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【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。
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みどりの風

9月29日日
午後5時開演（午後4時15分開場）
会場：石神井松の風文化公園

練馬薪能

梅若万三郎 梅若紀長 野村万作 野村萬斎

詳しくは、2面をご覧ください

狂言 「靱
うつぼざる

猿」
野村万作・萬斎ほか

能 「葵
あおいのうえ

上 梓
あずさので

之出」
梅若万三郎・紀長ほか
※公演の冒頭に解説があります。

演
目

世界都市農業サミット応援企画
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能楽体験ワークショップ　
　装束・所作（すり足）の体験や謡の稽古など、能を身近に感じることができます。
▶対象：小学生以上▶日時：Ⓐ７月24日㈬Ⓑ８月６日㈫午後2時30分～4時▶場所：Ⓐ勤
労福祉会館Ⓑ光が丘区民センター3階▶定員：各30名（抽選）▶申込：往復ハガキまたは
電子メールで①催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員（2名まで）の住所・氏名（ふりが
な）・年齢（学生は学年も）・電話番号を、7月4日（必着）までに〒176-8501区役所内
文化振興係 bunkashougai@city.nerima.tokyo.jp　※抽選結果は7月11日㈭ご
ろにお知らせします。

　大名が太郎冠者を伴い
狩りに出かける道中、毛
並みのよい子猿を連れた
猿
さる
曳
ひき
（猿回し）に会う。か

ねて靱（矢を携帯するた
めの道具）に猿皮を張り
たいと思っていた大名は、
その猿の毛皮を譲れと迫
る。理不尽な要求に一度
は拒んだ猿曳だが、弓矢での威嚇に抗えず、ついに了承する。猿曳
は泣く泣く猿に言い含め、一打ちに殺そうとするのだが…。

狂言「靱
う つ ぼ ざ る

猿」
　病床に伏す光源氏の正妻・
葵上のため、さまざまな医療
や加

か じ き と う
持祈祷を行うが、効果が

ない。
　家来が照

て る ひ の み こ
日ノ巫女に占わせ

ると、源氏のかつての恋人・
六条御息所の生霊が現れ、恨
みを述べ、葵上を冥界へ連れ
去ろうとする。慌てた家来は、行者（山伏）の横川小聖を呼びに行く。
小聖が祈祷を行い、鬼女の姿になった御息所の怨霊と激しく争う。つい
に、御息所の怨霊は法力に祈り伏せられ、悪心は成仏する。

能「葵
あおいのうえ

上 梓あ ず さ の で

之出」

昨年の様子

演目のあらすじ
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6/19水 入場無料

©︎Ayane Shindo

▶対象：小学生▶日時：7月14日㈰Ⓐ午前10
時30分～正午Ⓑ午後1時～２時30分▶場所：
中村南スポーツ交流センター▶講師：シド
ニーオリンピック男子マラソン銀メダリス
ト／エリック・ワイナイナ▶定員：各30名

（先着順）▶申込：電話で同所☎3970-9651

区民交流事業 かけっこ教室7/14日

▶対象：区内在住・在勤（在学）の小学生以上の方
▶定員：692名（抽選）
▶申込：往復ハガキで①みどりの風 練馬薪能②座
席（Ｓ・Ａ・Ｂ・自由席・車いす席の別）③参加者全
員（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・電話番号④
引換方法（S・A・B・車いす席のみ〈窓口引換〉・〈郵
便振替〉の別）を、6月20日（必着）までに〒176-0001
練馬1-17-37　（公財）練馬区文化振興協会へ　

※同ホームページ(https://www.neribun.or.jp/
takigi/）からも申し込めます。

※抽選結果は6月28日㈮ごろに発送します。
※自由席当選の方には引換券を送付しますので、

当日会場で料金をお支払いください。なお、雨
天時は自由席での観覧はできません。

チケットの申し込み方法

車
い
す
席

車
い
す
席

自
由
席

自由席

S席

B席

B席

A席

能舞台

座席（定員692名）

料金

⃝内容は予告なく変更することがあります。　⃝スマートフォンなどを使って、聴覚障害のある方の観
劇をサポートします。希望する方は、文化振興係へお問い合わせください。

