
【掲載内容について】　講座・大会などは、原則として区内在住・在勤（在学）の方が対象で、発行日以降に申し込
みができます。　※郵送・ファクス・電子メールでの申し込みは、１人１通に限ります。　※参加費など記載の
ないものは無料です。　※区役所へ郵送する場合の宛先は、郵便番号（〒176-8501）と部署名のみで届きます。

「ねりま区報」は、朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に
折り込んでいます。また、駅・金融機関・郵便局・公衆浴場・ファミリー
マート・セブン - イレブンや区立施設にも置いています。

第一回区議会定例会
を開催

　平成30年第一回区議会定例会が、
2月2日㈮～3月9日㈮に開催される予
定です。会議の日程や傍聴について
は、お問い合わせください。

▼問合せ：議会事務局☎5984-4732

毎月1日・11日・21日発行
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マリンバと映像による「青柳ものがたり」
瀧廉太郎／荒城の月による変奏曲
バーンスタイン／組曲「ウエストサイド物語」 など

※ 曲目は変更になる場合があります。

▼対象：区内在住・在勤（在学）の方 ▼定員：1,486名（抽選） ▼申込：往復ハガ
キの往信面に①平和祈念コンサート②参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢（区内在勤〈在学〉の方は勤務先または学校名も）③代表者の電話番号
を、返信面に代表者の郵便番号・住所・氏名を記入の上、2月5日（必着）まで
に〒176-8501区役所内総務係へ　※1人1通で2名まで申し込めます。
※保育室（1歳児以上対象）を利用したい方は、その旨とお子さんの氏名・年
齢を記入してください。　※車いす席・難聴者用イヤホンを利用したい方は、
その旨を記入してください。　※抽選結果は、３月上旬にお知らせします。

申し込みは往復ハガキで２月５日（必着）まで

平和祈念コンサート
3/20火18:00開演　練馬文化センター　

第25回

　平和祈念コンサートは、音楽を通して平和について考える
催しです。マリンバを中心としたコンサートのほか、練馬区
名誉区民のちばてつやさんが戦争の体験について語ります。
また、会場では東日本大震災の義援金を受け付けます。

入場無料
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ちば てつや
「あしたのジョー」など数多くの作品を
発表し、戦後を代表する漫画家として
活躍。練馬区名誉区民。
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　年少の頃に旧満州で終戦を迎
え、引き揚げ体験のある漫画家
のちばてつやさんが、自身の体
験についてお話しします。

漫画家が語る引き揚げ体験講演

　ニューヨークを拠点
に、四半世紀にわたり
国際的な活躍を続ける。
各国の作曲家たちから
多くの作品を提供され
ている。
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総務係☎5984-2600問合せ



３万円を限度に会場使用料を助成します　
～指定葬儀場使用料助成制度

２３区に住んでいる方が利用できます
～特別区区民葬儀制度

特　集平成30年（2018年）1月21日  2

指定葬儀場使用料助成制度・
特別区区民葬儀制度の

ご利用を

　区が指定した葬儀場（下表参照）で、通夜や葬儀（社葬を除く）を行った
場合、会場使用料を負担した方に、３万円を限度に助成します。使用料
を負担した方、または亡くなった方が区民であることが条件です。

▼申込：①葬儀場や地域振興課、区ホームページにある申請書②会場使
用料の領収書の原本（「練馬区提出用」の表示があるもの）③申請者（使用
料を負担した方）または亡くなった方の住所を確認できるもの（運転免許
証、健康保険証など）の写しを、葬儀の翌日から1年以内に持参または郵
送で〒176-8501区役所内事業推進係へ　※使用料を負担した方（領収
書の宛名の方）以外の方が申請する場合は委任状が必要です。　※葬儀
場の利用は、各葬儀場に直接お問い合わせください。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬
儀を行った方（喪主）に７万円を支給します。詳しくは、お問い合わせく
ださい。 ▼申請期間：葬儀を行った日の翌日から２年間

　交通事故や傷害など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、
相手方が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、相手方か
らの賠償が遅れる場合などには、一時的に国民健康保険や後期高齢者
医療制度の保険証を使用して治療を受けられます。そのようなときは必
ず事前にご連絡ください。
　この制度は相手方が支払うべき医療費を保険者が一時的に立て替え
るもので、その費用は後から保険者が相手方に請求します。　※交通
事故の場合、交通事故証明書が必要です。

　平日夜間（午後5時～翌日午前8時30分）と土・日曜、祝休日の窓口サー
ビス（婚姻・出生・死亡などの戸籍の届け出、事前予約分の住民票の写し・
税証明書の交付）を3月末で終了します。4月からは、区役所西庁舎1階で
行っている時間外窓口サービスをご利用ください。

　4月から大泉学園町希望が丘公園庭球場にナイター照明を設置し、通年
で午後9時まで利用できるようになります。また、12月～2月は午後4時ま
での利用時間だった夏の雲公園庭球場は、来年度から通年で午後9時まで
利用できるようになります。
　予約は、利用希望日の2カ月前から前日までに公共施設予約システムで
申し込んでください。利用料金など詳しくは、お問い合わせください。

　葬儀費用の負担を軽減するための制度です。練馬区では15カ所の葬
儀業者が取り扱っています（他区の取扱店も可）。亡くなった方、または葬
儀を行う方の住所が東京23区内にあることが条件です。

▼申込：取扱店に直接申し込んだ後、戸籍住民課戸籍第一係（区役所本
庁舎２階）または戸籍第二係（石神井庁舎2階）へ死亡届を提出する際に申
し出て、区民葬儀券を受け取ってください。　※制度や取扱店については、
区民事務所、戸籍第一係、戸籍第二係、地域振興課で配布している案
内や、区ホームページをご覧ください。

葬儀場名 所在地 電話番号
江古田斎場 小竹町1-61-1 ☎3958-1192

豊島園会館 練馬3-22-6 ☎3991-2234

東高野会館 高野台3-10-3 ☎3995-3724

石神井寳
ほう

亀
き

閣
かく

斎場 石神井台1-2-13 ☎3996-0214

大泉橋戸会館 大泉町6-24-26 ☎3925-1325

地域振興課事業推進係（区役所本庁舎 9 階）
☎ 5984-1523問合せ

国民健康保険…こくほ給付係☎ 5984-4553
後期高齢者医療制度…後期高齢者資格係☎ 5984-4587問合せ

制度改正担当係☎ 5984-4551問合せ

戸籍の届け出…戸籍第二係☎ 3995-1105
住民票の写し・税証明書の交付…石神井区民事務所
☎ 3995-1103

問合せ

総合体育館☎ 3995-2805問合せ

国民健康保険・後期高齢者医療
制度のお知らせ

石神井庁舎の平日夜間と休日の
窓口サービスを3月末で終了します

大泉学園町希望が丘公園と
夏の雲公園の庭球場の
利用時間を午後9時まで拡大

葬祭費を支給

交通事故などでケガをしたときは届け出を

4月から

さらに

国民健康保険の運営に
都道府県が加わります

国民健康保険の現状と課題

国民健康保険の運営に都道府県が
加わり、財政基盤が安定します

　国民健康保険は国民皆保険（※）を維持する
ための基礎となる制度です。国民健康保険の
抱える課題を解決し、今後も安定した制度を
維持していくため、4月から国民健康保険の
運営に都道府県が加わります。
※…全ての国民が何らかの公的な医療保険に加入する制度。

