
【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。

間もなく、平成という時代が終わろうとしてい
ます。歴史的な転換期を迎えて振り返ると、平成
元年当時、61万人だった練馬区の人口は73万人
に、一般会計当初予算額は1500億円から2700
億円へと大きく増加しました。鉄道網の充実によ
り、都心部へのアクセス・利便性が飛躍的に向上
し、西武新宿線の連続立体交差化によるまちづく
りも具体化しようとしています。約4割だった都
市計画道路の整備率は5割を超え、外環道と外環
の２の整備にも着手しました。
土地利用の高度化により、まちが豊かで美しく
なる一方、年少人口比率が減少、高齢化率は8.9％
から21.8％へと上昇、少子高齢化が急速に進行
しています。
相次ぐ税制改正による歳入の減少、東京2020
オリンピック・パラリンピック後の経済に対する
危惧、世界経済の変調、労働力人口の減少など、
区政を取り巻く情勢には極めて厳しいものがあり
ます。
こうしたなか、行政需要は多様化・複雑化し、
膨大なものとなっています。福祉・医療サービス
の充実、老朽化した公共施設の維持更新、未だ遅
れている都市インフラの整備、これを突破するこ
とは容易ではありません。
グランドデザイン構想の実現に向けて、時代を

先取りした新しい政策を立案・実行し、区自ら身
を切る行政改革を断行し、区民参加を「参加から
協働へ」と更に前に進めなければならない。それ
が私の使命です。
時代の岐路にあって、練馬区を発展させていく
には、経済活動、行政サービスに加えて、文化が
重要になると考えています。都市それぞれが、文
化の個性を磨き競争することが、住民の生活を豊
かにし、活力を産み出す時代に入っています。
これまで、みどりの風練馬薪能、美術館の個性
的な企画展、真夏の音楽会など、質の高い芸術を
身近なものにするとともに、区民の皆様の芸術文
化活動の振興にも力を注いできました。
みどりの風吹くなかで、優れた芸術活動を楽し
めるまちをつくりたい。練馬ならではの都市文化
を花開かせたい。そう考えています。

来年度当初予算案は、「グランドデザイン構想の
実現に向け、第2次みどりの風吹くまちビジョン
に基づき、区民とともにさらに前に進む予算」と
位置づけ、第2次ビジョンのリーディングプロ
ジェクト及び主要な取組等の着実な実施を最優先
に編成しました。一般会計予算額は、2713億円
です。昨年度比約76億円の増であり、うち約70
億円は、教育、子育て関連施策を充実するもので
す。歳入面では、税制改正等の影響を的確に見通

し、国・都支出金等の財源確保に努めるとともに、
後年度負担に配慮しつつ起債の積極的活用を図る
など、財政運営の持続可能性の確保にも努めまし
た。
昨年12月に素案を公表した第2次ビジョンの基

本計画と戦略計画については、パブリックコメン
トを実施したほか、オープンハウスの開催などに
より、区民の皆様のご意見を丁寧に伺ってきまし
た。今後、区議会で議論を頂き、年度内に策定し
ます。3カ年の具体的な取組みと事業費を示すア
クションプラン年度別計画は、今月中に素案を公
表し、6月を目途に成案化します（4面参照）。

●保育サービスの更なる拡充
区は、増加を続ける保育ニーズに対応するため、
練馬こども園を創設するとともに、待機児童ゼロ
作戦を展開し、全国トップレベルの保育所定員増
を実現してきました。この5年間で5,000人以上拡
大し、既に供給が需要を1,000人以上、上回って
います。しかしながら、地域における需要と供給
のミスマッチなどにより、待機児童が発生してい
ます。本年4月に向け、定員拡大710人の計画に対
して928人を確保し、待機児童ゼロを達成します。

夕べの音楽の
放送時刻が
変わります

　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
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 豊かで美しいまち
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また、10月から実施される幼児教育・保育の
無償化により、保育需要の増加が見込まれてい
ます。区の調査結果では、対象となる3歳児から
5歳児のうち、4・5歳児の供給は既に確保され
ているものの、3歳児の供給は不足する見込みで
す。これに対応するため、平成32年度に向け、
新たに認可保育所を16カ所整備し、630人の定
員増を実施します。
これによって3歳児の受入れ枠を拡大し、子ど

もの年齢進行に合わせて、4・5歳児の定員を拡
大していきます。更に、保育事業者に対し、余
剰スペースを活用して3歳児1年保育を行うな
ど、年齢別定員を柔軟に変更するよう働きかけ
を行っていきます。
また、保護者の多様なニーズに応えるため、

練馬こども園には、3歳未満の保育や、預かり時
間を短縮した新たな仕組みを設けます。
●子育てサポート体制の充実
核家族化や地域コミュニティの希薄化等を背

景に、子育てで孤立する保護者が増えており、
妊娠期から子育て期までの切れ目ないサポート
の重要性が高まっています。
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
境を提供する「（仮称）練馬こどもcafé」を創設し
ます。
子どもの発達・健康状態等を関係部署が情報

共有し、どの保健相談所でも健診や相談を受け
られるようにするため、妊婦健診や乳幼児健診
の情報を電子化する「（仮称）母子健康電子システ
ム」の構築に着手し、平成33年度中の運用開始
を目指します。
児童相談行政は、住民に身近な区の責務です

が、これに対し児童相談所行政は、個々の区の
領域を超えた広域行政の性格を持ちます。地域
の身近な児童相談行政と広域的な児童相談所行
政を、どう組み合わせるかが課題になります。
私は、現在の体制は改善が必要な時期に来てい
ると考えています。今後設置される都・区の検
討の場には、練馬区も参加し、積極的に対応し
ていきます。
当面の取組みとして、都児童相談センターへ

の区職員派遣を拡大し、管理職を通年派遣しま
す。10月の都児童相談センターからの事案送致・
指導措置委託開始に向けて、子ども家庭支援セ
ンターの心理や福祉の専門職員を増員するとと
もに、弁護士や児童相談所OB等のスーパーバイ
ザーを配置し、支援体制を強化します。
●放課後の居場所づくり
全ての小学生を対象に、放課後や長期休業中

の居場所づくりを進めます。「学童クラブ」と「ひ
ろば事業」を一体的に行う「ねりっこクラブ」を拡
大し、学童クラブの待機児童が多い小学校へ優
先的に設置します。待機児童の多い地域や、大
規模マンションの建設等により児童の急増が見
込まれる地域では、民間学童保育の誘致を積極
的に進めます。