Ｓ席：6,000円　Ａ席：4,000円　Ｂ席：2,000円
車いす席：1,000円（同伴者1名は無料）
自由席：1,000円

　雨天時は、練馬文化センター小ホールで実施し
ます。当日午後１時以降に開催場所を決定します。
その場合、座席位置が変わります。

お知らせ

雨天での会場変更

S席342席、A席136席、B席110席、
自由席100席、車いす席4席

第270回 アトリウムミニステージ
▶日時：6月19日 ㈬ 午 後0時15分 ～0時45分
▶場所：区役所アトリウム▶曲目：C.ドビュッ
シー／亜麻色の髪の乙女など▶出演：後藤榛花 

（クラリネット）ほか▶問合せ：（公財）練馬区文化
振興協会☎3993-3311　※事前の申し込みは不
要です。　※車での来場はご遠慮ください。

みどりの風 練馬薪能
問
合
せ

文化振興係☎5984-1284
※チケット販売に関する問い合わせは（公財）練馬区文化振興協会☎3993-3311。



　「まちゼミ」では個性あふれる区内商店街の店
主が講師となり、専門知識をお伝えします。受
講は無料です（材料費などは実費）。プロならで
はの知識・技術を学べる97の「まちゼミ」で新た
な発見と出会いをお楽しみください。　※参加
者には、店舗ごとにお得なサービスを受けられ
る特典などがあります。

▶申込：各店舗へ直接申し込んでください（先着順）　
※講座の内容など詳しくは、6月11日㈫の新聞（朝
日・読売）折り込みや商店街などにある
チラシ、練馬区商店街連合会ホームペー
ジ（http://www.nerima-kushoren.jp/
machisemi）をご覧ください。

「まちゼミねりま」を開催
6/20 木～7/31水

問合せ 練馬区商店街連合会☎3991-2241
（平日午前9時～午後5時）

知りたい！おいしいたまごの真実

やっぱり楽しいお茶の時間

新世界のワイン飲み比べ

自分らしい朗読表現を楽しもう！

二次元
バーコード

▶申込：往復ハガキで①住所②氏名（ふりがな）③電話番号④一般・学生
の別⑤希望区分（Ⓐ～Ⓔの別）⑥現在定期利用している駐車場名（ある方
のみ）を、6月17日（必着）までに〒176-0012豊玉北5-29-8　（公財）練
馬区環境まちづくり公社☎3993-8011
※原動機付自転車は利用できません。　※申し込みは１人１通です。

　優先受付対象の方（身体障害
者手帳・愛の手帳・精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方）は直
接、氷川台駅第一自転車駐車場
へお越しください。▶受付日時：
6月20日㈭～7月5日㈮の平日午
後3時～8時　※土・日曜は午前
10時～午後3時。　※申し込み
時に手帳を提示してください。

区分・台数
１カ月 ３カ月 ６カ月

一般 学生 一般 学生 一般 学生
Ⓐ 平置き 1階64台 2,000円 1,500円 5,700円 4,200円 9,600円 7,200円
Ⓑ

2段
ラック

2階下段120台 1,800円 1,300円 5,100円 3,700円 8,600円 6,200円
Ⓒ 2階上段36台 1,300円 800円 3,700円 2,200円 6,200円 3,800円
Ⓓ 3階下段129台 1,500円 1,000円 4,200円 2,800円 7,200円 4,800円
Ⓔ 3階上段36台 1,000円 500円 2,800円 1,400円 4,800円 2,400円
※24時間利用できます。
※定期利用料金の支払いは、原則として口座振替です。
※口座振替は、上記料金より１カ月は50円、3カ月・6カ月は100円割引になります。
※�身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、生活保護受給世帯の
方は定期利用料金が免除されます。