　4月から都道府県と区市町村が共同で国民健康保険を運営しま
す。都道府県は主に財政運営を、区市町村はこれまで通り保険給
付や保険証の交付、保険料の賦課徴収などを行います。また、国
からの財政支援なども拡充されます。

引っ越し後も高額療養費の計算が
引き継がれます

　都内で引っ越しをした場合、国民健康保険の資格は継続します。高
額療養費の対象となった月数が過去12カ月で4回以上になった場合、
一定の条件を満たすことで自己負担限度額が引き下げられます。

　必要ありません。各種届け出
や保険料の納付先はこれまで通
り区の窓口になります。また、
現在お持ちの保険証は有効期
限まで使用できます。

・高齢者の加入割合が高く、医療費水準が高い
・低所得の加入者が多く、保険料の負担が重い
・財政的に不安定になりやすい小規模な自治体が多い

制度改正による
手続きは必要なの？

Q&A



  平成30年（2018年）1月21日 3区のお知らせ

お知らせ
皆さまからの寄付（11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 3万円（2件）
練馬みどりの
葉っぴい基金 6万7600円（2件）

練馬区社会福祉協議会へ 45万950円（16件）

男女共同参画推進懇談会の
区民委員を募集
　男女共同参画や女性活躍推進に関
する区の施策を検討する区民委員を
募集します。会議は区民の方や学識
経験者など25名程度で構成され、
年4回程度、主に平日昼間に開催し
ます。　※謝礼あり。　※保育あり
（1歳以上の未就学児対象）。▶対象：
今年4月1日現在、1年以上区内に在
住の方　※過去に3期以上務めた方
を除く。▶任期：4月から2年間▶募
集予定数：8名（選考）▶申込：人権・
男女共同参画課（区役所東庁舎5階）
や区ホームページにある申込書と、
「男女共同参画を推進するには」また
は「職業生活における女性の活躍を
推進するには」をテーマにした作文
（800字程度。様式自由）を、2月22
日（必着）までに人権・男女共同参画
課☎5984-4518　

国民年金
障害基礎年金の申請をお忘
れなく
　以下の方は障害基礎年金が請求で
きる場合があります。申請方法など
詳しくは、お問い合わせください。
▶対象：次の①②のいずれかに当て
はまる方　①国民年金加入中または
被保険者期間満了後の60～65歳の
間に初診日がある病気やけがによっ
て障害の状態となった②20歳前に
初診日がある病気やけがで障害の状
態になった方が、20歳になった
▶問合せ：国民年金係☎5984-4561

保険料の前払いができます
　保険料を前払いした場合、その期
間に応じて保険料が割り引かれま
す。前払いには、6カ月、1年、2年
などがあり、納付書や口座振替、ク
レジットカードのいずれかの方法で
納付できます。手続き方法など詳し
くは、お問い合わせください。　
※過去の未納分を支払う場合は、割
り引きはありません。▶問合せ：練
馬年金事務所☎3904-5491

福祉・障害のある方
保健福祉サービスの苦情・
相談は☎3993-1344
　「保健福祉サービス苦情調整委員」
は、区から独立した第三者の機関で、
専門の相談員が保健福祉サービスの
利用に関する苦情や相談を受け付け
ます。また、弁護士などの「苦情調整
委員」に直接相談することもできます
（第1～4火曜午後。要予約）。文書
により苦情申し立てを受けた場合に
は、調査を行い、必要に応じて事業
者や区に対し改善勧告などを行いま
す。苦情や相談は、直接または電話、
郵送、ファクス、電子メールで受け
付けます。▶受付日時：月～金曜午前
8時30分～午後5時15分（祝休日、
年末年始を除く）▶受付窓口：〒176-
8501区役所内保健福祉サービス
苦情調整委員事務局（西庁舎3階）
☎ FAX 3993-1344 chousei@
smile.ocn.ne.jp

事業者向け
介護予防事業の運営を行う
事業者を募集
　来年度に実施する一般介護予防教
室事業「足腰しゃっきりトレーニン
グ教室①室内運動②水中運動（民間
施設活用型）」の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領をご覧の上、
必ず説明会に参加してください。
〈説明会〉
▶日時：1月29日㈪午後2時～3時▶
場所：区役所本庁舎19階▶申込：1月
26日㈮午後5時までに電話で高齢社
会対策課介護予防生活支援サービス
係へ

◎問合せ：高齢社会対策課介護予防
生活支援サービス係☎5984-4596

働く
介護施設での補助的業務就
業体験の説明・相談会
　区内の介護施設で、資格を必要と
しない補助的業務（配膳、洗濯、清掃
など）の就業を体験する参加者を募
集します。希望する方は必ず説明・
相談会に参加してください。
〈説明・相談会〉
　就業体験の説明や施設の担当者に
よる個別相談を行います。▶対象：
都内在住の方▶日時：1月29日㈪午
後2時～3時30分▶場所：勤労福祉会
館▶申込：当日会場へ▶問合せ：東京
都福祉人材センター☎6261-3925

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980円（土曜
1,080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

幼稚園介助員【臨時職員】
▶対象：次の①～③いずれかに当て
はまる方　①幼稚園または小学校の
教員免許を持っている②保育士の資
格がある③障害児保育の経験がある　

※①②は3月31日までに取得見込み
も可。▶期間：4月から1年間▶日時：
月～金曜A午前8時45分～午後2
時15分の間の5時間（原則として月
20日以内）B午後2時～5時（水曜は
午前11時15分から）▶場所：区立幼
稚園▶内容：支援が必要な園児への
介助▶採用予定数：A36名B3名
（書類選考・面接）▶賃金：時給1,100
円　※交通費支給。▶申込：履歴書
（写真貼付）を、2月9日(必着)までに
持参または郵送で〒176-8501区役
所内学務課幼稚園係（本庁舎12階）
☎5984-1347

就学心理相談員【臨時職員】
▶対象：大学または大学院で心理学
を専攻し、卒業した方（卒業見込み
も可）▶期間：3月から6カ月以内▶
日時：月～金曜午前8時30分～午後
5時15分の間の7時間45分（月15日
以内）▶内容：特別支援教育に関す
る心理判定補助など▶採用予定数：
1名（書類選考・面接）▶賃金：時給
1,500円　※交通費支給。▶申込：
履歴書（写真貼付）を、2月9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