●教育環境の充実
夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた

子どもたちの育成に向けて、「練馬区教育・子育
て大綱」に基づいた取組みを着実に進めます。
子どもたちが互いに学びあえる授業を目指し

て、全小中学校に、大型ディスプレイ、教員用
タブレットパソコン、実物投影機を配備します。
小中学校体育館の空調設備は、当初計画を前

倒しして、概ね7年間で全校に設置します。児童・
生徒の熱中症対策に加えて、避難所としても良
好な環境となるよう、体育館全体に冷暖房が行
きわたる設備を導入します。
不登校の児童・生徒のための適応指導教室と
居場所支援事業を、新たに関町・石神井地域で
も実施します。

●地域包括ケアシステムの確立
団塊の世代の全てが後期高齢者となる平成37
年までに、地域包括ケアシステムを確立しなけ
ればなりません。
来年度、特別養護老人ホーム2施設を開設し、
定員は2,213人となります。平成37年に向けて
更に5施設を整備する予定です。
介護人材の確保・育成・定着支援の充実に取
り組みます。出張型研修、研修講師養成のほか、
外国人介護職員に日本語や日本の生活習慣の研
修を実施します。介護職員の負担を軽減し、離
職防止や定着率向上につなげるため、ICT機器
等の導入費用を助成します。
民間賃貸住宅への円滑な入居に向けて、福祉
事務所に相談窓口を設置し、不動産団体と連携
して、物件情報を提供します。また、「居住支援
協議会」を設置して、不動産、福祉関係団体と継
続的な協議を進めます。
●コンビニ等と協働した介護予防と見守り
区独自の認知症対応研修プログラム「ニンプ
ロ」を活用して、コンビニの従業員に研修を実施
し、地域の見守り体制強化に取り組みます。また、
コンビニのイートインスペースや薬局の待合室
を活用した、新たなスタイルの街かどケアカフェ
を開始します。コンビニの移動販売日時に合わ
せ、団地内の集会室を活用して、体操や講座、
相談会等を行う「出張型街かどケアカフェ」を拡
充していきます。
●元気高齢者の社会参加の推進
高齢者の約8割は元気な高齢者です。働くこ
と、地域活動に参加すること、個人の趣味を深
めることなど、そのニーズは多様です。
高齢者が永年培ってきた技能や知識・経験を
活
い

かして働けるよう、「シニア職場体験事業」を開
始します。受入れ企業の開拓やハローワークと
の連携により、多様な働き方の実現につなげて
いきます。
「はつらつシニア活躍応援塾」を開始します。
趣味や特技を効果的に教える手法を学ぶセミ
ナーを開催し、子ども向け体験教室や、はつら
つセンターなどで実施する事業の講師など、地
域で活躍できる場を設けます。

●障害者福祉の充実
障害者の住まいの確保、家族の介護負担軽減
や相談支援、就労支援など、ライフステージに
応じたサービスの提供を充実します。
北町2丁目の都有地を活用して、10室程度の
重度障害者グループホームを整備します。相談
支援とショートステイを備えた地域生活支援拠
点に位置付け、平成32年度開設を目指します。
障害者の高齢化等に対応するため、平成32年
度を目途に、障害者地域活動支援センター「谷原
フレンド」の機能を、生活介護事業へ転換する準
備を行います。
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、福祉連携農園の具
体化を検討します。
なお、障害者雇用についてですが、本日、法
定雇用率を達成しました。今後とも、障害者の
雇用に努めていきます。
●セーフティネットの拡充
「ひとり親家庭自立応援プロジェクト」では、
離婚手続き、養育費の確保などについて、専門

的なアドバイスを充実するため、弁護士による
相談を始めます。小さな子どもを抱えて来所す
ることが難しい家庭を対象に、出張相談を実施
します。
生活保護受給世帯への自立支援強化のため続

けてきたケースワーカー等の増員を完了し、こ
れにより適正な人員を確保します。生活困窮世
帯を対象に実施している「中3勉強会」を充実し、
従来の勉強会に加えて、学習支援員を配置した
自学自習用の学習室を設けます。
●医療環境の充実
順天堂練馬病院は、増築工事中の外来棟が12

月に完成します。1号館は改修工事に着手し、平
成32年度末に完成する予定です。練馬光が丘病
院と高野台新病院は、実施設計に着手します。
首都直下地震等に備え、災害拠点病院である

順天堂練馬病院と練馬光が丘病院は、ICUの増
設等救急医療、高度急性期医療を充実し、災害
時医療体制を強化します。
また、練馬区医療施策検討委員会からの提言

を踏まえ、区内の病院配置状況を考慮しながら、
今後の医療需要等を見据えた医療機能を有する
新たな病院の誘致を目指します。

●都市インフラの整備とまちづくりの推進
練馬区が今後、更に発展を続けていくために

は、都市計画道路や鉄道の整備とまちづくりを
積極的に進めることが不可欠です。
先月26日、外環道、大泉ジャンクション側か

ら、シールドマシンが発進しました。また、既
に外環の２では、新青梅街道から千川通り間な
どの事業に着手しています。放射36号線を始め
とした都市計画道路の整備にも着手しており、
整備推進に向け都と連携して取り組みます。区
では都市計画道路8区間、生活幹線道路6区間の
整備を進めます。
放射35号線及び36号線の進捗に併せて、平和

台駅や氷川台駅など駅周辺や沿道周辺地区のま
ちづくりに取り組みます。補助135号線と補助
232号線の交差部に位置する、大泉第二中学校
の今後について、年度内に提言が取りまとめら
れる予定です。この提言を受け、取組方針案を
策定します。
石神井公園駅周辺では、南口西地区の市街地

再開発事業と併せて、補助232号線の早期整備
に取り組みます。来年度、市街地再開発事業の
都市計画素案を作成し、関係権利者や地域の皆
様のご意見を伺っていきます。
大江戸線の延伸については、延伸推進基金を

7億円積み増し、目標額である50億円とします。
延伸地域のまちづくりを推進し、大泉学園町の
新駅予定地周辺では、駅前広場の整備やサービ
ス施設の立地誘導などについて、地域の皆様と
ともに検討を進めます。駅・トンネル構造、車
庫の整備など、具体的な課題について、引き続
き都と緊密に実務的な協議を進め、早期着工を
目指します。
西武新宿線の連続立体交差化については、地

域の皆様や議会と一体となり、東京都に対して
早期事業化を要請するとともに、沿線のまちづ
くりを進めてきました。昨年12月25日には、上
石神井駅付近の外環の２と交通広場が事業認可
を受けました。今月には連続立体交差化と武蔵