駅出入口1

至平和台

氷川台駅
氷川台駅第一
自転車駐車場
（氷川台3-38-16）

東京メトロ有楽町線

駅出入口2

氷川台駅
第九自転車
駐車場

（氷川台3-41-3）

NEW

氷川台駅第九自転車駐車場が
7月1日月に開設
　氷川台駅に開設する自転車駐車場の定期利用者を募集

（抽選）します。ぜひご利用ください。

プロならではの

知識・技術を学べ
る

　在宅で子育てをしている保護者を対象に、新たなリラックスの場を
提供します。おしゃれなカフェにお子さんと一緒に訪れて、保護者同
士が交流し、知り合いの輪を広げませんか。
　お子さんとのふれあい遊びや絵本の読み聞かせ、離乳食・育児につい
ての相談など、さまざまな企画も用意しています。ぜひご利用ください。

問合せ こども施策企画課事業担当係
☎5984-1306

▶対象：１歳児と保護者▶日時：①６月18日㈫②24日㈪午前10時
～11時▶場所：タリーズコーヒー①大泉学園店（東大泉2-34-1）②
石神井公園店（石神井町2-14-31）▶定員：各5組（先着順）▶申込：本
人が直接、店舗へ
※7月以降の開催予定など詳しくは、区ホームページをご覧ください。

カフェでリラックス
〜ふれあい遊びや絵本よみきかせ

はじめての
“カフェ”して
みませんか？

6月のテーマ

お店の人とだけで
なく、受講者同士
も仲良くなれた！

近くの商店街のす
てきなお店を知る
ことができた！

受講者の声
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5月の放射線量
測定結果

詳しい測定結果は、区ホームページ「東日本大震災関連情報」の「放射線量等の測定結果（分類別）」をご覧ください。▶問合せ：環境規制係☎5984-4712
【測定点】区立12施設　【測定値】単位：マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm　0.028～0.074　●地表面から5cm　0.030～0.075

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

固定資産税・都市計画税 第１期分の納期限は７月１日月

今年度の納入通知書を
６月20日木に発送

　保険料は、昨年中の総所得金額等を基に計算し、納入通知書でお知らせ
します。納付方法など詳しくは、同封の「国保のお知らせ」をご覧ください。 
※国民健康保険は世帯単位の制度です。世帯主本人が国民健康保険に加
入していない場合でも、納入通知書・納付書は世帯主宛てに送付します。
▶問合せ：こくほ資格係☎5984-4554
〈保険料のお支払いをお忘れなく〉
　保険料は、納め忘れのない口座振替をご利用ください。納入通知書に
同封の「口座振替依頼書」で申し込みできます。口座振替が開始されるま
での保険料は納付書でお支払いください。
　納付書でお支払いいただく場合は、金融機関や郵便局、コンビニエン
スストア、区民事務所（練馬・石神井を除く）、こくほ整理係（区役所本
庁舎3階）、こくほ石神井係（石神井庁舎２階）で納付できます。
▶問合せ：こくほ収納係☎5984-4559
〈納付が難しい場合はご相談を〉
　納期限を過ぎた保険料は、原則一括での納付となります。一括での納
付が困難な場合は、納付方法についてご相談ください。
▶問合せ：こくほ整理係☎5984-4560

国民健康保険
のお知らせ

●保険証を一斉更新します〜普通郵便での送付を希望する方は申し込みを
　現在の保険証の有効期限は、9月30日㈪です。新しい保険証は、9
月中に簡易書留郵便で送付します。普通郵便での送付を希望する方は、
申し込んでください（転送はできません）。▶申込：便箋またはハガキ
で①普通郵便希望②保険証の記号番号③住所④世帯主の氏名⑤申込者
の氏名・電話番号を、7月31日（必着）までに〒176-8501区役所内こ
くほ資格係へ

　鮮度が良くても、生肉には「腸管出血性大腸菌（Ｏ157
など）」や「カンピロバクター」が付いていることがありま
す。これらは少量でも食中毒を起こすことがあります。
　特に、抵抗力の弱い子どもや高齢者が生肉を食べて食