自衛官など
▶問合せ：自衛隊東京地方協力本部
練馬地域事務所☎3991-8921
種目 対象 募集期限

防衛大学校
学生

高卒(見込み含む)
以上21歳未満の方

1/26㈮
まで

自衛官
候補生 18歳以上27歳未満 随時

※いずれも年齢は今年4月1日現在。

お休みします
〈南田中図書館☎5393-2411〉…
2月5日㈪～7日㈬【館内整理のため】

特別区民税・都民税の
第４期分の納期限は１月31日㈬
　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：収納課☎5984-4547

2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㈭
  1㈭
20㈫
13㈫・22㈭
  5㈪・19㈪

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

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㈬・21㈬
  2㈮
21㈬
  9㈮・23㈮
  5㈪・26㈪
  5㈪・26㈪

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 3～24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
関

  9㈮
  5㈪
14㈬
  7㈬
15㈭
23㈮

9:30～12:00
14:00～16:00
13:30～15:20
14:00～16:00
14:00～15:30

 〃

◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるな
どでお困りの方や家族

◆子育てこころの相談
▶内容：子育てで悩んでいる方

豊
光
大

14㈬
28㈬
21㈬

13:30～16:30
14:00～16:00

 〃
◆思春期・ひきこもり相談
▶対象：ひきこもりと思われる方の家族

（◎は、家族グループ相談のみ）

豊
豊

21㈬
◎28㈬

14:00～16:15
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 19㈪ 10:00～11:20

◆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
石

21㈬
21㈬

9:45～12:00
14:00～15:30

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

練
光
石
大

21㈬
15㈭
22㈭
15㈭

15:00～17:00
10:00～12:00
14:00～16:00

 〃
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

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

大	

…
大
泉
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
0
5・5
2
7
1

※
◆
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
）。

　練馬ビジネスサポートセンターでは、区内事業者の経営改善や販路拡
大などの相談、課題解決をサポートする講座を行っています。

12とも▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶申込：電話またはファクスで
①講座名②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を、12月19日㈪220
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。

1ケーススタディーで学ぶ事業承継セミナー〜自社株の承継手法
▶対象：経営者、後継候補者▶日時：2月21日㈬午後6時30分～8時
▶講師：1級ファイナンシャル・プランニング技能士／仙田博明
▶定員：50名（先着順）
2補助金の知識と活用のコツ
▶対象：事業者、創業を考えている方▶日時：2月22日㈭午後6時～8時
▶講師：中小企業診断士／川口佐和子▶定員：80名（先着順）

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。

ビジネス講座をご利用ください
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子ども・教育
2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
  5㈪①14:00②14:50
23㈮①10:00②10:50

③14:00④14:50

北 ☎3931-1347 15㈭①10:00②10:50

光が丘☎5997-7722   5㈪・14㈬
①10:00②10:50

石神井☎3996-0634   8㈭・15㈭・22㈭
①10:00②10:45

大　泉☎3921-0217 23㈮①10:00②10:50

関 ☎3929-5381 20㈫①10:15②11:00

講座「和」を学ぶシリーズ
「親子いけばな」
▶対象：小中学生と保護者▶日時：
2月17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：練馬区華道茶道連盟理事
長／田中江月▶定員：15組（抽選）
▶費用：1組700円▶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（3名まで）の住所・氏名

（ふりがな）・電話番号を、2月1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

2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㈫

光が丘☎5997-7722 6㈫・13㈫・20㈫

石神井☎3996-0634 2㈮・9㈮・16㈮

関 ☎3929-5381 5㈪・19㈪・26㈪

※時間はいずれも13：30～16：00。

2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：2月24日㈯午後1時30

分～4時▶場所：石神井保健相談所
▶内容：講義▶定員：40名（先着順）
▶持ち物：母子健康手帳▶申込：電
話で同所☎3996-0634

健康・衛生
認知症地域生活講座
「認知症の方と家族がつくる
地域密着型サービスとは」

▶日時：2月27日㈫午前10時～正午
▶場所：区役所アトリウム地下多目
的会議室▶講師：たがらの家運営
代表者／青木伸吾ほか▶定員：80名

（先着順）▶申込：電話で在宅療養係
☎5984-4597

糖尿病区民公開講座
　糖尿病とその合併症について学び
ます。▶日時：2月10日㈯午前10時
～11時30分▶場所：光が丘区民セ
ンター2階▶講師：練馬光が丘病院
院長／川上正舒ほか▶定員：100名

（先着順）▶区の担当：医療連携担当
係▶申込：電話で練馬光が丘病院☎
3979-3611（平日午前9時～午後4
時30分）

介護する人がひとりで悩ま
ないための講座
「施設・病院の特徴と選び方」
▶日時：2月24日㈯午後1時30分～
4時▶場所：ココネリ3階(練馬1-17-
1)▶内容：講義、交流会▶講師：都
立松沢病院精神科ソーシャルワー
カー／菊地ひろみ▶定員：40名（先
着順）▶申込：電話で在宅療養係☎
5984-4597

あなたの腎臓はだいじょうぶ？
～知って予防する慢性腎臓病

▶日時：2月18日㈰午前10時～正午
▶場所：区役所西庁舎10階▶内容：
講義▶講師：順天堂大学医学部附属
練馬病院腎・高血圧内科科長／井尾
浩章▶定員：60名（先着順）▶申込：
電話で北保健相談所☎3931-1347

高血圧予防・改善のための
食事と生活

▶日時：2月9日㈮午前10時～11時
45分▶場所：豊玉保健相談所▶内容：
講義、献立紹介▶定員：30名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3992-1188

職・内容 対象（資格など） 日時 報酬（交通費支給） 採用予定数 申込期限(必着)・問合せ

子
育
て
・
教
育

心理教育相談員(教育の相談、心理検査
など)

大学院で心理学修士課程を修了した方（修了
見込みも可）、または臨床心理士などの有資
格者、教育相談に相当な知識・経験がある方

月～土曜午前8時30分～午後6時
15分の間の7時間45分(月16日)

月額221,000円
※社会保険あり。 若干名

2/6㈫までに
学校教育支援センター研究相談係
☎6385-9911

スクールソーシャルワーカー(課題を
抱える児童や生徒の環境への働きかけ
など)

社会福祉士・精神保健福祉士などの有資格
者、または1年以上のスクールソーシャル
ワーク業務の経験がある方

原則月～金曜午前8時～午後7時
15分の間の7時間45分(月16日)

月額240,000円
※社会保険あり。 若干名

2/6㈫までに
学校教育支援センター学校支援係
☎6385-9911

図書館専門員(資料の利用案内・相談・
選定、事業の企画立案支援など)

司書または司書補の有資格者、または図書館
の勤務経験がある方

週4日午前8時30分～午後5時15
分（土・日曜、祝休日勤務の場合あ
り）

月額198,000円
※社会保険あり。 若干名

1/30㈫までに
光が丘図書館管理係
☎5383-6500

学童クラブ育成協力員(障害のある児
童の保育、学童クラブの運営など)