安心を支える福祉と医療のまち

高齢者が住みなれた地域で
暮らせるまち

安全・快適、みどりあふれるまち

小学生の放課後の居場所づくりを進めます

医療環境の整備が進む順天堂練馬病院
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関駅の交通広場等の都市計画素案の説明会を開
催します。いよいよ、鉄道の立体化が、実現に
向けて具体的に動き出します。
●みどりに恵まれた環境づくり

みどりに満足している区民の割合80％を目指
し、みどりのネットワーク形成と、区民ととも
にみどりを守り育てる仕組みづくりに取り組み
ます。

みどりのネットワークの拠点づくりを進めま
す。「武蔵野の面影」をテーマに稲荷山公園、「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。

近隣小学校の子どもたちなどからの提案をも
とに、設計を行った「（仮称）上石神井三丁目公
園」について、新設工事を行い、来年4月に開園
します。

昨年12月にお示しした「（仮称）練馬区みどり
の総合計画（素案）」に基づき、みどりのムーブメ
ントの輪を広げていきます。
「テーマ別みどりの区民会議」を設置し、個人

の庭の手入れや落葉清掃など、みどりを地域で
守り育てる取組みを推進します。森林環境譲与
税を活用して、憩いの森で自然観察会や森の育
成体験会を開催し、区民による自主管理や利活
用につなげていきます。また、住民の皆様と日
本大学芸術学部との協働により進めてきた、「豊
玉中いっちょうめ公園」を、来年4月に区民によ
る自主管理公園として開園します。
「練馬区みどりを育む基金」を、区民の皆様が

みどりへの関心や愛着を一層深められるようリ
ニューアルします。来年度から、四季の香ロー
ズガーデンの拡張等への寄付募集を開始します。

●災害に強い安全なまちづくり
昨年は自然災害が相次ぎ、首都直下地震や集

中豪雨に対する懸念や不安が増大しています。
地域特有の災害リスクを住民と情報共有し、「攻
めの防災」を進めます。

地震発生時の建物の倒壊や延焼の危険性を解
消する密集住宅市街地整備促進事業については、
新たに1地区での着手に向けて準備を進めます。
これに次いで危険性が懸念される3地区程度を、
区独自の「防災まちづくり推進地区」に指定し、
狭
きょう

隘
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に集中的に取り組みます。

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化が進捗
したことから、一般緊急輸送道路沿道建築物や
分譲マンションについて、耐震診断、改修設計、
改修工事の助成を拡充し、早期耐震化を重点的
に促進します。

水害リスクの高い地域をモデルとして、「地域
別防災マップ」を住民の皆様と協働で作成し、発
災時に区民一人ひとりが、即時に行動をとれる
よう訓練に取り組みます。
●環境まちづくりの推進

資源・ごみの分別方法や回収場所・日程など
を確認できるアプリを独自に開発します。英語・
ハングル・中国語版を同時リリースし、正しい
ごみの出し方を周知徹底します。

不燃ごみには、資源になる金属類が多く含ま
れています。資源循環センターを拡張・整備し
て、収集した不燃ごみを仕分けし、資源化とご
みの減量を推進します。

電気自動車や燃料電池自動車を、災害時に医
療救護所の電源として活用するため、事業者と
の協定を締結するなど、取組みを進めています。

引き続き、区民や事業者の皆様へ協力を呼びか
けるとともに、外部給電機器を活用した訓練に
取り組みます。

●練馬ならではの都市文化を楽しめるまち
来年度末に「美術館再整備基本構想」を策定し

ます。新しく就任した秋元雄史館長のもと、み
どり豊かな都市の環境を活

い

かした、優れた展示
を楽しめる、新しい美術館へと生まれ変わらせ
ます。

春の「こぶしハーフマラソン」から冬の「ユニ
バーサルコンサート」まで、四季を感じ、誰もが
楽しめる年中行事を発展、定着させていきます。

「こどもアートアドベンチャー」など、区民自ら
が活動する機会を充実します。
  「映像文化のまち構想」を策定し、映画やアニメ
などの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を進めます。
●世界都市農業サミットの開催

練馬の都市農業の魅力と可能性を世界に発信
するため、11月29日から12月1日にかけ、「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、トロントの5都
市から、農業者や研究者、行政担当者を招

しょう

聘
へい

し、
分科会、シンポジウムを通じて、都市農業の魅
力を共有し、相互に学び、更なる発展を目指し
ます。ワールドフェスティバル、ワールドマル
シェ、練馬大根引っこ抜き競技大会、ジャズコ
ンサートなど多彩なイベントを開催します。

また、サミットに向けて、広範な区民の皆様
とともに、多様なプロジェクトを展開します。
●都市農地保全と都市農業振興

昨年9月に、「都市農地の貸借の円滑化に関す
る法律」が施行され、区長就任以来取り組んでき
た、都市農地の制度改革が概ね実現されました。
これを機に、東京あおば農業協同組合と共同で、
農地所有者に対する意向調査を実施しました。
多くの方々が農地の維持と特定生産緑地への指
定を望んでおり、貸借制度に興味を示している
方々がいることも明らかになりました。この結
果を踏まえ、特定生産緑地の指定に関する説明
会を開催し、指定を積極的に進めていきます。
東京あおば農業協同組合の協力を得て、貸借制
度を活用した農地保全策を検討します。

昨年4月の「都市計画法」改正により創設され
た、新たな用途地域である「田園住居地域」の指
定に向けた検討を実施します。地区計画などの
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・都と調整していきます。

また、農家レストランや直売所、農産物加工
施設等が生産緑地内に設置可能になりました。
経営改善を目的にこれらの施設整備に取り組む
農業者への支援を充実します。
●企業支援と商店街の魅力づくり

産業振興の主役は、理想を掲げて努力する事
業者や商店主自身であり、互いに切

せ っ さ

磋琢
た く ま

磨し連
携することにより、魅力的な商品・サービスが
生まれます。

高校生や大学生を対象とした創業セミナーや
ビジネスプラン・コンテストにより、起業を目
指す新たな人材育成に取り組みます。また、大
学等の知的財産を企業が活用、事業化する産学
連携活動を推進するセミナーなどを開催します。

練馬区商店街連合会、ねりま観光センター、
区の三者が連携し、商店街の魅力スポットを巡
る体験ツアーや外国人から見たおすすめ店の紹
介など、商店街や個店の魅力を積極的に発信し
ていきます。
●スポーツを楽しめる環境整備

