救急患者の受入れ増、災害拠点病院と
しての医療機能の強化、回復期機能を担う100床
程度の増床などを盛り込んでいます。年度内に成
案とし、34年度中の開院に向けて、移転改築を
進めます。
　順天堂練馬病院では、来年度早々、増築工事に
着手し、32年度末の完成を目指します。救急医
療や周産期医療、災害拠点病院としての機能を拡
充し、90床増床するとともに、外来診察室等を
増設します。
　区のこれまでの誘致活動が実り、平成26年「練
馬駅リハビリテーション病院」が、昨年「ねりま健
育会病院」が、それぞれ開院しました。また、33
年度中の開院を目指し、高野台運動場用地に、回
復期、慢性期医療を担う200床程度の病院を誘致
することとし、年度内に事業者を決定します。
　医療圏における病床数制限、土地確保などの課
題がありますが、医療需要の更に高まる将来を見
据えて、病床の確保を進めていきます。

●都市インフラの着実な整備
　練馬区は、都市化が急激に進んだため、鉄道や
道路などのインフラ整備が立ち遅れています。大
きなハンディですが、見方を変えれば、練馬区に
は更に発展するチャンスがあることになります。
　大江戸線の延伸は、国と都の計画で、整備に向

けた明確な位置づけを得ることができました。引
き続き都と緊密に協議を進め、区の役割を積極的
に果たして、早期着工を目指します。延伸推進基
金は、31年度までに50億円の積み立てを目標と
し、来年度は7億円の積み増しを行います。大泉
学園町の新駅予定地周辺で、駅前広場の整備計画
を検討するなど、延伸地域のまちづくりを促進し
ていきます。
　西武新宿線の連続立体交差化に向けて、平成
27年に促進協議会を結成し、区民、区議会、区
が一体となって、都への要請活動を行ってきまし
た。その結果、井荻駅から東伏見駅付近までの区
間が、準備中区間に位置づけられ、来年度は都と
連携して外環の2や上石神井駅駅前広場の整備に
事業着手します。立体化に伴う側道や武蔵関駅駅
前広場の都市計画決定を目指し、引き続き沿線地
域のまちづくりを推進していきます。

　都市計画道路は、道路ネットワークの形成によ
る交通の円滑化だけでなく、災害時の交通の確保
や豊かなみどりの創出など、多様な機能を担って
います。練馬区では整備が遅れていることから、
第四次事業化計画で、都内最長の約18.5㎞が優
先整備路線に位置付けられました。
　都は、放射35号線等の工事を既に行っている
ほか、新たに補助133号線の事業に着手していま
す。区は、補助132号線、235号線などに加えて、
来年度、区画街路１号線の工事を開始します。防
災性の向上や良好な景観の創出のため、無電柱化
もあわせて進めます。
　これまで区内全ての駅でバリアフリー化された
経路を1ルート確保しましたが、構造上1ルート
では不十分な小竹向原駅と光が丘駅で、2ルート
目の検討を進めていきます。また、ホームの内方
線付き点字ブロック整備に続き、来年度は、1日
の乗降客数が10万人を超える練馬駅で、ホーム
ドアの整備に着手します。
●災害に強い安全なまちづくり
　これまで、発生が切迫している首都直下地震や、
多発するゲリラ豪雨などに備えて、防災、減災の
取り組みを進めてきました。
　熊本地震などの教訓を踏まえ、「練馬区地域防災
計画」の修正案を3月に決定する予定です。避難
所以外への避難者にも対応するため、備蓄食料、
飲料水を4カ年で増量し、女性の視点を取り入れ
て、パネルタイプの組立トイレを配備します。電
気自動車を医療救護所10カ所で外部電源として
活用します。ゲリラ豪雨対策では、石神井川、白
子川の未改修区間の早期事業化、下水道幹線施設
の整備、広域調節池の早期整備を都に要請してい
きます。雨水貯留浸透施設の設置は、31年度の
完了を目指します。
　今後とも、建築物の耐震化、木造住宅密集地域
の防災性向上、自衛隊・警察・消防と連携したリ
アルな防災訓練などを、引き続き充実し、防災力
を強化していきます。高齢者が住み慣れた地域で過ごせる在宅療養を推進します

安心を支える福祉と医療の充実

安全・快適な都市の実現に
向けた基盤整備

連続立体交差化が完了した石神井公園駅

第一回区議会定例会で前川区長が所信を表明 （1面から続く）

高齢者・障害者が住み慣れた
地域で暮らせるまちづくり
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●産業・商店街振興について
　振興の主役は、理想を掲げて努力する事業者や
商店主自身であり、それぞれが切

せ っ

磋
さ

琢
た く

磨
ま

し連携す
ることにより、魅力的な商品・サービスが生まれ
ます。
　練馬ビジネスサポートセンターの開設以来、3
年間で約180人の方が創業し、産業見本市は、年々
出店事業者や来場者が増加しています。来年度か
ら新たに商談交流会の開催や、アドバイザー派遣
による事業承継支援に取り組みます。
　商店街では、若手事業者が開始した「まちゼミ」
が着実に実績を重ね、複数の個店が連携して行う
プロジェクトなどの新たな試みも始まっていま
す。意欲ある商店を育てるため、来年度は「まち
ゼミ」に対する支援を拡充していきます。