中毒を発症すると、重症化しやすく、合併症を引き起こすことがあ
ります。肉を食べるときは、十分に加熱しましょう。

　食中毒は、飲食店などでの食事が原因と
思われがちですが、毎日食べている家庭の
食事にも、危険がたくさん潜んでいます。
　細菌による食中毒が増加する暑い夏に向
けて、予防のポイントを紹介します。
▶問合せ：食品衛生担当係☎5984-4675

家庭でできる

食中毒
予防

生で肉を食べることは避けましょう

　生の魚や肉に付いていた細菌が、手指や調理器具 
から食品に付き、食中毒の原因になることも。常に清潔にしましょう。

　細菌が増えないよう、早く食べましょう。また、保存する
場合は冷蔵庫に入れましょう。

　多くの細菌は熱に弱いので、食品の中心まで十分に加熱しましょう。
また、食器や調理器具などは、熱湯や塩素系漂白剤で消毒しましょう。

付けない！

増やさない！

やっつける！

××

問合せ
議会事務局
☎5984-4732
FAX 3993-2424

　日程は変更になる場
合があります。傍聴や
手話通訳を希望する方
は、事前にお問い合わ
せください。

本会議（議長・副議長選挙）
議会運営委員会、
本会議（区長所信表明、議案上程）
　　　　 本会議（一般質問）
常任委員会
特別委員会
常任委員会
常任委員会、特別委員会
議会運営委員会、本会議（議決）

６月13日㈭
６月14日㈮

６月17日㈪〜19日㈬
６月20日㈭
６月21日㈮
６月24日㈪
６月26日㈬
６月28日㈮

令和元年 6月28日㈮
まで開催中第二回区議会定例会

××

××

××
××

××

お知らせ
あき地の除草はお早めに

　梅雨時は雑草が伸びるのが早くな
ります。放置すると、害虫やネズミ
の繁殖、ごみの不法投棄につながり、
近隣の方の迷惑となります。所有
者・管理者の方は、早めに除草や清
掃をしてください。▶問合せ：まち
美化推進係☎5984-4709

練馬つながるフェスタ2020
の実行委員を募集

　区民の地域活動への関心を高める
ほか、団体間の交流を深めるため、
区内のNPO法人やボランティア団
体の活動内容などを紹介する催しで
す。今回、来年2月1日㈯に開催を予
定しているフェスタの企画や運営に
携わる実行委員を募集します。実行
委員会は8回程度、主に平日夜間に
開催します。▶対象：NPO法人やボ
ランティア・サークル活動などの運

営に携わったことがある方▶募集人
数：若干名（選考）▶申込：区民協働交
流センター（練馬1-17-1〈ココネリ3
階〉）や区ホームページなどにある応
募用紙に記入の上、6月30日㈰まで
に申し込んでください▶問合せ：区
民協働交流センター☎6757-2025

ねりま区議会だよりをさまざ
まな形でお届けしています

　「ねりま区議会だより」は、定例会
ごとに年4回発行しています。朝日・
産経・東京・日経・毎日・読売の各
新聞に折り込んでお届けしているほ
か、駅の広報スタンドや金融機関、
郵便局、公衆浴場、区立施設などに
も置いています。また、以下のサー
ビスも用意しています。希望する方
は、お問い合わせください。
〈新聞を未購読の方は、送付サービ
スのご利用を〉
　新聞未購読で、上記の施設で区議
会だよりの入手が困難な方に無料で
送付しています。
〈視覚障害のある方に音声版などを

送付〉
　視覚障害のある方には、区議会だ
よりの点字版、カセットテープ版、
デイジー版CDを送付しています。
◎問合せ：議 会 事 務 局 ☎5984-
4732 FAX 3993-2424