4月にオープンする練馬総合運動場公園では、
3月31日に開園式を行い、記念イベントとして、
オリンピックメダリストの朝原宣治氏などを招
き、陸上競技とラグビーの体験教室を開催しま
す（8面参照）。引き続き、著名選手によるサッ
カー教室、陸上競技の公認記録会を実施します。

また、ラグビーワールドカップに併せて行われ
る国際的な大学ラグビー大会の練習会場として
提供し、この機会に選手と子どもたちとの交流
の場を設ける予定です。

車椅子でも利用しやすい床に改修して、4月に
リニューアルオープンする大泉学園町体育館で
は、3月30日に、パラリンピアンを招いた車椅
子バスケットボールの体験会を実施します。
「100万人のハンドスタンプアートプロジェク

ト」を、23区で初めて、昨年秋から展開してい
ます。病気や障害がある子どもたちと、それを
応援する人々のハンドスタンプを集め、東京
2020パラリンピックでの展示を目指す取組み
です。今後、広く参加を呼びかけていきます。

●窓口から区役所を変える
区役所全体の改革を目に見える形で進めるた

め、まず区役所の顔ともいうべき窓口を変えて
いきます。

いくつかの自治体では、1カ所で全ての手続き
が完了するワンストップ窓口を設置しています
が、かえって待ち時間が長くなるなど課題が生
じています。来庁前から手続き完了まで、それ
ぞれの段階に工夫をこらし、「待たない」「まごつ
かない」「何度も書かない」窓口を実現します。来
庁しなくても手続きができる電子申請の拡充、
窓口の混雑状況が分かる仕組みの導入、窓口対
応力の向上、複数の申請書の一括作成、事務処
理ミスの防止など、具体的な課題に着実に取り
組み、窓口から区役所を変えます。
●区民協働の推進

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・自治会組織の基
盤強化を促進します。

23区で初めて町会・自治会が作成した、「これ
からの町会・自治会運営のヒント集」などを活用
する、加入促進や活動の担い手確保を応援します。

来年度から、新たな地域おこしプロジェクト
事業をスタートします。これまでの成果を踏ま
え、支援メニューを充実します。活動レベルに
応じた助成の増額、専門家による事業運営への
アドバイスを実施し、プロジェクトの実施団体
を増やします。
「パワーアップカレッジねりま」は、10年間で

約300人の区民が学び、卒業生は様々な地域活
動に取り組んでいます。今後は、福祉・防災・農・
みどり・エコスタイルの5分野に拡大するととも
に、町会・自治会をはじめ、人材を求める団体
とのマッチングに取り組みます。

冒頭申し上げたように、練馬区は今、まさに
時代の岐路に立っています。この先、いかなる
困難が待ち受けていようとも、逃げることなく
練馬区の発展に全力を尽くしたい。グランドデ
ザイン構想には、そんな思いを込めました。そ
の実現に向け、新たな一歩となるのが、第2次み
どりの風吹くまちビジョンであり、これに基づ
く来年度予算です。着実に実行に移し、豊かで
美しいまち「ねりま」の未来を切り拓いていく決
意です。

いきいきと心豊かに暮らせるまち

おわりに

区民とともに区政を進める

東京2020大会に向けて機運醸成を図ります

区民の皆様とみどり豊かなまちづくりを進めます
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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
370,758
（+191）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上
87,956（+1） 485,140（+183） 159,523（+2）

総人口 732,619（+186）日本人 712,903（+123）外国人 19,716（+63）
男 356,347 男 347,135 男 9,212
女 376,272 女 365,768 女 10,504

　昨年12月に区の新たな総合計画となる第2次みどりの風吹くまちビ
ジョンの基本計画とアクションプラン「戦略計画」の素案を公表しました。
　この度、平成31～33年度の具体的な取り組みと事業費を明らかにする

アクションプラン「年度別取組計画」の素案がまとまりましたので、その
あらましを紹介します。区民の皆さまからご意見を募集し、6月を目途
に策定します。 1

面

　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27日㈬までの午前9時～午後5時（24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

羽田空港の機能強化に
関する展示を
行います

第２次みどりの風吹くまちビジョンアクションプラン 
 「年度別取組計画」（素案）にご意見を

　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）、企画課、区ホームページでご覧になれます。ご意見は区民意
見反映制度により募集します。①意見②住所③氏名を、3月31日（消印有効）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。

〒176-8501区役所内企画課（本庁舎6階）
☎5984-2448 FAX 3993-1195
kikaku@city.nerima.tokyo.jp

ご意見の送付先・問合せ

　3月1日㈮から、みどりバス保谷
ルートに「学園町八丁目東停留所」を
追加します。なお、現在のルートや
運行時刻に変更はありません。詳しく
は、区ホームページをご覧ください。
▶問合せ：交通企画課☎5984-1274

至 保谷駅

至 光が丘駅

学園町八丁目東停留所

大泉中央公園

長久保停留所

大泉町三丁目
停留所

みどりバス保谷ルートに停留所を追加します3/1金
から

©練馬区

主な取り組みを紹介

●	私立認可保育所の整備や練馬こども園の充実
●	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・リラックスできる環境
を提供する「（仮称）練馬こどもcafé」を創設

●	妊婦健診や乳幼児健診の情報などを電子化し、
保護者などが閲覧できる「（仮称）母子健康電
子システム」を構築

●	区の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
た新しい児童相談体制を構築

子どもたちの笑顔輝くまち
柱
１

●	特別養護老人ホームの整備をさらに促進
●	コンビニの従業員に研修を実施し、地域の見
守り体制を強化

●	コンビニや薬局と連携した新たな「街かどケア
カフェ」の実施

●	働く意欲がある高齢者と区内中小企業をマッ
チングする「シニア職場体験事業」の実施

●	趣味や特技を活
い
かした地域活動を応援する

「はつらつシニア活躍応援塾」の実施

高 齢 者 が住みなれた地 域で
暮らせるまち

柱
２

●	都有地を活用した重度障害者グループホーム
を整備

●	障害者による農作物の収穫、加工・販売作業
を拡充

●	相談窓口への弁護士の配置や専門相談員によ
る出張相談の実施など、「ひとり親家庭自立応
援プロジェクト」を充実

●	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と在宅医療提
供体制の充実

安心を支える福祉と医療のまち
柱
３

●	都市計画道路の整備、大江戸線の延伸、西武
新宿線連続立体交差化の早期実現

●	稲荷山公園、大泉井頭公園の拡張・整備など、
みどりのネットワークの拠点づくり

●	木造住宅密集地域などの安全なまちづくりを
強化

●	地域の災害リスクや防災情報をまとめた「地
域別防災マップ」の作成

安全・快適、 みどりあふれる
まち

柱
４

●	練馬区立美術館の拡張と四季を感じるイベン
トの開催

●	映画やアニメなどの映像文化をテーマとした
「映像文化のまち構想」を策定し、夢のあるま
ちづくりを推進

●	「世界都市農業サミット」の開催と都市農地の
保全

●	販路拡大など企業活動の活性化と商店街や個
店の魅力づくり

いきいきと心豊かに暮らせる
まち

柱
５

●	混雑状況を確認できる窓口の拡大やいつでも
公金の支払いができる電子決済の多様化

●	転入、転出、出産などに伴う複数の申請書類
を一括で作成できるシステムを導入

●	町会・自治会組織の基盤を強化
●	地域活動に参加したい区民が学ぶ「パワー
アップカレッジねりま」のリニューアル

区民とともに区政を進める
柱
６
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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