保育士・児童指導員などの有資格者、または
学童保育などに相当の知識・経験がある方

午前8時30分～午後6時15分の間
の①6時間②7時間45分（月16日。
土曜勤務の場合あり）

日額 ①7,800円
 ②10,400円
※社会保険あり。

若干名
2/2㈮までに
子育て支援課子ども育成係
☎5984-5827

保育補佐員（区立幼稚園で実施する3
歳児1年保育） 保育士の有資格者

①午前7時30分～午後4時15分
②午前8時30分～午後5時15分
③午前10時～午後6時45分（月16
日シフト制）

月額193,000円
※社会保険あり。 15名

2/14㈬までに
学務課幼稚園係
☎5984-1347保育補助員（区立幼稚園で実施する3

歳児1年保育）
保育士の有資格者、または保育園などで勤
務経験がある方

①午前8時30分～10時30分②午
後3時30分～5時30分③①②を合
わせた4時間（いずれも月20日程
度）

時給1,300円
※③は条件により
社会保険あり。

12名

保育補佐員（区立幼稚園で行う在園児
預かり保育）

保育士の有資格者、または幼稚園教諭の免
許があり、保育園などで勤務経験がある方

月～金曜午後2時～5時（水曜は
午前11時15分から。月16日程度）

日額4,560円（水曜
は8,740円） 9名

保育補佐員(区立保育園での保育の補
助など)

保育士の有資格者、または幼稚園教諭の免
許があり、保育園などで勤務経験がある方

（資格のない方は応相談）

①月～金曜②月～土曜午前7時15
分～午後6時45分の間の7時間45
分（いずれも月16日）

月額 ①188,000円
 ②193,000円
※社会保険あり。

5名

2/14㈬までに
保育課管理係
☎5984-5839

保育補助員(区立保育園の朝夕保育の
補助など)

保育士の有資格者、または保育園などで勤
務経験がある方

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分からの2～3時間30分③
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）

時給1,300円（土曜
は1,400円）
※②③は条件によ
り社会保険あり。

20名

保育補助員（3歳児1年保育送迎ステー
ションでの保育の補助）

保育士の有資格者、または保育園などで勤
務経験がある方

月～金曜①午前7時15分～9時45
分の間の2～2時間30分②午後4
時15分～6時45分の間の2～2時
間30分③①②を合わせた時間の
うち4～5時間（いずれも月20日
程度）

時給1,300円
※③は条件により
社会保険あり。

6名

生活支援員(区立保育園の児童への医
療的ケア) 看護師の有資格者

月～金曜午前7時30分～午後6時
30分の間の1～7時間45分（月16
日以内）

時給1,800円　
※条件により社会
保険あり。

6名

生活支援員(学校、学童クラブなどの
児童・生徒への医療的ケア) 看護師の有資格者

午前8時15分～午後6時の間の1
～7時間45分（月5日程度シフト
制）

時給1,800円 10名
2/2㈮までに
学務課就学相談係
☎5984-5664

子ども家庭支援相談員(児童虐待など
の相談業務)

社会福祉士または保健師の有資格者、また
は大学で心理学を専攻し修了した方、児童
相談業務に相当な知識・経験がある方

①午前9時15分～午後5時15分
②午前11時15分～午後7時15分

（週4日シフト制。土曜勤務の場合
あり）

日額13,700円　
※社会保険あり。 若干名

2/2㈮までに
練馬子ども家庭支援センター管理係
☎3993-8155

４月からの非常勤職員を

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

世帯数
365,725

（-22）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上

88,117（-48） 481,888（-93） 158,474（+117）

総人口 728,479（-24） 日本人 710,239（-24） 外国人 18,240（0）
男 355,157 男 346,719 男 8,438
女 373,322 女 363,520 女 9,802
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講演会「災害が起こったら、
うちのペットはどうしよう？」

　飼い主としての災害への日頃の備
えや、自宅に住めなくなったときの
行動について学びます。▶日時：2
月4日㈰午後2時～4時▶場所：区役
所アトリウム地下多目的会議室▶
講師：日本獣医生命科学大学准教
授／水越美奈▶定員：150名（先着
順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：生
活衛生課管理係☎5984-2483

高齢者
笑顔たっぷり
健康長寿はつらつまつり

▶日時：1月31日㈬午前10時～午
後3時▶場所：はつらつセンター大
泉（大泉学園町1-34-20）▶内容：血
管年齢・体組成・転倒リスク測定、
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▶申込：当日会場へ
▶問合せ：介 護 予 防 係 ☎5984-
2094

職・内容 対象（資格など） 日時 報酬（交通費支給） 採用予定数 申込期限(必着)・問合せ

福
祉

障害者施設栄養指導員（給食の実施計
画作成や栄養指導など） 栄養士の有資格者

月～金曜午前8時30分～午後5時
15分（月16日）

月額210,800円　
※社会保険あり。 1名 2/9㈮までに

氷川台福祉園☎3931-0167

障害者施設支援補助員〈①氷川台②大
泉学園町福祉園〉(利用者への支援の
補助など)

社会福祉士・保育士・児童指導員（教諭免許
状がある方など）のいずれかの有資格者

月額188,000円　
※社会保険あり。 各1名

2/9㈮までに
①氷川台福祉園☎3931-0167
②大泉学園町福祉園☎3923-8540障害者施設看護員〈①氷川台②大泉学

園町福祉園〉(利用者への看護業務、医
療的ケアなど)

看護師の有資格者 日額14,400円　
※社会保険あり。 各1名

母子・父子自立支援員兼婦人相談員
(女性や母子・父子家庭への相談・助言・
指導)

社会福祉士の有資格者 月～金曜午前8時30分～午後5時
15分（月16日）

月額221,000円　
※社会保険あり。 1名 2/9㈮までに

練馬総合福祉事務所管理係
☎5984-2768家庭相談員(家庭内の人間関係などの

相談・助言・指導)
社会福祉士の有資格者、または同等の知識・
経験がある方

月・水・金曜午前8時30分～午後5
時15分

月額183,000円　
※社会保険あり。 2名

管理栄養指導員(高齢者の栄養改善に
関する事務、栄養指導、相談、講習会な
ど)

管理栄養士で1年以上の高齢者の介護予防
の実務経験がある方

月～金曜午前8時30分～午後5時
15分（月16日)

月額199,000円　
※社会保険あり。

1名 2/5㈪までに
高齢社会対策課
介護予防生活支援サービス係
☎5984-4596口腔機能向上指導員(高齢者の口腔

〈こうくう〉機能向上、口腔衛生の事務、
相談、講習会など)

歯科衛生士で1年以上の高齢者の介護予防
の実務経験がある方 1名

高齢者支援調査員(介護保険認定調査、
介護保険の申請受け付けなど)

介護支援専門員の有資格者、または同専門
員試験の受験資格者

月～金曜午前8時30分～午後5時
15分（月16日）

月額199,000円　
※社会保険あり。 5名 2/2㈮までに

高齢者支援課管理係☎5984-4582

地域精神保健相談員(精神障害者への
訪問支援や長期入院患者などの支援・
相談）

精神保健福祉士の有資格者で、1年以上の
相談業務などの経験がある方

月～金曜午前8時30分～午後5時
15分(月16日)