●都市農地の保全と都市農業の振興
　練馬区は大都市東京の都心近くに立地していな
がら、市民生活と融合した生きた農業が営まれて
います。都市農業は、生活に新たな豊かさをもた
らすものであり、これからの都市生活に欠かせな
いものと考えています。
　私は、全国の自治体の先頭に立って、国に対し、
市街化区域内農地制度と税制度の改善を働きかけ
てきました。この活動が成果を上げ、平成27年、
都市農業振興基本法が制定され、昨年5月には生
産緑地法の改正により、生産緑地の下限面積の緩
和などが実現しました。
　しかしながら練馬の農地を守るには、農地制度
や税制度の更なる改善が必要です。当面、生産緑
地の貸借を可能とする相続税納税猶予制度の拡大
が急がれます。この税制改正を、国は平成30年
度税制大綱に盛り込み、新法制定に取り組んでい
ます。一刻も早く実現するよう働きかけを強めて
いきます。
　世界都市農業サミットの31年秋開催に向け、
現在、実行委員会を設置して具体的な内容の検討
を進めていますが、来年度はプレイベントとして、
都市農業の魅力を伝える講演会やマルシェを実施
します。

●新たなみどり施策の展開と特色ある公園の整備
　昨年10月、みどりの区民会議から多様な提案
を頂きました。来年度は、憩いの森や個人の庭を
地域の皆様で守り育てるモデル事業や、屋敷林を
守るための取り組みなど、新しい試みを始めます。
みどりの区民会議における議論や提案を活

い

かしな
がら、「練馬区みどりの基本計画」を改定します。
　また、みどりをともに育てる区民のムーブメン
トを広げるために、練馬区ならではの、誰もが気
軽に参加できる新しい仕組みを検討していきま
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、魅力的で特色ある公園の整備に取
り組みます。四季の香ローズガーデンを拡充して、
バラやハーブを楽しめる公園とするため、設計に
着手します。（仮称）上石神井三丁目公園では、近
隣小学校の子どもたちによるワークショップで基
本計画を作成しており、今後は地域の方々のご意
見も頂き、31年度末の開設を目指していきます。
また、大泉学園町希望が丘公園を拡張するため、
隣接地を３月に取得します。
●都市文化・芸術と映像文化
　就任以来、「みどりの風　練馬薪

たきぎのう

能」の開催、練
馬区立美術館での意欲的な企画展、美術の森緑地
のリニューアル、大谷康子理事長による文化振興
協会の活性化など、新たな都市文化・芸術の展開
に取り組んでいます。また、練馬区独立70周年
事業として、記念コンサートをはじめ多彩な文化
イベントを実施しました。
　来年度は、美術館に新館長を迎え、再整備基本
構想の本格的な検討を始めます。新たに大谷さん
プロデュースによる真夏の音楽祭を開催するとと
もに、練馬薪能、花火フェスタ、こどもアートイ
ベントを引き続き実施します。加えて、ユニバー
サルコンサート、郷土芸能公演など区民参加によ
るイベントを充実していきます。
　練馬区には、大泉地域を中心に、映画撮影所や
アニメ制作会社等が立地しています。日本を代表
する映画やアニメなどの資源を活かし、後世に残
るシンボリックな施設をはじめとする「映像文化
のまち構想」の策定に着手します。
●誰でもスポーツを楽しめる環境の整備
　東京オリンピック・パラリンピックの開催も近
づいています。
　区民に広く開かれた身近なスポーツの祭典「区
民体育大会」は、既に70回を数え、平成27年に
スタートした「練馬こぶしハーフマラソン」は、春
のスポーツイベントとして、確実に区民に定着し
ています。
　「ユニバーサルスポーツフェスティバル」は、昨
年12月の第2回から開催日を2日間に拡大し、子
どもから高齢者まで多くの皆様が、障害の有無に
関係なく、スポーツの喜びをともにしました。今
後、練馬区体育協会や障害者福祉施設などとのコ
ラボレーションで、身近な地域体育館での実施に

取り組み、スポーツを通した交流の輪を更に広げ
ていきます。
　現在工事を進めている、練馬総合運動場は、区
初めての公認陸上競技場として、平成31年4月に
開設します。来年度は、大泉学園町体育館を車椅
子バスケットボールなどに適した床に改修し、大
泉さくら運動公園では、車椅子テニスに配慮した
新たな庭球場の整備を進めます。
　ソフト、ハード両面でスポーツ環境の充実に取
り組み、障害の有無に関わらず、誰でもスポーツ
を楽しめる都市を目指していきます。

　「改革ねりま」の根幹は、区民参加と協働です。
　私は、毎日のように地域に出かけ、町会・自治
会をはじめ、NPO・ボランティア団体など、多
くの区民の皆様と率直な意見交換を重ねていま
す。こうしたなかで実感したのは、区民の皆様の
自発的な活動が、区内の至るところで活発に行わ
れていることです。これこそが、練馬区民の底力
です。区民や団体の皆様と区が協働して、課題解
決に立ち向かっていくところから、練馬ならでは
の新しい自治の創造に向けた道が拓けるものと考
えます。
　私は、区長就任以来、「みどりの風吹くまちビ
ジョン」、「区政改革計画」、「公共施設等総合管理計
画」などを策定し、区独自の取り組みを懸命に進
めてきました。しっかりとした手応えを感じてい
ます。しかしながら、私はこれで満足はしていま
せん。区政を更に前に進めたい。時代の先端を走
る行政を区民参加で実現したい。昨年末、公表し
た「グランドデザイン構想」も、広く区民の皆様と
目指す将来像を共有し、練馬区を更に発展させよ
うと策定したものです。
　重要なのは、政策の一貫性・継続性です。これ
まで歩んできた道の延長上にこそ、練馬区の未来
があると確信しています。
　「改革ねりま」は未だ道途上です。区民の皆様に
ご信任を頂けたならば、来期も区長として練馬区
発展のために全力を尽くす決意です。