申込・問合せ ・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

　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。

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
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
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
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

※ ピノキオ幼児舎練馬高野台園、ピノキオ幼児舎関町園、ソラスト中村橋は、4月に認可保
育園へ移行する予定です。

認証保育所の利用者を募集

　地震は「起こらないかもしれない」ではなく「必ず起き
る」と想定し、被害が大きくならないよう正しく備える
ことが重要です。今回、名古屋大学減災連携研究セン
ター長の福和伸夫さん（=写真）に地域の防災力を高める
ための取り組み事例や地域の防災リーダーの重要性に
ついて伺います。▶日時：3月3日㈰午後1時50分～3時
20分　※午後1時～1時40分に防災功労者功労団体表彰式を行います。

▶場所：練馬文化センター▶定員：592名
（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：防
災学習センター☎5997-6471 FAX 5997-
6472　※手話通訳・要約筆記を希望する
方は、事前にお問い合わせください。

平成28年4月の熊本地震による被害の様子

次の震災について
本当のことを話してみよう防災講演会

条例・計画など
都市計画の原案が
ご覧になれます

　西武新宿線井荻駅～西武柳沢駅間
の連続立体交差化計画に関連する都
市計画原案（①西武新宿線付属街路
の追加②練馬区画街路の追加③練馬
自転車歩行者専用道の追加④関町北
四丁目一団地の住宅施設の変更）が
ご覧になれます。意見のある方は意
見書を提出できます。また、公聴会
を開催します。公述（意見を述べる
こと）を希望する方は申し出てくだ
さい。▶縦覧・意見書提出の期間：
3月14日㈭までの午前8時30分～午
後5時15分（土・日曜を除く）▶縦
覧・意見書提出の場所：都市計画課

（区役所本庁舎16階）　※区ホーム
ページでもご覧になれます。
〈公聴会〉
▶日時：4月23日㈫午後6時30分か
ら▶場所：関区民センター▶公述の
申し出方法：都市計画課や区ホーム
ページにある申出書を、3月14日（必
着）までに持参または郵送で都市計
画課へ　※公述人がいない場合は、
公聴会は行いません。傍聴を希望す
る方は、事前に開催の有無を確認し
てください。
◎問合せ：①交通企画課☎5984-
1274②③新宿線・外環沿線まちづ
くり課☎5984-1278④住宅課☎
5984-1289

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10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
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。▶問合せ：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28～30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29年1月～30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3～4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

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
㎜×横㎜）：70×70▶料金：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8日㈮▶問合
せ：国保年金課管理係☎5984-4551

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。　
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財用地
係☎5984-2807

区
へ

練馬区のため 45万円（3件）
練馬みどりの
葉っぴい基金 42万1613円（6件）

福祉行政のため 105万円（3件）
障害者福祉のため 200万円（1件）
ひとり親家庭の
支援のため 100万円（1件）

高齢者福祉のため 4万円（2件）
子どもたちの
教育のため 100万円（1件）

青少年健全育成
支援のため 150万円（2件）

子育て支援のため 5万円（1件）
練馬区社会福祉協議会へ 67万612円（20件）

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

青少年問題協議会委員を募集
　区の青少年健全育成の活動方針な
ど、青少年健全育成施策について検
討する区民委員に欠員が出たため、
募集します。▶対象：区内在住の20
歳以上で、年2回程度主に平日の午
後2時間程度開催する会議に出席で

きる方▶任期：7月から1年間▶募集
人数：1名（選考）▶申込：履歴書（写真
の貼付は不要）と「練馬区の青少年健
全育成について」をテーマとした小
論文（800～1,200字程度。様式自由）
を、3月14日（必着）までに持参また
は郵送で〒176-8501区役所内青少
年係（本庁舎11階）☎5984-4691

東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を開催
▶日時：2月26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

環境・リサイクル
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4万2213名と21事業所による
エコライフチェックの取り組みの結
果、約3.16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

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
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■ 練馬木版会第20回作品展　3月
5日～10日午前10時～午後6時（5日
は午後1時から。10日は午後4時ま
で）　練馬区立美術館　入場無料　例
会…月2回土曜午後1時～4時　サンラ
イフ練馬など　講師　齋藤昭治　入会
金2,000円　月会費2,000円　簑島☎
3904-2548
■ ヨガ体験会　小学5年生以上対象　
3月8日・22日午後7時40分～8時40
分　貫井福祉園　参加費1回500円（中
学生以下250円）　キラナヨガ・伊藤
☎090-5491-1829（要予約）
■お子さんの結婚を考える親御さん
のためのセミナー　3月2日・16日
午後3時～6時　区役所本庁舎19階　
参加費1回1,000円　ハートアンドハー
ト・土屋☎5999-1285（要予約）

■スマホ、パソコンなどビジュアル
ベーシック教室　毎日曜午前9時～
11時　石神井公園区民交流センター　
高等専門情報工学の教員などが指導　
入会金2,000円　会費1回500円　荒
木☎3904-3437（要予約。午後5時～
10時）
■ やさしい英会話無料体験会　60
歳以上の初心者対象　3月12日午後1
時30分～3時　石神井庁舎5階　外国
人講師が指導　ホワイトローズ・原沢
☎070-3824-4297（要予約。平日午
後4時まで）
■第12回ねりま子育てメッセ2019
（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2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
■ 中村・書の会（毛筆・硬筆）　4～
15歳の方、16歳以上の女性対象　月
3回水曜午後4時～6時30分の間の1時
間30分　中村地域集会所　会費1回
1,300円（中学生以下月3,600円）　教
材費実費　岡村☎ FAX 3926-2798