月額221,000円　
※社会保険あり。 2名 2/9㈮までに

関保健相談所☎3929-5381

そ
の
他

行政事務補助員(窓口対応、文書作成、
経理事務など)

1年以上の行政実務経験者、または事務に
生かせるビジネス系の資格がある方

月～金曜午前8時30分～午後5時
15分(月16日)

日額9,300円
※社会保険あり。

10名 1/29㈪までに
職員課人事係
☎5984-5782福祉事務補助員(福祉・健康の相談、窓

口業務など)
1年以上の福祉相談業務などの経験者、また
は業務に生かせる福祉関連資格がある方 5名

産業保健指導員(職員の健康に関する
相談・助言・指導など)

保健師の有資格者で、安全衛生管理に関する
理解と知識がある方

月額221,000円　
※社会保険あり。 若干名

2/15㈭までに
人材育成課職場環境係☎3993-3286

（1/29㈪から☎5984-1644）

診療報酬明細書（レセプト）点検員
(医科、薬剤などのレセプトの内容点検)

医療事務技能審査試験、または診療報酬請
求事務能力認定試験に合格した方など

月額193,000円　
※社会保険あり。 若干名 2/15㈭までに

国保年金課管理係☎5984-4551

都市計画調査員(①用途地域や市街地
開発事業を含む都市計画の調査・相談
業務など②都市計画道路の調査・相談
業務など)

宅地建物取引士の有資格者、または同等の
知識があり、不動産や建築関係の実務経験
がある方

月額199,000円　
※社会保険あり。 若干名

2/5㈪までに
都市計画課庶務係
☎5984-1264

募集 　期間は4月から1年間です。再任できる場合もあります。選考方法は書類選考と面接です。
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。

　不登校やひきこもりがちなお子さんに保護者がで
きることを具体的に学びます。

▶対象：�ひきこもり傾向のあるお子
さんの保護者など

▶日時：3月3日㈯午前10時～正午
▶場所：学校教育支援センター
▶講師：�埼玉県立大学教授／東宏行

（＝写真）
▶定員：50名（先着順）
▶申込：�電話またはハガキ、電子メールで①講演

会名②氏名③お子さんの年齢④電話番号
⑤参加人数を、〒179-0072光が丘6-4-1　
学 校 教 育 支 援 セ ン タ ー ☎6385-9911  

oubo＠city.nerima.tokyo.jp

ひきこもりや不登校の
子どもたちに家族ができること

講演会

　思春期の子どもと親との関わり方や心の揺れ動き
などへの理解と接し方を学びます。

▶日時：�2月17日㈯ 
午前10時～11時40分

▶場所：文化交流ひろば
▶講師：�大正大学教授／伊藤直文

（＝写真）
▶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、2月14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

思春期のこころと家族
～こども発達支援センター地域支援事業

講演会

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。　
※①②は1月28日㈰午前10時～午後4時30分はお休みします。

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
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■ 書道（漢字・かな・実用・ペン）　
美文字の会　大学生以上対象　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　中村☎080-2026-1064（要
予約）
■ 社交ダンス　スポットターン　多
少踊れる方対象　月4回日曜午後1時～
4時　桜台地域集会所　女性講師が指
導　入会金1,000円　月会費3,000円　
前島☎090-3009-5111
■ 万葉集いろは会（万葉集歌の時代
背景、風習、伝来）　第1水曜午前10
時～正午　西大泉地区区民館　講師　
加藤健司　月会費1,200円　後沢☎
3923-1653

■ 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
■ 練馬シャンソン教室　月2回日曜
午後2時～4時　男女共同参画センター
えーる　講師　シャンソン歌手／黛ようこ　
入会金3,000円　月会費3,000円　下河
☎ FAX 5393-7381 h.shimogawa@
kind.ocn.ne.jp（要予約）
■ 高齢者水泳体験会（水泳・水中
歩行・体操）　60歳以上の方対象　①
2月2日②9日③16日午前11時～午後1
時　平和台体育館　①～③とも参加費
無料、保険料100円　シルバースイミ
ングクラブ平和台・かねこ☎3992-
4770（要予約。午後6時～10時）
■ カラオケゆりの会（発声・演歌新曲）　
月3回水曜午後1時～3時30分　東大泉
地区区民館　入会金1,000円　月会費
3,000円　池田☎090-5767-1617（要
予約）
■ ストレッチと健康体操　リフレッ
シュ体操クラブ　毎火曜午後3時45
分～5時30分　上石神井体育館　入会
金1,500円　月会費2,500円　シモカワ
☎3928-3134

■ 英会話サークル　初級者対象　月
3回土曜午前9時30分～正午　桜台
地区区民館　女性講師が指導　月会費
3,000円　田中☎3991-9356（要予約）
■ 茶道（裏千家）　浩泉会　初心者～
中級者対象　第1・3金曜午後1時～
5時　向山庭園　会費1回1,500円　水
屋料1回500円　佐藤☎3923-1447
■ 俳句　ねりまの句会　第1日曜午後
1時30分～4時　勤労福祉会館　講師　
岡本昭子　会費6カ月6,000円　月1回
火曜に吟行会あり　小野田☎080-
6806-5298（要予約）
■ 社交ダンス　ダンスサークル華　
初級者～中級者対象　毎金曜午前9時
30分～11時30分　勤労福祉会館　女
性プロが指導　入会金1,000円　会費
1回1,000円　渡邉☎3922-9893
■ バドミントン　ラディッシュ　毎
土曜午後2時～6時　光和小　月2回
コーチが指導　月会費3,000円　斎藤
☎5934-5292（要予約）
■ リラックスヨガ　①主に毎火曜午後
2時～3時、主に毎土曜②午前10時30
分～11時30分③午後7時～8時　春日
町地域集会所など　①～③とも参加
費1回800円　事務局☎090-8439-
6756

■ 社交ダンス　パスタン　男性、
男女ペア対象　毎木曜午後7時～9時　
春日町地域集会所など　男性プロが
指導　月会費4,000円　初回は無料体
験可　小山☎090-5435-1212
■ 高齢者水泳体験会（水泳・水中
歩行・体操）　60歳以上の方対象　
①1月24日②31日③2月7日午後1時～
3時　大泉学園町体育館　①～③とも
参加費100円　シルバースイミング
クラブ大泉・畠山☎3922-3045（要予
約。午後6時～8時）
■ 練馬区民合唱団第26回定期演奏会

（メドレー「日本の風景」、シューベ
ルト・ミサ曲第6番ほか）　2月25日
午後2時開演　練馬文化センター　入
場無料　例会…毎土曜午後5時45分～
9時　生涯学習センターなど　入会金
1,000円　月会費4,000円　楽譜代な
ど実費　江口☎ FAX 3999-6227
eguchi-hiroshi@jcom.home.ne.jp