練馬区の魅力を楽しめる
まちづくり

おわりに

会場が熱気に包まれた「ユニバーサルスポーツフェスティバル」

アニメコンペティション
練馬事務局☎5912-2528問合せ

　1分アニメ、キッズアニメ、若
手アニメチャレンジ部門の表彰
と受賞作品の上映を行います。

アニメコンペティション練馬2017 表彰式&トークショーを開催
　ジャパンアニメーション発祥の地、練馬でアニメコンペティ
ション(アニメ作品を募集し、優秀作品を決める催し)の表彰式
と記念トークショーを開催します。ぜひお越しください。
※詳しくは、練馬アニメ―ションサイト（http://animation-
nerima.jp/event/compe/）をご覧ください。

▼場所：ココネリ3階(練馬1-17-1) ▼定員：300名（先着順） ▼申
込：3月7日㈬～13日㈫午前10時30分～午後8時（午後3時30分
～5時を除く）に電話でアニメコンペティション練馬事務局へ

表彰式 記念トークショー「ヒット作を生みだしたアニメ制作現場から」

3/18㈰
15：00〜
18:30

　人気アニメ「シティーハンター」の主役、冴
さ え

羽
ば

獠
りょう

役でおなじみの声優・神谷明さ
ん（＝写真）や当時のプロデューサーをお招きし、制作現場ならではの秘話やエピ
ソードを伺います。

商店街の店主が講師となって専門知識などを伝える「まちゼミ」
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お知らせ
皆さまからの寄付（12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。
▶問合せ：管財用地係☎5984-2807

区
へ

練馬区のため 6万8365円（1件）
練馬みどりの
葉っぴい基金 32万6265円（8件）

青少年健全育成の
ため 150万円（2件）

ひとり親家庭の
支援のため 2万円（1件）

障害者福祉および
福祉行政のため 160万円（1件）

練馬区社会福祉協議会へ 125万760円（25件）

エコライフチェックの結果
をお知らせします
　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
4万534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、3.11
トンの二酸化炭素を削減できました。
詳しい結果は、区民事務所（練馬を
除く）や図書館、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

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

障害者フェスティバルに
参加しませんか
　12月1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Ⓑふれあい
コンサートⓒ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9日㈮
までに障害者施策推進課管理係☎
5984-4598 FAX 5984-1215

不要なアイドリングをやめましょう
　自動車のアイドリングストップ（停
車時のエンジン停止）は、燃料節約
と排ガス削減に効果があるエコドラ
イブの一種です。次のようなときは、
アイドリングをやめましょう。特に
自動車を使用する事業者の方は、従
業員などに呼び掛けてください。▶
問合せ：環境規制係☎5984-4712
●	運転者が車から離れるとき
●	荷物の積み下ろし作業をするとき
●	人を待つとき
●	車内で休憩をするとき

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11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

国民年金
3月5日㈪から手続きにマイ
ナンバーが必要になります
　3月5日㈪からの手続きにはマイナ
ンバーが必要になります。通知カー
ドなどマイナンバーを確認できるも
のと、運転免許証など本人確認でき
るものを用意してください。　※
マイナンバーカードがあれば1枚で
済みます。▶問合せ：国民年金係☎
5984-4561

受け取り金融機関の変更届
はお早めに
　国民年金を受給している方が、支払
いを受ける金融機関を変更する場合
は、「住所・受取機関変更届」を提出し
てください。提出が遅れると、変更前
の口座に年金が振り込まれる場合が
あります。▶変更届の配布場所：国保
年金課国民年金係（区役所本庁舎3階）
▶提出先：障害基礎年金・遺族基礎年
金・寡婦年金…国民年金係☎5984-
4561、老齢基礎年金・その他の年
金…練馬年金事務所☎3904-5491

介護保険
平成27～29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28年1月～29年11月
分の保険料が未納の方が対象です。

3月13日㈫までに納めてください。
未納の場合、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：資格保険料係☎5984-4593

働く
介護・障害福祉サービス事
業所「ねりまふくしの仕事　
相談・面接会」
　区内の介護・障害福祉サービス事
業所へ就職を希望する方を対象に、
就職相談・面接会を開催します。▶
日時：3月4日㈰午後2時～4時30分
（受け付けは午後4時まで）▶場所：
ココネリ3階（練馬1-17-1）▶持ち
物：履歴書（面接を希望する場合。写
真貼付）▶申込：当日会場へ▶問合せ：
練馬介護人材育成・研修センター
☎6758-0145　※参加法人名など
詳しくは、同ホームページ（http://
www.nerima-carenet.jp/）をご覧
ください。

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・問合せ：大泉学園町福祉園☎
3923-8540 FAX 3923-8541▶採用
予定数：①11名②1名（書類選考）▶
賃金：①時給1,100円②時給1,020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9日（必着）までに持
参または郵送で〒178-0061大泉学
園町3-9-20　大泉学園町福祉園へ