■骨盤を矯正してコアを鍛えクビレを
作るストレッチなど　マイフィット
ネス・エリ　初心者の女性対象　月4
回金曜主に午前11時～午後1時　下石
神井地区区民館など　入会金1,000円　
会費1回1,500円　初回は無料体験可　
高橋☎ FAX 3924-2678（要予約）
■アトリエ・弓絵画教室（水彩・油
彩・デッサン）　小学生以上対象　月
4回日曜午前10時～正午　関町北地区
区民館　講師　矢萩真弓　月会費
4,000円　教材費月800円　初回は無
料体験可　柳☎090-6022-3660
m-yhg.art@ezweb.ne.jp
■ 英語の会　ピュア　女性対象　第
1・3①火曜②木曜午後1時～3時（初
級）③第1・3木曜午前10時～正午（中
級）　①春日町青少年館②③南大泉青
少年館　①～③とも月会費2,000円　
三浦☎080-5679-8848（要予約）
■パソコン教室　健康長寿会　ノー
トパソコンを持参できる初心者対象　
月3回水曜午後1時～4時　石神井公園
区民交流センターなど　入会金2,000
円　月会費4,500円　田辺☎3920-
3842

■五十嵐カラオケ教室発表会（フラ
ダンス・踊りなど）　2月24日午前9
時30分から　生涯学習センター　入
場無料　五十嵐☎070-6484-2179
■プリンセスバレエ（クラシックバ
レエ）　毎金曜①午後4時45分～5時
35分（幼児）②午後5時40分～6時40
分（小学1～3年生）　光が丘地区区民
館など　①②とも入会金2,000円、月
会費①3,300円②3,800円　初回は無
料体験可　富川☎080-5403-0852
（要予約）
■ねりま水彩スケッチ倶楽部　初心
者対象　第1～3木曜午前10時～正午　
向山庭園　月会費4,000円　初回は無
料体験可　年１回発表会あり　鈴木☎
3931-7028
■練馬混声合唱団（ビバルディ「グロリ
ア」、混声合唱組曲「島よ」ポピュラー
曲など）　毎金曜午後6時30分～9時　
生涯学習センターなど　講師　高瀬新
一郎　入会金1,500円　月会費4,000
円（学生は2,000円）　楽譜代実費　演
奏会チケット分担金あり　初めの1カ
月は無料体験可　7月27日に第50回
定期演奏会あり　渡辺☎3991-1684

■ 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9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7日までに要予約。
午後6時以降）
■連続講演会「中東のいま」（①パレス
チナ難民70年の記憶②パレスチナ
難民問題の現状と今後）　高校生以上
対象　①3月16日②23日午後2時～4
時　光が丘図書館　講師　中東ジャー
ナリスト／川上泰徳　①②とも参加費
1回500円　光が丘図書館利用者の会・
小野☎090-1656-2404 riyosha.
hikarilib@gmail.com（要予約）
■心と体を結ぶヨガ　第2・4木曜午
前10時～正午　サンライフ練馬など　
会費1回1,500円　大木☎080-6532-
0692 makoto-arigatou@ezweb.
ne.jp
■ 社交ダンス　夢　初級者～中級者
対象　毎土曜午後2時30分～5時　桜
台地域集会所　入会金1,000円　会費
1回1,300円　内田☎080-9401-9924

⃝�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。

■ 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。

３月の健康相談などの日程（無料）�
事前に予約が必要です。
※�体組成の測定・育児
栄養歯科相談を除く。

内容 会場 日程・受付時間
健康相談
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、歯
科に関する相談

豊
北
光
光
石
石
大
関

��5㈫・19㈫
��5㈫・19㈫
14㈭
19㈫
��4㈪
28㈭
12㈫・28㈭
11㈪・25㈪

13:00～15:00
�〃

9:30～11:15
13:30～15:15
13:30～15:30

�〃
13:00～15:00
9:00～11:00

体組成の測定
▶内容：体組成計を使用し、ご自身でBMI
などを計測�
禁煙に関する相談
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関の
紹介など
育児栄養歯科相談
▶持ち物：母子健康手帳

豊
北
光
石
大
関

��6㈬・20㈬
��1㈮・19㈫
13㈬
��8㈮・22㈮
11㈪
11㈪・25㈪

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 2～30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
光
関

��8㈮
27㈬
��4㈪
14㈭
��7㈭
22㈮
13㈬

9:30～12:00
13:30～16:30
14:00～16:00
14:00～15:30
14:00～16:00
9:00～11:00
14:00～15:30

◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるなど
でお困りの方や家族

◆子育てこころの相談
▶対象：子育てで悩んでいる方 石 20㈬ 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

20㈬
◎27㈬
��7㈭

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 18㈪ 14:00～16:00

◆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 28㈭ 14:00～15:30

HIV（エイズウイルス）抗体即日検査・梅毒
検査（匿名） 豊 ��1㈮ 9:00～10:00

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

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

豊
…
豊
玉
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
2・1
1
8
8

北
…
北
保
健
相
談
所
☎
3
9
3
1・1
3
4
7

光
…
光
が
丘
保
健
相
談
所
☎
5
9
9
7・7
7
2
2

石
…
石
神
井
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
6・0
6
3
4

大
…
大
泉
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
1・0
2
1
7

関
…
関
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
9・5
3
8
1

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

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

　（
担
当
地
域
は
、
わ
た
し
の
便
利
帳「
あ
な
た
を
受
け
持
つ
窓
口
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

※
診
断
書
の
発
行
が
で
き
る
医
療
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関
に
つ
い
て
は
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医
療
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セ
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ー
☎
3
9
9
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1
2
1
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問
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せ
く
だ
さ
い
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働く
①給食介助②調理補助
【臨時職員】
▶期間：4月～9月▶日時：月～金曜
①午前11時30分～午後1時30分②
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1,040円　※交通費支給。▶
申込：履歴書（写真貼付）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8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

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：①
③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1,000円②時給1,020
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

住まい・まちづくり
住居表示の届け出と
補助番号のご利用を
　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。
〈補助番号をご利用ください〉
　建物を特定しやすくするため、一
定の基準を満たす建物の住居番号に
補助番号を付けることができます。
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
はまる建物の所有者　①同一の住居
表示の建物が10棟以上ある②同一
の住居表示の建物が複数棟あり、建
物の特定が困難である
◎問合せ：住居表示係☎5984-4526

訂正します
　2月1日号8面に掲載した「都民体
育大会練馬区選考会　弓道」の日程
に誤りがありました。正しくは、3
月10日㈰です。お詫びして訂正し
ます。▶問合せ：スポーツ振興課事
業係☎5984-1947