事業者向け
ビジネス講座「周りが応援し
たくなる事業計画の作り方」
▶対象：事業者、創業を考えている
方▶日時：7月18日㈭午後7時～9時
▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶
講師：中小企業診断士／小早川渡▶
定員：30名（先着順）▶費用：500円▶
申込：電話またはファクスで①講座
名②参加者の氏名（ふりがな）③事業
所の郵便番号・住所・名称・業種・
電話番号・ファクス番号または電子
メールアドレス（ある方のみ）を、7
月16日㈫までに練 馬ビジネスサ
ポートセンター☎6757-2020 FAX

6757-1014　 ※ 同 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）からも申し込めます。

国民年金
海外に住む方も国民年金に
加入できます

　日本国籍で20～64歳の方が海外

に住む場合、希望により引き続き国
民年金に加入して保険料を納めるこ
とができます。加入手続きに必要な
書類など詳しくは、お問い合わせく
ださい。
●日本国内に協力者（親族など）がい
る場合…これから海外に転出する方
は、区民事務所（練馬を除く）や国民
年金係（区役所本庁舎3階）で加入手
続きができます。　※現在、海外に
居住している方は、日本国内での最
後の住所地を管轄する年金事務所が
受付窓口となります。
●日本国内に協力者（親族など）がい
ない場合…練馬年金事務所で加入手
続きができます。
◎問合せ：国民年金係☎5984-4561、
練馬年金事務所☎3904-5491

働く
看護師などの就職相談会
～看護職員フェア

　看護師・看護助手などとして、就
職を希望する方を対象に、区内の病
院や有床診療所などのスタッフが相
談に応じます。▶日時：6月29日㈯
午前11時～午後3時▶場所：ココネ
リ3階（練馬1-17-1）▶申込：当日会
場へ▶問合せ：医療環境整備担当係
☎5984-1086
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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

　みどりのカーテンで使われる代表的な植物のゴーヤーを使って、ハム
チーズパンとクッキー作りを体験します。▶対象：5歳児～小学生と保護
者▶日時：7月25日㈭Ⓐ午前9時30分～正午Ⓑ午後1時30分～4時▶場所：
石神井公園区民交流センター▶定員：各12組（抽選）▶費用：1組630円▶
持ち物：エプロン、三角巾▶区の担当：みどり協働係☎5984-2418▶申込：

ハガキまたは電子メールで①講座名（Ⓐ
Ⓑの別も）②住所③親子2名の氏名（ふり
がな）④お子さんの年齢⑤電話番号を、
6月29日（必着）までに〒150-0001渋谷
区神宮前1-17-5-603　みどりのカーテ
ンプロジェクト事務局（ナカダ㈱内）
708@nkdinc.co.jp

ゴーヤーで作る！
親子料理教室

7/25
木

▶対象：小学生と保護者を合わせて4名までのグループ　※未就学児は
参加不可。▶内容：安全・安心パトロールカーの乗車体験、警察署・消
防署の見学▶定員：各20名（抽選）▶申込：ハガキまたはファクス、電子
メールで①夏休みこどもパトロール隊②参加希望日（Ⓐ～Ⓒの別）③参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（お子さんは学年も）・性別④保護�
者の住所・電話番号を、6月28日（必着）までに〒176-8501区役所内
安全安心係☎5984-1027 FAX 3993-1194 kikikanri@city.nerima.
tokyo.jp　※申し込みは、1グループ1回限りです。

子どもパトロール隊の
参加者を募集夏休み 

仕事と子育ての両立支援！
就職ミニ面接会
　仕事と子育ての両立に理解のある
企業との面接会を行います。　※参
加企業名など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。▶対象：20
歳未満のお子さんがいる方▶日時：6
月27日㈭午前10時～正午▶場所：男
女共同参画センターえーる▶申込：直
接、ハローワークまたはワークサポー
トねりま（石神井町2-14-1　石神井
公園区民交流センター内）へ　※保
育室（1歳以上の未就学児対象。先着
順）を利用したい方は、6月20日㈭ま
でに申し込んでください。▶区の担
当：人権・男女共同参画課▶問合せ：
ハローワーク池袋マザーズコーナー
☎5911-8609（部門コード47♯）