相談内容 場所・申込先 相談日 相談時間
法律相談（弁護士）
借地・借家、相続、交通事故の示談など
※ 4月から、利用回数は1年に1人3回まで

に変更します。

練馬 月・水・金曜
13：00～16：00の間の
30分以内石神井 火・木曜

えーる 土曜

交通事故相談
損害賠償手続き、各種保険請求方法など

練馬 電話相談可 火曜 10：00～12：00・
13：00～16：00の間の
1時間以内石神井 電話相談可 金曜

身の上相談（家庭裁判所調停委員）
離婚、家庭内のこと

練馬 月・木曜 13：00～16：00の間の
1時間以内石神井 金曜

税務相談（税理士）
相続税、贈与税など

練馬 電話相談可 金曜 10：00～12：00・
13：00～16：00の間の
1時間以内石神井 電話相談可 水曜

不動産取引事前相談（宅地建物取引士）
紛争や事故を未然に防ぐための相談

練馬 火曜
13：00～16：00の間の
1時間以内

石神井 水曜
表示登記(調査・測量)相談（土地家屋調査士）
土地、建物の調査・測量など

練馬 第1・3木曜
石神井 第1月曜

暮らしと事業の手続相談（行政書士）
相続、官公署に提出する書類など

練馬 第1火曜 10：00～12：00・
13：00～16：00の間の
1時間以内石神井 第3月曜

権利登記・供託相談（司法書士）
不動産の権利登記など

練馬 第2・4木曜 13：00～16：00の間の
30分以内石神井 第4月曜

心の相談（カウンセラー）
孤独、挫折、不安などの精神的な悩み 練馬 電話相談可 火曜 10：00～16：00の間の

1時間以内
人権擁護相談（人権擁護委員）
差別、名誉失墜など

練馬 第1木曜 13：00～16：00の間の
1時間以内石神井 第2月曜

行政相談（行政相談委員）
国や独立行政法人への要望など

練馬 予約不要 電話相談可 第1水曜
13：00～16：00

石神井 予約不要 電話相談可 第3水曜
一般区民相談
区政の窓口や専門相談の案内など 練馬 石神井 予約不要 電話相談可 月～金曜 9：00～17：00

※�男女共同参画センターえーる相談室で実施する法律相談を除き、予約・相談とも土・日曜、祝休日、年末年始はお休みです。

のご利用を
区民相談 法律・交通

事故など

無料

申込先
練馬区区民相談所【区役所東庁舎5階】
☎5984-4523（ 練馬 ）

石神井庁舎区民相談室【石神井庁舎2階】
☎3995-1100（石神井）

男女共同参画センターえーる相談室
☎3996-9050（ えーる）

申し込み方法
電話などで予約してください（予約は相談希望日の
1週間前の午前9時から受け付けます）。　
※表中の予約不要の相談を除く。

対象
区内在住の方

問合せ
練馬区区民相談所
☎5984-4523� FAX 3993-4106

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
365,719
（-6）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上
88,167（+50） 481,715（-173） 158,661（+187）

総人口 728,543（+64） 日本人 710,318（+79） 外国人 18,225（-15）
男 355,202 男 346,766 男 8,436
女 373,341 女 363,552 女 9,789
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①学校事務②学校・幼稚園用務
③学校栄養士【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。①②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▶場所：
①③区立小中学校②区立小中学校・
幼稚園▶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
▶賃金：①時給960円②時給980円
③日給1万1200円　※交通費支給。
▶申込：教育総務課（区役所本庁舎
12階）や区ホームページにある登録
票（写真貼付）を、教育総務課職員係
☎5984-5629

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9日㈮▶問合せ：
国保年金課管理係☎5984-4551

住まい・まちづくり
建物を新築・改築したら
住居表示の届け出を

　建物を新築・改築した場合は、住

民登録の基礎となる住居番号（住居
表示）を付けるために届け出が必要で
す。この届け出は、建築確認申請と
は別の手続きです。建物が8割程度
完成したら、お問い合わせください。
▶問合せ：住居表示係☎5984-4526

お休みします
〈大泉図書館☎3921-0991〉…3月5
日㈪～9日㈮【館内整理のため】

健康・衛生
介護体験教室

「一緒に学ぼう介護のこと」
▶日時：Ⓐ3月13日㈫Ⓑ14日㈬午前
10時～午後3時▶場所：大泉町福祉
園▶内容：食事介助、身体介護の体
験など▶定員：各15名（先着順）▶申
込：電話またはファクスで①教室名

（ⒶⒷの別も）②住所③氏名④電子
メールアドレス（ある方のみ）を、3月
5日㈪までに同所☎5387-4681 
FAX 5387-4683

骨量測定会
▶対象：20歳以上の方　※1年以内
に測定した方、骨粗しょう症で治療
中の方はご遠慮ください。▶日時：
3月28日㈬午後1時30分～3時30分
▶場所：光が丘保健相談所▶内容：
骨量測定（素足でのかかと超音波検
査）など▶定員：60名（抽選）▶申込：
往復ハガキで①骨量測定会②住所③
氏名（ふりがな）④生年月日⑤年齢⑥
電話番号を、3月5日（必着）までに
〒179-0072光が丘2-9-6　光が丘
保健相談所☎5997-7722

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（保健相談所）・問合せ 日程【3日制】
豊　玉☎3992-1188 6㈫・13㈫・20㈫

北 ☎3931-1347 12㈪・19㈪・26㈪

大　泉☎3921-0217 2㈮・9㈮・16㈮

※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24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

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24日㈯・26
日㈪～28日㈬午後1時30分～3時30
分【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5日（必
着）までに〒179-0074春日町4-16-
9　春日町青少年館☎3998-5341

3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
12㈪①14:00②14:50
23㈮①10:00②10:50

③14:00④14:50
北 ☎3931-1347 16㈮①10:00②10:50

光が丘☎5997-7722 12㈪①10:00②10:50

石神井☎3996-0634   8㈭・15㈭
①10:00②10:45

大　泉☎3921-0217   9㈮①10:00②10:50

関 ☎3929-5381 20㈫①10:15②11:00

高齢者
「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室

　高齢者向け料理本「練馬発わかわ
か かむかむ元気ごはん」の料理を作
ります。　※初めての方には料理本
を差し上げます。
1 2 とも▶定員：20名（先着順）▶
持ち物：エプロン、三角巾▶申込：電
話で介護予防生活支援サービス係☎
5984-4596

場所・講師 日時・費用
1光が丘区民センター2階
▶講師：食のサポーターね
りま会員

▶日時：3/9㈮
10:30～13:00
▶材料費：500円

2生涯学習センター
▶講師：NPO法人クリオネ
会員

▶日時：3/22㈭
11:00～13:30
▶材料費：800円

　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。

● 利用について…直接、各施設へ
●  保育料の助成について 

…保育事業者係☎5984-5845

申込・問合せ

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

  6㈫・20㈫
  6㈫・20㈫
  6㈫
22㈭
  8㈭
20㈫
13㈫・22㈭
12㈪・26㈪

13:00～15:00
 〃

13:30～15:15
9:30～11:15

13:30～15:30
9:00～11:00

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

  7㈬・28㈬
  2㈮・13㈫
14㈬
  9㈮・23㈮
12㈪
12㈪

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 3～31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
石
大
関