（演奏会は要予約）
■ 歴史セミナー「豊島氏の謎を検証
する」　2月4日午後2時開場　石神井
公園ふるさと文化館　講師　郷土史
家／葛城明彦　参加費500円　ちいく
タイム練馬・小泉☎090-6016-7869 

mail@chiiku.info（要予約）

■ シニア英会話無料体験会　60歳以
上の初心者対象　2月2日・16日午前
11時～正午　石神井庁舎5階　例会…　
60歳以上の初心者対象　月3回金曜午
前10時30分～正午　石神井庁舎5階　
外国人講師が指導　入会金1,000円　
月会費4,200円　ホワイトローズ・石
原☎070-4516-7382（要予約）
■ ①ダキシメルオモイ展②講演会

「震災・原発避難者はいま Part3」　
①2月25日・26日午前11時～午後9時

（26日は午後7時まで）②2月25日午後
2時～5時　ココネリ3階　講師　避難
の協同センター／瀬戸大作ほか（②のみ）　
参加費500円　NPO法人福島こども保
養プロジェクト＠練馬・竹内☎3978-
3874 hoyou.npo.nerima@jcom.
home.ne.jp
■ 編物（棒針・カギ針・アフガン）　
手あみフレンド　第2・4水曜午前9
時30分～正午　豊玉北地区区民館　月
会費1,000円　足立☎3993-3784（要
予約）
■ 柔軟体操　チェリー会　女性対象　
月4回水曜午前10時～正午　田柄地区
区民館　女性プロが指導　月会費
2,500円　初回は無料体験可　江野沢
☎3990-2420（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
勤労福祉会館の講座
1～3とも▶場所：勤労福祉会館
▶申込：電話で12月5日㈪22日㈮
310日㈯までに同所☎3923-5511
1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Ⓒ宅地建物取引士）
▶日時：2月8日～3月15日の毎木曜
Ⓐ午後7時～7時40分Ⓑ午後7時50
分～8時30分Ⓒ午後8時40分～9時
20分【6日制】▶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：1万6500円　
※2月1日㈭午後8時から事前説明会
を開催します。
2春闘期の情勢講座
▶日時：2月9日㈮・16日㈮・23日

㈮午後6時30分～9時【3日制】▶内
容： 労働法制「働き方改革」について
学ぶ▶講師：弁護士／大山勇一▶定
員：50名（先着順）
3ライフプラン講座「調停をご存じ
ですか？～当事者同士では解決が望
めないとき」
▶日時：2月17日㈯午後2時～4時▶
講師：調停委員／太田雅美▶定員：
30名（先着順）▶費用：200円

女性の再就職と就労継続支
援講座「働いて生きる～あな
たを守る『はたらくルール』」

　労働法や社会保障制度を学び、グ
ループワークを通じて自分らしい働
き方について考えます。▶対象：女
性▶日時：2月24日㈯午後1時30分
～4時▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶講師：NPO法人参画プ
ラネット代表理事／渋谷典子▶定

員：30名（先着順）▶費用：300円▶
申込：電話またはファクス、電子メー
ルで①講座名②氏名③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2月9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2月15日㈭までにお子さんの氏
名（ふりがな）・年齢をお知らせくだ
さい。

2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：③
100円④150円▶申込：当日会場へ

内容 日時 定員
（先着順）

①  どんぐりでコマ
とヤジロベエを
つくろう

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

10㈯
13：00～15：00 －

③  手づくり和風コー
スターをつくろう

17㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

④  桃の節句を楽しむ　
ひな飾り

24㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

ひとり親家庭のための
家計やりくりセミナー

▶対象：区内在住のひとり親家庭の
保護者▶日時：3月24日㈯午前10時
～正午▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶内容：上手な家計のや
りくりや節約の方法などを学ぶ▶
講師：ファイナンシャルプランナー／
室岡ゆみ▶定員：30名（先着順）▶申
込：3月14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。

日本語ボランティア実践研修
～作ってみよう！楽しく学べる手
作り教材

　外国人などに日本語を教える際に
役立つ教材の作り方を学びます。▶
対象：日本語ボランティアとして活
動している区内在住の方▶日時：2
月22日㈭午後1時30分～4時▶場
所：文化交流ひろば▶講師：上智大
学短期大学部非常勤講師／河北祐子
▶定員：60名（先着順）▶申込：電話
で事業推進係☎5984-1523

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

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

フェイスブックで よりどりみどり練馬 と 検索

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

投稿された記事を紹介
　石神井松の風文化公園にこも巻き（※）
の風景があります。　
※ こも巻き…枯れ葉や土の中で越冬する

害虫の習性を利用した駆除法。

12月27日投稿。

連載
練馬区民による観光おでかけ情報
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文化財を火災から守ろう！
～1月26日は文化財防火デー

　文化財防火デーに合わせて行われる
消防署の消防演習を見学できます。　
※事前の申し込みは不要です。
　
▶日時・場所：Ⓐ1月24日㈬午前10時
から…氷川神社（豊玉南2-15-5）、本
覚寺（旭町1-26-5）Ⓑ1月26日㈮午前
10時から…本立寺（関町北4-16-3）、
長命寺（高野台3-10-3）
▶問合せ：伝統文化係☎5984-2442

昨年の消防演習の様子

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
◆東京水道あんしん診断（無料の漏
水・水質の簡易調査など）を実施
　東京都水道局では水道事業に対する
ご意見・ご要望を把握するため、平成
31年度まで各戸を訪問し、無料で漏
水・水質の簡易調査などを実施してい
ます。　※浄水器など器具の販売や金
銭を請求すること、家屋の中に立ち入
ることはありません。▶問合せ：東京
水道あんしん診断相談室☎5638-7555

（平日午前9時～午後5時）
◆江古田ナイトバザール▶日時：1月
27日㈯午後4時～8時▶場所：江古田ゆ
うゆうロード▶内容：獅子舞、学生殺
陣パフォーマンス▶問合せ：栄町本通
り商店街振興組合・諸井☎080-3240-
8786
◆区民健康医学講座「慢性腎臓病 
CKDってなに？」▶日時：2月3日㈯午
後2時～3時▶場所：マグノリア横山ビ
ル（高野台1-8-9）▶内容：講義▶定員：
100名（先着順）▶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、1月26日（消印有効）までに
〒177-8521高野台3-1-10　順天堂大
学医学部附属練馬病院☎5923-3111
◆子育て支援教室「Let's体験パパマ
マクラス」▶対象：開催日時点で妊娠
28～34週の初産の夫婦▶日時：2月17
日㈯午後1時30分～3時▶場所：光が丘
保健相談所▶内容：出産や出産後の子
育て体験学習▶定員：8組（先着順）▶申
込：電話で練馬光が丘病院☎3979-
3611（午前9時～午後5時）
◆区民企画講座「性別で見る多様性
と人権」▶日時：2月25日㈰午後1時30
分～3時30分▶場所：男女共同参画セ
ンターえーる▶内容：講義▶講師：ダイ
ビーノン代表／飯田亮瑠▶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氏名③電話番
号を、Ⅰ女性会議練馬支部・犬塚☎
090-8564-8315 FAX 3977-1303
inufamil@yahoo.co.jp　※保育室