介護・障害福祉サービス安
心サポート 訪問ヘルパーミ
ニセミナー＆お仕事相談会
　仕事の魅力や安心して働けるサ
ポート体制について、訪問サービス
事業所の管理者が紹介します。また、
希望する事業者と個別に相談ができ
ます。▶対象：ホームヘルパー2級・
介護福祉士の有資格者、介護職員初
任者研修修了者▶日時・場所：①7月
10日㈬午前10時～正午…光が丘区
民センター2階②11日㈭午前10時～
正午…勤労福祉会館▶定員：各20名
（先着順）▶申込：電話で練馬介護人
材育成・研修センター☎6758-0145�
※参加事業所名など詳しくは、同
ホームページ（http://www.nerima-
carenet.jp/）をご覧ください。

①短時間保育補助②保育補助
③調理④用務【臨時職員】
　登録制で欠員状況により採用しま
す。▶期間：6カ月以内▶勤務日：月
～土曜（月20日程度）▶時間：①朝…
午前7時30分から、夕…午後4時15
分から（それぞれ2～3時間程度）②～
④原則として午前8時30分～午後5
時15分の間の4～7時間45分▶ 場
所：区立保育園▶賃金：①時給1,300
円（土曜1,400円）②時給1,100円（土
曜1,200円）③④時給1,040円（土曜
1,140円）　※交通費支給。　※勤務
時間により社会保険あり。▶申込：履
歴書（写真貼付）に希望する職種（①

～④の別）を記入の上、持参または
郵送で〒176-8501区役所内保育課
管理係（本庁舎10階）☎5984-5839

ボランティア
障害のある方へのIT支援ボラン
ティア養成講座（初心者向け）
=練馬Enカレッジ事業（人材育成事業）=

　障害のある方へのパソコンなどの
活用を支援するために必要な技術や
知識を学ぶ講座です。▶対象：講座
修了後に区内で障害のある方へIT支
援のボランティアができる方▶日
時：7月20日㈯午前9時30分～午後
4時▶場所：中村橋区民センター▶
講師：NPO法人練馬ぱそぼらん会員
▶定員：10名（抽選）▶費用：1,000
円▶申込：往復ハガキまたは電子
メールで①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号を、7月
10日（必着）までに〒176-0021貫
井1-9-1　中村橋福祉ケアセンター
☎3926-7211 sinshocenter01
＠city.nerima.tokyo.jp

外国人おもてなし語学ボラ
ンティア育成講座
　簡単な英語で外国人へ道案内など
をするボランティアを育成する講座
です。　※東京都共催。▶対象：英語
で簡単な日常会話ができる方▶日時：
7月20日㈯午後1時～4時30分▶場
所：文化交流ひろば▶定員：60名（抽
選）▶申込：電話または区ホームペー
ジ「電子申請」で事業推進係に申込書
を請求の上、6月21日（必着）までに
申し込んでください　※申込書は区
ホームページにも掲載しています。
▶問合せ：事業推進係☎5984-1523

環境・リサイクル
区立施設での節電の取り組み
　区は、節電対策として、次の取り
組みを行っています。ご理解とご協
力をお願いします。
⃝ノーネクタイなどのクールビズ
⃝室温は28℃に設定
⃝�照明は施設利用者の安全を確保した
上で、一部消灯

〈節電にご協力を〉
　区民の皆さまや事業者の方も、無
理のない範囲で節電へのご協力をお

願いします。
◎問合せ：環境計画推進係☎5984-
4702

介護保険
今年度の保険料の決定通知
書を6月18日㈫に発送
　65歳以上の方の保険料は、本人や
世帯の特別区民税の課税状況などに
より算定します。今回、今年度の保
険料が決定しました。納付方法など
詳しくは、決定通知書をご覧ください。