  9㈮
28㈬
  5㈪
22㈭
22㈭
  7㈬

9:30～12:00
13:30～16:30
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
▶内容：子育てで悩んでいる方 石   7㈬ 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
豊
光

14㈬
◎28㈬
15㈭

14:00～16:15
14:00～16:00
14:40～16:20

◆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 19㈪ 10:00～12:00

◆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 石 15㈭ 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

  1㈭
14㈬
20㈫

10:00～12:00
14:00～16:00
13:30～15:30

ＨＩＶ（エイズウイルス）抗体即日検査・
梅毒検査（匿名） 豊   9㈮ 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
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

練	

…
練
馬
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
8
4・2
7
7
4

光	

…
光
が
丘
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
9
7・7
7
1
6

石	

…
石
神
井
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
3
9
3・2
8
1
4

※
◆
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
）。

施設名 所在地 電話番号
太陽保育園 栄町32-10 3557-8077
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
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
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
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

※ ピジョンランド練馬高野台、おひさま保育園練馬駅前園、ソラスト新江古田、共同保育所　
ごたごた荘、ナーサリールームベリーベアー練馬は、４月に認可保育園へ移行する予定です。

※エンゼルベア・ナーサリー上石神井は３月で閉園する予定です。

認証保育所の利用者を募集

休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

内科・小児科

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

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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■ 表千家茶道　きぬがさ会　初心者
の女性対象　第1・3日曜午後1時〜5時　
向山庭園　月会費3,000円　水屋料実
費　関☎3923-6216
■ おわら踊り　練馬富山県人会　3
月18日午後1時〜5時　石神井公園区
民交流センター　参加費500円　森井
☎ FAX 5905-0044（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10日午前10時30分から説明会あり　
福祉パソコンの会・高村☎3976-4606

（3月8日までに要予約。午後6時以降）

■ 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8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（要予約）
■ プリザーブドフラワーの仏花講習会　
3月2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・大野☎3825-7433（要予
約。午後6時まで）
■ メロディーコーラス（バーバー
ショップ・ポップス・ジャズ）　女
性対象　月3回木曜午後2時〜4時30
分　生涯学習センターなど　月会費
4,000円　福家☎090-5399-3614 

tfmelody@ybb.ne.jp（要予約）
■ めだかスイミングクラブ　初級〜
上級の女性対象　毎金曜午前9時〜
11時　三原台温水プール　水泳上級
指導員が指導　入会金1,000円　月
会 費3,000円　 渡 辺 ☎3928-0672 

medaka20170509@yahoo.
co.jp（要予約）

■ 吟詠（歌謡・民謡・童謡など）　
富士吟鈴会　①第1・3金曜②第2・4
水曜午後1時30分〜4時　①石神井公
園区民交流センター②石神井公園ふる
さと文化館　①②とも月会費2,700円　
初回は無料体験可　古畑☎090-2565-
0257（要予約）
■ 第32回練馬三曲演奏会（箏・三絃・
尺八）　3月4日午後1時開演　生涯学習
センター　入場無料　練馬三曲研究会・
井上☎090-1619-6520
■ 五十嵐カラオケ教室発表会　3月3
日午前10時から　生涯学習センター　
プロ歌手の出演あり　入場無料　五十
嵐☎070-6484-2179
■ アルゼンチンタンゴ無料講習会　
未経験者対象　3月10日、4月14日、
5月12日、6月9日、7月14日、8月11
日主に午後2時〜4時　光が丘区民セン
ター5階など　講師　リオス・フアン　
鎌倉☎080-5089-4103（要予約）
■ 手品豊玉マジック　60歳以上の方
対象　第2・4土曜午後3時〜5時　は
つらつセンター豊玉　月会費500円　
教材費実費　初回は無料体験可　関☎
3992-9094（要予約。午後6時〜9時）

■ 社交ダンス　カンレキサークル　
60歳以上の初心者対象　3月5日から
毎月曜午前10時〜正午　レンタルスタ
ジオ・カトー（土支田）　入会金2,000円　
月会費3,000円　前田☎3996-6221

（要予約。午前中）
■ 光が丘ドーンズフォークコンサー
ト（「22才の別れ」「なごり雪」など）　
3月11日午後2時〜4時　光が丘区民
センター5階　参加費500円　吉田☎
090-9687-1405（要予約）
■ 第11回ねりま子育てメッセ2018
（子育て情報の紹介、子ども用品
無料交換会、ステージ発表など）　
3月3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・ 丸 山 ☎090-4839-5582  

webmaster@nerima-kosodate.
net
■ 親子でリトミック　6カ月〜3歳児
と保護者対象　3月8日①午前10時〜
10時40分 ② 午 前11時 〜11時40分　
南大泉地域集会所　参加費1回1,000
円　まつざわ☎090-1656-0473  
rythmique.child@gmail.com（ 要
予約）