（1歳以上の未就学児対象。定員6名）を
希望する方は、2月16日㈮までにお子
さんの氏名（ふりがな）・年齢もお知ら
せください。
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：2
月10日㈯午後1時30分～3時▶定員：
50名（先着順）▶申込：2月8日㈭までに
電話で練馬清掃工場☎3995-5311
◆高島特別支援学校　学校見学会▶
日時：3月6日㈫午前9時20分～正午▶
内容：授業参観、校内見学など▶申込：
ハガキまたはファクスで①住所②氏名
③電話番号④ファクス番号（ある方のみ）
を、2月23日（必着）までに〒175-0082
板橋区高島平3-7-2　高島特別支援学
校☎3938-0415 FAX 3938-0420
◆バスハイキング「桐生吾妻山～関
東平野一望の展望と春探しの山旅」
▶日時・場所：3月21日㈷午前7時30分
西武池袋線練馬高野台駅集合～トンビ
岩～吾妻山～吾妻公園～午後5時集合
場所解散（約6㎞）▶定員：40名（抽選）▶
費用：5,000円（中学生以下3,000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、3月5日（必着）までに〒177-
0032谷原1-7-5　SSC谷原☎3997-
2500
◆スキー協会の催し　12とも▶対
象：小学3年～中学生▶場所：湯の丸ス
キー場（長野県東御市）▶申込：練馬区
スキー協会（豊玉北6-7-14）または同
ホームページ（http://www.nerima-
ski.com/）にある申込書に記入の上、
12月23日23月10日（必着）までに練
馬区スキー協会事務局☎3993-9001

（問い合わせは平日午前9時～午後5時）
1ジュニア春スキー教室▶日時：3月
24日㈯～26日㈪の2泊3日▶定員：80名

（抽選）▶宿泊費など：小学生3万3000
円、中学生3万6000円
2練馬区ジュニアスキー選手権大会▶

日時：3月25日㈰▶内容：大回転競技▶
定員：50名（先着順）▶参加費：2,000円
◆ねり歩きガイドの会が案内する
ねりまのねり歩き「観梅・絵の具工
場見学コース」▶日時・場所：Ⓐ2月20
日㈫Ⓑ23日㈮午前9時20分東京メトロ
有楽町線平和台駅集合～うめのき憩い
の森～絵の具工場～正午東武東上線東
武練馬駅解散（約2.5km）▶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、2月1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
◆平成30年度千代田区立神田一橋
中学校通信教育課程の生徒を募集▶
対象：都内在住・在勤で次の①②のいず
れかに当てはまる方　①尋常小学校ま
たは国民学校初等科を修了したが、高
等学校の入学資格がない②現行制度で
の義務教育が未修了で学齢相当年齢を
超えていて①に準ずる方▶定員：40名

（2月11日㈷に選考）▶申込締切日：2月
5日㈪▶問合せ：神田一橋中☎3265-
5961

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：1
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：1月27
日㈯午前10時～午後4時▶問合せ：小
泉☎090-1530-0121
◆光が丘IMA南館前▶日時：1月28日
㈰午前10時～午後3時▶問合せ：北中
☎3995-4924

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：1月27日㈯午後1時30分～3時30分
▶場所：東大泉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☎5387-1021
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：2月8日㈭午後1時30分～3時30分
▶場所：練馬中学校デイサービスセン
ター▶内容：講義▶定員：10名（先着順）
▶申込：電話で同所☎5241-5451

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
◆スポーツなど　A～Cとも▶申込：
当日会場へ　※未就学児は保護者同伴。
A総合体育館▶対象：4歳児～中学生　
※保護者の参加も可。▶日時：2月17日
㈯午前9時～正午▶内容：トランポリン、
ネオホッケー、ストリートラグビーな
ど▶定員：50名（先着順）▶保険料：50円
B桜台体育館▶対象：5歳児～中学生　
※保護者の参加も可。▶日時：2月17
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）
C光が丘体育館▶対象：小学生▶日時：
2月24日㈯午前9時30分～11時30分
▶内容：キッズチアダンス▶定員：30名

（先着順）▶保険料：50円
◆2月の水泳ワンポイントレッスン　
A～Eとも▶対象：幼児～中学生　※
小学3年以下のお子さんには水着を着
用した保護者が付き添ってください。
▶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…2月3日㈯・17
日㈯・24日㈯午前9時～11時
B上石神井体育館…2月3日㈯・17日
㈯・24日㈯午前9時～11時
C平和台体育館…2月17日㈯午前9時
～11時
D光が丘体育館…2月3日㈯・24日㈯
午前9時～11時
E中村南スポーツ交流センター…2月3

日㈯・17日㈯・24日㈯午前9時～11時
ねりまイクメン講座

◆パパとフラワーセラピー～ハー
トのアレンジ▶対象：3歳児～小学3年
生と父親▶日時：2月4日㈰午前10時
30分～正午▶場所：区役所本庁舎20階
▶定員：10組（先着順）▶費用：1組500
円▶申込：電話で練馬フラワーセラ
ピー・おおば☎090-8687-7176（午前
10時～午後7時）

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、開催日の5日前まで
に申込先へ　※700円以下の出店料が
掛かります。　※車での来場・搬入は
ご遠慮ください。
◆さくらの辻公園（上石神井3-19-
10）▶日時：1月28日㈰午前9時～正午

（雨天中止）▶申込先：〒177-0045石
神井台8-23-21　有川久美子☎090-
5788-4578（抽選30店）
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：2
月4日㈰午前10時～午後1時（雨天中止）
▶申込先：〒177-0051関町北4-2-18 
MS202　オアシス☎080-8479-7822

（先着100店）
◆こぶし公園（富士見台3-53-1）▶日
時：2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）

学校応援団・開放まつり
▶持ち物：上履き▶問合せ：学校応援団・
開放係☎5984-1057
◆豊玉小▶日時：2月4日㈰午前9時30
分～午後1時▶内容：健康空手、コーラ
ス、ボール遊び▶申込：当日会場へ
◆光和小▶日時：2月4日㈰午前10時
～午後2時（受け付けは午前9時45分
～午後1時）▶内容：巨大迷路、キック
ターゲット、餅つき▶申込：当日会場
へ

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

早春 大泉寄席
▶対象：小学生以上▶日時：2月18
日㈰午後1時～3時▶場所：大泉図書
館▶出演：大泉落語研究会▶定員：
50名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3921-0991

介護家族の会ポスター展
　介護家族の会や区の支援事業な
ど、認知症の方やその家族を地域で
支えるための情報を紹介します。▶
日時：2月13日㈫～23日㈮午前8時
45分～午後8時（23日は正午まで）
▶場所：区役所本庁舎2階通路▶問
合せ：在宅療養係☎5984-4597