子ども・教育
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23日㈯～27
日㈬午後1時30分～3時【24日㈰を
除く。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学校名・学年⑤性別⑥電話番号
を、3月4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歳ごろまで参加可）▶
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
13㈬・25㈪
� ①14:00②15:00
22㈮�①10:00②11:00

北 ☎3931-1347 12㈫�①10:00②10:50
光が丘☎5997-7722 18㈪�①10:00②10:50

石神井☎3996-0634 7㈭・14㈭� ①10:00②10:50
大　泉☎3921-0217 15㈮�①10:00②10:50
関 ☎3929-5381 15㈮�①10:15②11:00

高齢者
ねりまお口すっきり体操
講習会～体とお口のストレッチ
▶対象：65歳以上の方▶日時：3月13
日㈬午前10時～正午▶場所：石神井
保健相談所▶講師：健康運動指導
士／原眞奈美▶定員：30名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3996-0634

健康・衛生
健康長寿講演会「加齢や病気に
伴う聴こえの問題とその対応」
▶日時：3月27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：東京都健康長寿医療
センター耳鼻咽喉科医長／高橋正時
▶定員：100名（先着順）▶申込：電話
で北保健相談所☎3931-1347
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ミニガイド
◆アクアビクス▶対象：18歳以上の
方▶日時：3月6日～4月24日の毎水曜
午前9時30分～10時45分▶場所：光
が丘体育館▶定員：各20名（先着順）▶
費用：1回500円▶持ち物：水着、水泳
帽▶申込：電話でSSC光が丘・太田☎
090-4745-8498
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：
3月9日㈯午後1時30分～3時▶定員：
50名（先着順）▶申込：3月7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10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
◆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
16日㈯午前9時～午後5時▶場所：総合
体育館▶内容：北京五輪出場の櫻井由
香さんなど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
◆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27日㈬Ⓑ29日㈮午前9時

20分西武池袋線石神井公園駅集合～
石神井池～三宝寺～石神井城跡～正午
豊島屋解散(約3㎞ )Ⓒ3月28日㈭Ⓓ30
日㈯午前9時20分西武池袋線練馬駅集
合～白山神社～田島山十一ヶ寺～石神
井川桜並木～正午平成つつじ公園解散
(約4㎞ )▶定員：各15名（抽選）▶保険
料など：500円▶申込：往復ハガキで①
催し名（Ⓐ～Ⓓの別も）②参加者全員（4
名まで）の郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号を、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
◆簿記講座「日商簿記3級」▶日時：4
月6日～5月25日の毎土曜午前9時30
分～午後4時【4月13日、5月4日を除
く。6日制】▶場所：練馬西法人会▶定
員：20名（先着順）▶テキスト代など：1
万2000円▶申込：電話またはファクス
で①講座名②住所③氏名④電話番号
を、3月20日㈬までに事務局☎3923-
7272 FAX 3923-7285
◆4月からのシルバー人材センター
の学習教室（数学・英語）▶対象：中
学生▶日時・場所：①羽沢教室（羽沢
3-36-16）…月曜（数学）・木曜（英語）
②関町教室（関町リサイクルセンター
内）…火曜（英語）・木曜（数学）　※時
間はいずれも午後7時～9時。▶内容：
学校の授業の補習、予習など▶講師：
教員免許保持者▶定員：各15名（先着
順）▶費用：各教科月2,500円　※教材
費実費。▶申込：電話で練馬区シルバー
人材センター☎3993-7168

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

◆旬の食材を利用した高齢者のた
めの簡単健康ごはん▶日時：3月18
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、調理実習▶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
◆バドミントンを楽しもう！▶対象：
小学3～6年生▶日時：3月2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3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）
◆親子理科教室　ギシギシプロペラ
▶対象：小学生と保護者▶日時：3月10
日㈰午後2時～3時30分▶場所：区役
所本庁舎20階▶定員：36名（先着順）▶
費用：1人500円▶申込：電話でぶんか
サイエンスカフェ・伊藤☎090-1771-
0901　※保育あり（3月3日㈰までに
要予約。1歳児以上対象。定員10名。
費用100円）。
◆音で遊ぼう！春が来た▶対象：3
歳以下のお子さんと保護者▶日時：3
月13日㈬午前10時30分～11時30分
▶場所：生涯学習センター▶定員：60
名（先着順）▶費用：1人500円▶申込：
電話でわいわい音楽隊・髙橋☎050-

1188-7159（平日午前10時～午後5時）
◆スポーツなど　ABとも▶対象：5
歳児～中学生　※未就学児は保護者同
伴。　※保護者の参加も可。▶申込：
当日会場へ
A総合体育館▶日時：3月2日㈯午前9
時～正午▶内容：トランポリン、ボク
シングミット打ちなど▶定員：50名（先
着順）▶保険料：50円
B桜台体育館▶日時：3月2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）
◆3月の水泳ワンポイントレッスン　
▶対象：4歳児～中学生　※小学3年以
下のお子さんには水着を着用した保護
者が付き添ってください。▶日時：3月
2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

朝・夕・青空市
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶日時：2月24
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨
永☎090-4374-3888
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
2月25日㈪午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆春日町本通り商店会▶日時：2月
27日㈬午前11時～午後4時▶問合せ：
小泉☎3998-1131
◆南ヶ丘商店街▶日時：3月1日㈮
午前9時から▶問合せ：内藤☎3926-
6404

花とみどりの展示会
◆デンドロン・リーフの会「一属一
類の群生地の写真展」▶日時：3月1日
㈮～8日㈮午前9時～午後5時（8日は午
後3時まで）▶場所・問合せ：花とみど
りの相談所☎3976-9402

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。
◆こぶし公園（富士見台3-53-1）▶
日時：3月10日㈰午前10時～午後1時

（雨天中止）▶申込先：〒177-0034富
士見台3-62-13-203　島裕子☎090-
6496-5366（先着10店。問い合わせ
は午後6時～9時）
◆石神井公園区民交流センター（石
神井町2-14-1）▶日時：3月16日㈯午前
10時～正午▶申込先：〒177-0041石
神井町2-14-1　練馬区消費生活セン
ター運営連絡会☎3996-6351（先着
20店。問い合わせは月・水・金曜午
前10時～午後3時）