■ 親子で楽しむヨガとリトミック体
験会（①親子ヨガストレッチ②0歳
からのはじめてのリトミック）　乳
幼児と保護者対象　3月1日・15日・
22日①午前10時10分〜11時②午前
11時10分〜11時50分　光が丘区民セ
ンター6階など　参加費1回300円　イ
ワキ☎080-3558-5544（要予約。午後
4時〜9時）
■ 「第7回江古田映画祭3.11福島を
忘れない」の映画20本上映とトーク
ライブおよび展示・イベント　2月
24日〜3月11日午後1時から　ギャラ
リー古藤など　参加費1作品1,000円　
大崎☎090-4362-1160 fwge7555 
@mb.infoweb.ne.jp（要予約）
■ 社交ダンス　はまなすダンスサー
クル　多少踊れる方対象　毎火曜午後
6時30分〜8時30分　関町北地区区民
館　入会金1,000円　月会費500円　
工藤☎3928-2334
■ カラオケ演歌　ひまわり　女性対象　
①月2回土曜午後1時〜3時30分②月3
回火曜午前9時〜11時30分　勤労福祉
会 館　 月 会 費 ①2,000円 ②3,000円　
井口☎090-5400-0335（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「ねりま区報」の「区民のひろば掲載
申し込みについて」をご覧ください。
●場所は施設の予約状況により変更
になる場合があります。

区民のひろば

講座・催し
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：樹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▶申込：電話で花
とみどりの相談所☎3976-9402

あすなろ青年学級作品展
▶日時：3月4日㈰午後2時〜3時40分
▶場所：光が丘区民センター2階▶内
容：肢体の不自由な方が制作した陶
芸品・絵画・紙すきの展示▶問合
せ：春日町青少年館☎3998-5341

向山庭園　春のお茶会
▶対象：小学生以上▶日時：3月11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

公園樹木の不思議な話
▶日時：3月10日㈯午前10時〜正午
▶場所：花とみどりの相談所とその
周辺▶内容：木の形を観察し、樹木
の生育状態などを学ぶ▶講師：NPO
法人樹木生態研究会代表理事／堀大
才▶定員：30名（抽選）▶保険料：50
円▶申込：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、2月28日（必着）までに〒179-
0072光が丘5-2-6　花とみどりの
相談所☎3976-9402

カンアオイの育て方教室
▶日時：3月17日㈯午後2時〜4時▶
場所：花とみどりの相談所▶内容：
講義、鉢植えの手入れの実演　※タ
マノカンアオイの苗を差し上げます。
▶講師：グリーンアドバイザー／
市場至▶定員：30名（抽選）▶費用：
300円▶申込：往復ハガキで①教室
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☎3976-9402

スポーツ
初心者スポーツ教室　
ぜんそく児水泳

▶対象：気管支ぜんそく（ぜんそく
気味も含む）に悩む4歳児〜小学4年
生で、医師にこの教室への参加を認
められたお子さん　※当選後に医師

の健康調査書が必要です。▶日時・
場所：Ⓐ4月5日〜6月28日の毎木曜
午後4時〜6時【4月12日、5月3日を
除く。11日制】…大泉学園町体育館
Ⓑ4月5日〜6月21日の毎木曜午後3
時30分〜5時30分【5月3日を除く。
11日制】…上石神井体育館▶定員：
各55名（抽選）▶申込：往復ハガキで
①教室名（ⒶⒷの別も）②住所③氏名

（ふりがな）④年齢（学生は学年も）⑤
性別⑥電話番号⑦保護者の氏名を、
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

都民体育大会練馬区選考会
ソフトテニス
（男子・女子ダブルス）
▶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25
日㈰午前9時から▶場所：土支田庭
球場▶内容：Ⓐ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9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

スポーツ振興課振興係☎5984-1948問合せ

　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・共通実技・選択実技1種目を受講してい
ただきます。　※修了者には、認定証を発行します。
▶対象：18歳以上の方▶定員：40名（抽選）▶保険料：
96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12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（1〜5歳児対
象。費用1回50円）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。

スポーツリーダー
養成講習会

内容 日程【9日制】 場所

講義
（4/21㈯の午後は実技〈救急法短期講習〉）

  4/7㈯13:00〜16:40
4/14㈯10:00〜15:20
4/21㈯ 10:00〜12:10 

13:10〜16:10
4/28㈯12:40〜17:00
5/26㈯12:00〜16:20

区役所本庁舎
20階など

共通実技
（ウォーミングアップとクールダウン）   5/7㈪19:00〜21:00

中村南スポーツ
交流センター選択実技

（Ⓐ水泳Ⓑ室内スポーツなど）
  5/9㈬・11㈮・15㈫

19:00〜21:00

羽田空港の機能強化に関する
展示を行います

　国は、今後増大する航空需要に対応するため、発着枠の増加が可能
となる新飛行経路案（南風のとき区の上空を通過する案）を示していま
す。今回、この取り組みを紹介するため、新飛行経路案のパネルや
航空機の音の体験ができる機器などを展示します。▶日時：2月22日㈭
〜28日㈬午前9時〜午後5時（25日㈰を除く）▶場所：区役所アトリウム
▶区の担当：環境規制係▶問合せ：国土交通省航空局☎0570-001-160

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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ミニガイド
◆3月1日〜7日は春の火災予防運
動週間「火の用心一人一人の心掛け」
▶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〉、
ミニ消防車乗車体験など）…3月3日㈯
午前10時～午後3時　練馬消防署②
ふれあいフェスタ（はしご車体験〈抽選・
雨天中止〉、消防演技など）…3月4日㈰
午前9時30分～正午　石神井消防署
③消防署一般公開（はしご車体験〈抽
選・雨天中止〉、ミニ消防車乗車体験
など）…3月4日㈰午前10時～午後3時　
光が丘消防署▶申込：当日会場へ▶問
合せ：消防署【①練馬☎3994-0119
②石神井☎3995-0119③光が丘☎
5997-0119】
◆ねりフラカフェ〜アロマリード
ディフューザー＆リース▶対象：5歳
以下のお子さんと保護者▶日時：3月3
日㈯午前10時30分～正午▶場所：ココ
ネリ3階（練馬1-17-1）▶内容：講義、花
を使った作品作り▶講師：フラワーセ
ラピスト／長吉ひとみ▶定員：10名（先
着順）▶費用：1組1,500円▶申込：電話
または電子メールで①講座名②住所
③親子の氏名・年齢を、練馬フラワー
セラピー・大場☎090-8687-7176�
neri_fula@yahoo.co.jp