〈保険料軽減を拡大します〉
　所得段階第1段階の方を対象に実
施していた保険料軽減を、第1～3
段階の方に拡大します。

所得段階 年間保険料
昨年度 今年度

第1段階 3万1080円 2万5320円
第2段階 4万4280円 3万4560円
第3段階 5万2080円 5万160円

〈70歳以上の方の決定通知書は、東
京都シルバーパス購入の際に所得確
認書類として使えます〉
　再交付はできませんので、必要な
方は必ず保管してください。　※東
京都シルバーパスについては、（一
社）東京バス協会☎5308-6950へ
お問い合わせください。

〈保険料などの算定に簡易申告書の　
提出を〉
　次の①②のいずれかに当てはまる
方は、保険料や介護保険の利用者負
担段階を決定するため、住民税の申
告か、「介護保険料等に関する簡易申
告書」の提出が必要です。簡易申告
書の郵送を希望する方はご連絡くだ
さい。
①�保険料の所得段階が第3段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して120万円以下

②�保険料の所得段階が第5段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して80万円以下

◎問合せ：資格保険料係☎5984-
4592

お休みします
〈光が丘区民センター☎5997-7718〉 
…6月22日㈯【害虫駆除のため】

〈南大泉図書館☎5387-3600、南
大泉図書館分室こどもと本のひろば
☎3925-4151〉…6月24日㈪～28
日㈮【館内整理のため】

健康・衛生
体と心をリフレッシュ！
～練馬区健康いきいき体操講習会

▶ 日 時：7月16日㈫午後2時～3時
30分▶場所：関保健相談所▶講師：
健康運動指導士／須藤浩代▶定員：
30名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3929-5381

在宅療養講演会「思いに寄
り添う在宅医療～親の在宅
療養から看

み と

取りまで」
　住み慣れた自宅で医療と介護を行
う「在宅療養」についての講演会で
す。▶日時：7月7日㈰午後2時～4
時▶場所：石神井公園区民交流セン
ター▶講師：シルバーケアクリニッ
ク／長坂不二夫▶定員：150名（先着
順）▶申込：電話で地域医療課☎
5984-4673

高齢者
いつでも、どこでも、すこしでも

「ねりま ゆる×らく体操講習会」
▶対象：65歳以上の方▶内容：ひざ
の曲げ方など日常の動作に役立つ実
技指導▶区の担当：健康づくり係▶
申込：電話でスポーツクラブルネサ
ンス練馬高野台☎5372-1006（月
曜を除く午前11時～午後7時）