学校応援団・開放まつり
◆親子で楽しむ読み聞かせ▶対象：
5歳児～小学2年生と保護者▶日時：3
月9日㈯午後1時30分～3時▶場所：田
柄小▶講師：絵本専門士／鴫原晶子▶
定員：25組（先着順）▶申込：電話で田
柄小応援団☎5997-2370（平日午後3
時～4時）　※ホームページ（https://
yossy99.wixsite.com/oendan-
koza）からも申し込めます。▶問合せ：
学校応援団・開放係☎5984-1057

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

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

　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・共通実技と選択実技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：116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11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。

内容 日時【9日制】 場所

講義
（5/11㈯の午後は実技〈救急法短期講習〉）

  4/6㈯13:00～16:40
4/13㈯10:00～15:20
4/20㈯12:40～17:00
5/11㈯ 10:00～12:10 

13:10～16:10
5/25㈯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)   5/8㈬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）
  5/9㈭・14㈫・17㈮

19:00～21:00

スポーツリーダー養成講習会
問合せ スポーツ振興課振興係☎5984-1948

▶申込：体育館やスポーツ振興課、
区ホームページにある実施要項をご
覧の上、3月8日（必着）までに練馬
区バレーボール連盟・田口へ
2ソフトテニス（男子・女子ダブルス）
▶日時：3月31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）Ⓓ壮年男子（55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・学校名と学年
（学生のみ）・性別・電話番号を、3
月8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

講座・催し
区民環境行動講演会「地球
温暖化と私たちの未来」
▶日時：3月23日㈯午後2時30分～
4時30分▶場所：区役所アトリウム
地下多目的会議室▶講師：国立環境
研究所地球環境研究センター副セン
ター長／江守正多▶定員：100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郵便番号
③住所④氏名（ふりがな）⑤電話番号
を、3月11日（必着）までに〒176-
8501区役所内環境計画推進係☎ 
5984-4702 FAX 5984-1227
kankyou02@city.nerima.tokyo.jp

勤労福祉会館の催し
1～3とも▶場所・問合せ：勤労福
祉会館☎3923-5511
1楽しさいっぱいのお菓子教室
▶日時：3月9日㈯Ⓐ午前10時～午後
0時30分Ⓑ午後1時～3時30分▶献
立：ガレット▶講師：東京多摩調理製
菓専門学校講師／中村俊雄▶定員：
各20名（先着順）▶費用：2,000円▶
申込：3月6日㈬までに電話で同所へ
2ライフプラン講座「待ったなし、
介護予防から介護準備に進みましょう」
▶日時：3月16日㈯午後2時～4時▶
講師：介護福祉士／牧野匡道▶定員：
30名（先着順）▶費用：200円▶申込：
3月9日㈯までに電話で同所へ
3ねりまタウンコンサート「日本
フィルメンバーによる室内楽の夕べ」
▶日時：3月26日㈫午後7時開演▶
定員：100名（先着順）▶費用：1,800

円　※18歳以下の方と障害のある
方は割引あり。▶申込：電話または
ファクスで①催し名②住所③氏名④
学年（学生のみ）⑤電話番号⑥障害の
有無を、実行委員会事務局☎5984-
3221 FAX 5984-5650

あすなろ青年学級作品展
▶日時：3月3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・絵画などの展示▶問合
せ：春日町青少年館☎3998-5341

春をさがしてみよう！
動き始めた草木や虫たち
▶日時：3月3日㈰午前10時～正午
▶場所：花とみどりの相談所周辺の
公園▶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

スポーツ
都民体育大会練馬区選考会
12とも▶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、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。▶問合せ：スポーツ振興課
事業係（区役所本庁舎8階）☎5984-
1947
1バレーボール
▶日程：3月17日㈰▶場所：総合体育
館▶内容：9人制一般男子・女子の
部▶保険料など：1チーム1,000円
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広告

内容・費用 日時 定員
（先着順）

琉球ガラスカレットの
万華鏡作り▶費用：200円

17㈰Ⓐ13：00から
　　 Ⓑ14：00から 各20名

桜のメッセージカード
を作ろう▶費用：50円

21㈷Ⓐ13：00から
　　 Ⓑ14：00から 各20名

タイムスリップ、
昔の衣装体験

24㈰
13:00～15:00 -

▶申込：当日会場へ春休み事業

教室名 対象 定員（抽選）

1ランニング
　（短距離走）教室 小中学生 100名

2ラグビー体験教室 ４歳児～
小学生 100名

内容・費用 日時 定員
（先着順）

くるみぼたんで作るヘアゴム
▶費用：200円

2㈯Ⓐ13：00から
　　Ⓑ14：00から 各20名

いろり端で楽しむ紙しばい 9㈯Ⓐ13：00から
　　Ⓑ14：00から -

昭和の遊び
ベーゴマを楽しもう

16㈯
13:00～15:00 -

石神井公園ふるさと文化館
を探検しよう

23㈯
13:00～15:00 -

スタンプで作る
市松模様のバンダナ
▶費用：300円

30㈯
13：00~15:00 30名石神井公園ふるさと文化館

☎3996-4060

場所・問合せ

～東京2020オリンピック・パラリンピック500日前記念／
　ラグビーワールドカップ2019日本大会６カ月前記念 ▶日時：3月31日㈰午前11時45分～午後

0時45分▶場所：練馬総合運動場公園（練
馬2-29-10）▶申込：ハガキまたはファク
ス、電子メールで①教室名（12の別）②住
所③氏名（ふりがな）④年齢（学生は学年
も）⑤電話番号⑥ファクス番号または電子
メールアドレス（ある方のみ）を、３月８日
（必着）までに〒176-8501区役所内オリ
ンピック・パラリンピック担当係☎︎5984-
1270 FAX 3557-1351 olympic-
paralympic@city.nerima.tokyo.jp

　4月1日㈪に開園する練馬総合運動
場公園のオープニングフェスティバル
の体験教室参加者を募集します。講師
には、北京オリンピック400ｍリレー銀
メダリストの朝原宣治さんと、元ラグ
ビー日本代表キャプテンの菊谷崇さん
を招きます。

 練馬総合運動場公園オープニングフェスティバルの

ランニング・ラグビー
体験教室参加者を募集

朝原宣治さん 菊谷崇さん

　西洋からもたらされた「あかり（照明）」
により変わっていった当時の人々の暮ら
しを紹介します。
▶日時：3月8日㈮午後2時～3時30分▶定
員：90名（先着順）▶申込：電話で石神井公園
ふるさと文化館へ

館長が語るふるさと文化講座
「江戸から東京へ
～あかりの変遷とくらし」

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

▶申込：当日会場へふれあい土曜事業

3/31㈰

の石神井公園ふるさと文化館の催し3月

世界都市農業サミット応援企画
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