◆防災安全講演会「東京直下型地震
だけではない！忍び寄る富士山噴
火の被害と復興」▶日時：3月3日㈯午
後6時30分～8時30分▶場所：光が丘区
民センター3階▶講師：都留文科大学特

任教授／渡辺豊博▶定員：180名（先着
順）▶企画：光が丘地区連合協議会など
▶申込：当日会場へ▶問合せ：区民防災
第三係☎5984-4504　※参加者には
LED懐中電灯などを差し上げます。
◆ジュニアバレーボール教室▶対
象：小学3年生～17歳の方▶日時：3月
10日㈯午前9時～午後5時▶場所：総合
体育館▶内容：トップアスリートによ
る講習会と紅白戦▶定員：100名（先着
順）▶費用：500円（チーム〈10名まで〉
で申し込む場合は１チーム3,000円）▶
申込：電話またはファクスで①教室名
②住所③氏名④年齢（学生は学年も）⑤
電話番号⑥ファクス番号（ある方のみ）
を、SSC谷原☎ FAX 3997-2500
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：3
月10日㈯午後1時30分～3時▶定員：
50名（先着順）▶申込：3月8日㈭までに
電話で練馬清掃工場☎3995-5311
◆ラケットテニス大会「会長杯」▶対
象：16歳以上の方▶日時：3月11日㈰午
前9時～午後5時▶場所：中村南スポー
ツ交流センター▶費用：1,000円▶持ち
物：ラケット（ある方のみ）、上履き▶申
込：当日会場へ▶問合せ：ねりまラケッ
トテニス協会・山田☎090-9134-9811
◆ねりま歩く会早春特別企画「舎人
公園」花見ウォーキングと西新井大
師参拝▶日時・場所：3月28日㈬午前9
時30分日暮里・舎人ライナー西日暮里
駅集合～見沼代親水公園駅～舎人公園
～午後0時30分西新井大師解散（約5㎞）
▶定員：30名（先着順）▶保険料など：
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、3月10日㈯までにねりま歩く会・
中尾☎080-3358-2131 nerima_
arukukai@yahoo.co.jp

◆ねり歩きガイドの会が案内する
ねりまのねり歩き（ⒶⒷ石神井公園
コースⒸⒹ練馬駅北コース）▶日時・
場所：Ⓐ3月28日㈬Ⓑ30日㈮午前9時
20分西武池袋線石神井公園駅集合～三
宝寺～石神井公園～正午石神井松の風
文化公園解散Ⓒ3月29日㈭Ⓓ31日㈯
午前9時20分西武池袋線練馬駅集合～
白山神社～石神井川桜並木～正午平成
つつじ公園解散▶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8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

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
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：3月9日㈮午後2時～4時▶場所：豊
玉デイサービスセンター▶内容：講義
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話で同
所☎3993-1341

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3日㈯午
前9時～正午▶場所：中村中▶定員：25
名（先着順）▶費用：100円▶企画：中村
中バドミントン部▶申込：電話で同所
☎3990-4436
◆遊びが芽を出すおもちゃの時間
▶対象：5歳児～小学4年生　※未就学

児は保護者同伴。▶日時：3月4日㈰午
後1時30分～3時30分▶場所：富士見
台地区区民館▶定員：30名（先着順）▶
申込：電話でふれあい文庫・伊藤☎
3997-0551（午後7時～9時）
◆はじめてのバレエを楽しもう！▶
対象：小学1～3年生▶日時：3月11日㈰
午前10時～11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）
◆ジュニアバレーボール▶対象：小
学3～6年生▶日時：3月10日㈯午前10
時～正午▶場所：平和台体育館▶定員：
20名（先着順）▶申込：電話でSSC平和
台☎5921-7800
◆3月の水泳ワンポイントレッスン　
A～D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3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平和台体育館D中村南スポーツ
交流センター▶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
◆楽器で楽しくコミュニケーション

（ドラムサークル）▶対象：主に知的障
害のある小中学生と保護者または介助
者▶日時：3月18日㈰午前10時～11時
30分▶場所：こども発達支援センター
▶講師：音楽療法士／牛田聖子▶定員：
15組（先着順）▶費用：1人500円▶申
込：電話で子どものための音楽療法
サークル「音の輪」・遠藤☎090-6497-
0016（午後6時～10時）

子育て学習講座
◆手づくり布おもちゃ講座〜あお
むしをつくろう▶対象：子育て中の保
護者、子育て支援に関わる方　※お子
さん連れ可。▶日時：3月2日㈮午前10
時～11時30分▶場所：男女共同参画セ
ンターえーる▶定員：15名（先着順）▶
費用：400円▶申込：電話でちくちく手
づくりの会・亀井☎080-6555-2247
（月～土曜午後2時～8時）

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24日㈯午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶日時：2月25
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：北
中☎3995-4924

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：3月
4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100
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：3月11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30店。問い合わせは午後6
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

〈おかもとりよ氏によるおはなし会〉
対象 日時

子ども 3/21㈷11：00～11：30、15：00～15：30

大人 3/22㈭10：30～11：30、14：00～15：00
※事前の申し込みは不要です。

※�「イルフ」は武井さんの造語
で、古い（フルイ）を逆さから
読んだ「新しい」という意味。

おかもとりよ氏が描いたおは
なし会「イルフな時間」の挿絵

石神井公園
ふるさと文化館の催し

ふるさと文化講座「学校の怪談〜身近な民俗学」
　「学校の怪談」の著者が身のまわりに存在する不思議な世界を民俗学の視
点から紹介します。▶日時：3月18日㈰午後2時～3時30分▶講師：国立歴史
民俗博物館名誉教授／常光徹▶定員：90名（先着順）▶申込：電話で同所へ