寿大学通信講座　書き初め展
▶日時：2月10日㈯・11日㈷午前9
時～午後5時（11日は午後4時まで）
▶場所・問合せ：生涯学習センター
☎3991-1667▶内容：60歳以上の
方を対象とする寿大学通信講座受講
生の作品を展示

消費者教室
12とも▶場所：石神井公園区民
交流センター▶定員：50名（先着順）
▶申込：電話または電子メールで①
教室名（12の別も）②住所③氏名
④電話番号を、12月8日㈭214日
㈬までに消費生活係☎5910-3089 

syohi@city.nerima.tokyo.jp　

※保育室（1歳以上の未就学児対象）
を利用したい方は、11月30日㈫
22月1日㈭までにお子さんの氏名

（ふりがな）・年齢もお知らせくださ
い。
1サギに勝つ！！だますテクニック、
だまされる心理
▶日時：2月9日㈮午前10時～正午
▶講師：臨床心理士／渡邉馨ほか
2その広告ってホント？広告を見
抜くチカラをつけよう！
▶日時：2月15日㈭午前10時～正午
▶講師：（公社）日本広告審査機構審
査部／半田佑美子

春節のつどい
～中国の正月を祝う会

　中国帰国者の方による歌や踊り、
楽器演奏を鑑賞し、交流します。
▶日時：2月25日㈰午後1時～4時
▶場所：勤労福祉会館▶定員：50名

（先着順）▶茶菓代など：500円▶申
込：ハガキ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、
2月16日（必着）までに〒176-8501
区役所内援護係☎5984-4603
nerimafukusi23@city.nerima.
tokyo.jp

スポーツ
区民体育大会　銃剣道

▶日時：2月25日㈰午前9時から▶
場所：平和台体育館▶内容：個人戦、
団体戦▶申込：体育館やスポーツ振
興課（区役所本庁舎8階）、区ホー
ムページにある実施要項をご覧の
上、2月9日（必着）までに申込先へ
▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947

2018冬のフェアin関町
～緑化協力員と一緒に工作体験
　緑化協力員と一緒に、さまざまな工
作体験ができます。
▶日時：2月4日㈰午前10時～午後2時　
※材料がなくなり次第終了。
▶場所：関区民センター
▶内容：竹細工・種のブローチ・押し
花のしおり・樹名板づくりなど、花苗・
苗木の無料配布（先着順）
▶申込：当日会場へ
▶問合せ：みどり協働係☎5984-2418

2/4
㈰

樹名板

種のブローチ お手玉・押し花のしおり

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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　藤沢周平の略歴

特　集平成30年（2018年）1月21日  8

石神井公園ふるさと文化館分室
☎5372-2572

石神井公園ふるさと文化館
☎3996-4060

場所・
問合せ

場所・
問合せ

石神井
松の風文化公園

三宝寺池

石神井図書館

石神井小

石神井消防署

井草高校

石神井池

西武池袋線

至池袋

西武新宿線

石神井公園駅

上井草駅

石神井中

石神井庁舎 中央口

●石神井公園ふるさと文化館

●石神井公園ふるさと文化館分室

●大泉図書館とその周辺　

　藤沢周平の足跡と作品を、自筆原稿や愛用品、藤沢作品
の表紙に描かれた絵などで紹介します。

▼観覧料：一般300円、
高校・大学生200円、
65～74歳の方150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。

昭和  2年 山形県鶴岡市生まれ

昭和24年　	山形師範学校を卒業し、湯田川中学校
	 へ赴任

昭和26年 肺結核が見つかり休職し、療養生活に
	 入る
　
昭和32年 退院後、練馬区貫井に住み（昭和38	
	 年まで）、サラリーマン生活の傍ら小説	
	 を執筆

昭和46年 「溟
くら

い海」で第38回オール讀物新人賞
	 受賞

昭和48年    「暗殺の年輪」で第69回直木賞受賞	
昭和51年　	練馬区大泉学園町に転居
平成  7年 紫綬褒章を受章

平成  9年	 1月26日逝去
	 亡くなるまでの約20年間を
	 大泉学園町で暮らす

旧蔵品　万年筆

愛用の麦わら帽子とサングラス（個人蔵）

涌井陽一描き下ろし墨絵「孤剣」

　藤沢周平が長く住んだ練馬区との関わりに焦点をあて、
作家の横顔を愛用品や写真などで紹介します。

「藤沢周平展」
「藤沢周平と練馬」展

特別展「藤沢周平展」

分室特別展「藤沢周平と練馬」展

特別展 

分室
特別展

▶申込：2 4 6 往復ハガキまたは電子メールで①催し名（ 6はⒶⒷの別も）②住所③参加者全員
（２名まで）の氏名（ふりがな）④電話番号を、23月6日 42月15日 61月30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 event-bunshitsu@neribun.or.jp
	1 3 5は事前の申し込みは不要です　

　「蟬
せ み

しぐれ」や「たそがれ清兵衛」など、人々の心情を細やかに表現する作家藤沢周平の
作品は時代小説という枠を超えて、現代の私たちの心をとらえ続けています。今回、藤沢
の生誕90年を記念する展覧会を2つの会場で開催します。

催し名・内容 日時 講師 対象・定員

1 朗読会「聴いて楽しむ藤沢周平」

▼内容：「江戸おんな絵姿十二景」など
2/18㈰
Ⓐ13：30～14：30
Ⓑ15：00～16：00

ねりま朗読の会会
員

▼対象：中学生以上

▼定員：各90名（先着順）

2 講演会「藤沢周平の魅力」

▼内容：藤沢の人となりや藤沢文学の核心を
考える

3/25㈰
14：00～15：30

元文藝春秋編集者／
鈴木文彦

▼対象：中学生以上

▼定員：90名（抽選）

3 学芸員による展示解説 3/11㈰・31㈯
13：30～14：15 - -

催し名・内容 日時 講師 定員
4 講演会「お話と民謡でしのぶ、藤沢先生」

▼内容：隣人としての思い出と山形県庄内地
方の民謡の紹介

3/17㈯
14：00～15：30

民謡歌手／
原田直之 100名（抽選）

5 学芸員による展示解説 3/11㈰・31㈯
15：30～16：15 - -

催し名・内容 日時 対象・定員・費用
6 藤沢周平の大泉を歩く

▼内容：藤沢周平が楽しんだ散歩道を、大泉
図書館から歩く

Ⓐ2/23㈮13：30～16：00
Ⓑ3/4㈰10：00～12：30

▼対象：中学生以上 ▼定員：各30名
（抽選） ▼保険料など：100円

2/10㈯～4/1㈰  9：00～18：00
※月曜休館（ただし、2月12日㉁は開館。13日㈫は閉館）。

会　 期

入場
無料

会期中の催し 3は当日の観覧券が必要です。	

写真提供	文藝春秋

生誕90年記念 

藤沢周平®

大泉図書館には藤沢周平のコーナーが
あり、全作品を読むことができます

練馬区独立70周年記念展