　石神井公園ふるさと文化館では、区ゆかりの小説家、藤沢周平の自筆原稿や
愛用品などを展示しています。▶観覧料：一般300円　※その他割引制度あり。

4月1日㈰まで特別展「生誕90年記念 藤沢周平展」を開催

　石神井公園ふるさと文化館は、区の歴史や伝統文化、自然などにつ
いて体験しながら学ぶことができる施設で、さまざまな講座も開催し
ています。ここでは、講座の一部を紹介します。

ふれあい土曜事業・春休み事業

内容・費用 日時 定員
（先着順）

ふれあい土曜事業

① さくら柄　春のあずま袋を
つくろう▶費用：200円

3/3㈯
Ⓐ13:00から
Ⓑ14:00から

各20名

② 石神井公園ふるさと文化館
を探検しよう

3/10㈯
13:00～15:00 －

③ ベーゴマとお手玉であそ
ぼう

3/17㈯
13:00～15:00 －

④いろり端で楽しむ紙しばい
3/24㈯
Ⓐ13:00から
Ⓑ14:00から

－

⑤ タイムスリップ！昔の衣装
体験

3/31㈯
13:00～15:00 －

春休み事業

⑥ オリジナル万華鏡づくり
▶費用：100円

3/18㈰
Ⓐ13:00から
Ⓑ14:00から

各20名

※�事前の申し込みは不要です。
※�他にも催しがあります。詳しくは、お問い合わせください。

ベーゴマとお手玉であそぼう

いろり端で楽しむ紙しばい

オリジナル万華鏡づくり

講演会「キズとやけどの新しい治
しかた〜痛くなく、きれいに治す」
　傷の痕（あと）が残らない手当て
について、症例を用いて学びます。
▶日時：3月4日㈰午後2時～4時▶
場所：光が丘図書館▶講師：なつい
キズとやけどのクリニック院長／
夏井陸▶定員：50名（先着順）▶申
込：電話で同所☎5383-6500

3/4
㈰ 光が丘図書館で

ビブリオバトル（知的書評合戦）
　発表者がえりすぐりの本を紹介
し、観覧者が最も読みたくなった
本を投票で決めます。▶対象：中
学生以上（発表者のみ）▶日時：3月
17日㈯午後2時～3時30分▶場
所：石神井図書館▶定員：①発表者
10名②観覧者50名（先着順）▶申
込：①3月11日㈰までに電話で同
所☎3995-2230②当日会場へ

3/17
㈯ 石神井図書館で

展示とおはなし会「武井武雄の絵本箱」
　絵本作家として、ユーモアあふれる童画を
描き続けた武井武雄さんの絵本や紙芝居を展
示します。▶日時：3月21日㈷午前10時～午
後7時、22日㈭午前9時～午後6時▶場所・
問合せ：南田中図書館☎5393-2411

3/22
㈭ 南田中図書館で3/21

㈷

　区立図書館では本の貸し出し以外にも、本に親しんでいただけるよう、
さまざまな催しを開催しています。この機会にぜひ図書館へお越し
ください。

図書館の催し

石神井公園ふるさと文化館☎3996-4060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。



広告

　「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のこと
です。区内では、家庭から出た可燃ごみのうち、利用されずに捨てら
れてしまった食品が、年間約1,700トンもあります。ここでは、食品
ロスを減らすために家庭でできる工夫や区の取り組みを紹介します。

清掃事業係☎5984-1059問合せ
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食べられるのに捨てていませんか？
～食品ロスは工夫次第で減らせます！

　引っ越しの時期は、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。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。

その食品

平成29年度排出実態調査結果による

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

＋
飲食用びん 化粧品の空きびん

（乳白色除く）

・油などで汚れたびん
・コップ、グラス
・乳白色の化粧品びん
・マニキュアのびん※金属製のふたは不燃ごみ、プラスチック製のふたは容器包装プラスチックです。

飲み薬の空きびん

軽くすすいで水を切り、
赤色のコンテナへ 不燃ごみへ

ロ
ー
シ
ョ
ン

化
粧
水

　「フードドライブ事業」は、区民の皆さまに、家
庭で使いきれない未利用食品を持ち寄っていただ
き、区やNPO法人を通じて、食品を必要として
いる福祉団体や施設などに提供し、活用してもら
う取り組みです。
　今年度は区民の皆さまから1,528点（402.2kg）
の食品をお持ちいただきました。次回は、6月の
環境月間行事で実施する予定です。
※詳しくは後日区報などでお知らせします。

●料理の際は、食品の捨
てる部分をできるだけ
少なくしよう

●買い物の際は、ばら売
りなども活用して買い
すぎに注意しよう

●賞味期限と消費期限の
違いを知ろう

●残さず食べよう

フードドライブ事業を実施しました簡単な工夫で食品ロスを
減らせます

生ごみ

資源化
可能物

その他
可燃物

不燃物・
処理困難物

38.3%

19.3%

41.3%
1.1%

可燃ごみの内訳

４月から 　飲み薬の空きびんと化粧品の空きびん（乳白色除く）も資源として出してください。

▼問合せ：リサイクル推進係☎5984-1097

追加品目

粗大ごみ受付センター
☎5703-5399

（月～土曜午前８時～午後７時）
 https://www.sodai-city.jp/nerimaHP

びん回収の対象品目が追加されます

家庭では 区では

びん

　食パンに換算する
と、4人家族で年間約
26斤が食べられずに
捨てられていること
になります

×26

回収できる
びん

回収できない
びん

もったいないを行動に！

生ごみのうち、食品ロスは
これだけあります

ありがとう。
大切に使うわ

おいしく、
残さず食べようね

  粗大ごみの
収集・持ち込みの
申し込みは
お早めに