場所 日時 定員
（先着順）

街
か
ど
ケ
ア
カ
フ
ェ

こぶし
（練馬高野台
駅前地域集
会所内）

7/9㈫
10：30～12：00

各20名けやき
（南大泉地域
集会所内）

7/16㈫
10：30～12：00

つつじ
（中村橋区民
センター内）

7/18㈭
10：30～12：00

保
健
相
談
所

石神井 7/1㈪
14：30~16：00 各25名

光が丘 7/3㈬
14：30~16：00

豊玉 7/10㈬
14：30~16：00 30名

関 7/17㈬
10：30~12：00

各25名大泉 7/19㈮
10：30~12：00

北 7/23㈫
14：30~16：00

日程 見学場所
Ⓐ7/25㈭ 光が丘警察署、光が丘消防署
Ⓑ7/26㈮ 石神井警察署、石神井消防署
Ⓒ7/29㈪ 練馬警察署、練馬消防署
※時間はいずれも13：00～16：00。
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ミニガイド
◆JA東京あおば　こぐれ村「夕市」
▶日時：6月13日 ㈭・20日 ㈭・27日
㈭、7月11日㈭・18日㈭午後4時～6
時▶場所：こぐれ村（大泉学園町2-12-
17）▶内容：地元農産物の販売▶問合
せ：大泉地区アグリセンター☎3925-
3112
◆ハーブテラス催し▶日時：6月20
日㈭Ⓐ午前11時～11時40分Ⓑ午前
11時45分～午後0時25分Ⓒ午後0時
30分～1時10分▶場所：区役所西庁舎
10階▶内容：ラベンダーバンドルズ(ス
ティック)作り▶講師：NPO法人自然工
房めばえスタッフ▶定員：各10名（先着
順）▶申込：6月17日㈪までに電話でみ
どり事業係☎5984-1683
◆区民健康医学講座「治る認知症っ
て何？～特発性正常圧水頭症」▶日
時：6月29日㈯午後2時～3時▶場所：
マグノリア横山ビル（高野台1-8-9）▶
定員：150名（先着順）▶申込：6月27日
㈭までに電話で順天堂大学医学部附属
練馬病院☎5923-3111
◆新日本スポーツ連盟練馬テニス
大会（硬式）　12とも▶場所：土支田
庭球場▶申込：新日本スポーツ連盟練
馬テニス協議会ホームページ（http://
njsf-nerima.com/）または電話で同協
議会☎090-2662-1991
1第51回スポーツ祭典▶日時・内
容：Ⓐ女子初・中・上級ダブルスⒷ男
子シングルス…7月13日㈯、Ⓒ男子
初・中・上級ダブルスⒹ女子シングル
ス…20日㈯、Ⓔ女子壮年(45歳以上)
ダブルスⒻ男子壮年（45歳以上）シン
グルス、上位戦…28日㈰　※予備日 
8月4日㈰。▶定員：ⒶⒸ各級16組Ⓑ
Ⓓ各32名Ⓔ24組Ⓕ24名（先着順）▶費
用：シングルス2,500円、ダブルス1
組3,500円
2第31回チーム対抗団体戦（女子・男
子・ミックスダブルス）▶対象：女性3

～6名と男性3～6名で構成されたチー
ム▶日時・内容：予選リーグ…8月11
日㈷（ⒾⅠ部ⒿⅡ部）・17日㈯（ⓀⅠ部
ⓁⅡ部）　決勝トーナメント…8月18
日㈰　※予備日8月25日㈰。　※組み
合わせ抽選会を8月3日㈯午後6時30
分から光が丘体育館で実施。▶定員：
各12チーム（先着順）▶費用：1チーム
1万2000円
◆神田界隈（かいわい）を歩く「千
葉道場玄武館跡・柳森神社～将門
首塚」▶日時・場所：7月14日㈰午前
9時JR神田駅集合～千葉道場玄武館 
跡～旧万世橋～平将門の首塚～正 
午東京メトロ大手町駅解散（約6㎞）▶
定員：40名（先着順）▶資料代など：
500円▶申込：往復ハガキまたはファ
クスで①催し名②参加者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を、6月
27日（必着）までに〒177-0044上石
神井1-32-37　SSC上石神井☎ FAX
3929-8100（問い合わせは月・水・
金曜午後3時まで）
◆普通救命講習会　12とも▶内
容：心肺蘇生（そせい）法、AED（自動
体外式除細動器）操作方法など▶テキ
スト代：1,400円▶申込：電話で各消防
署へ
1練馬消防署☎3994-0119▶日時：7
月19日㈮午前9時～正午▶定員：30名

（先着順）
2石神井消防署石神井公園出張所（石
神井町2-16-1）☎3995-0119▶日時：
7月21日㈰午前9時～正午▶定員：20
名（先着順）
◆区民健康講座『心房細動ってどん
な病気？』『熱中症の予防と対策』▶
日時：7月27日㈯午後2時～3時30分▶
場所：光が丘区民センター3階▶定員：
150名（先着順）▶申込：電話で練馬光
が丘病院☎3979-3611（午前8時30分
～午後5時）
◆スポーツアドベンチャーin津南▶
対象：小中学生▶日程：8月1日㈭～3日
㈯の2泊3日▶場所：ニュー・グリーン
ピア津南（新潟県津南町）▶内容：バス
ケットボール、空手、サッカー、水泳

などをコーチから学ぶ▶定員：50名（先
着順）▶宿泊費・交通費：3万6500円

（区外在住の方は4万500円）▶申込：参
加費を添えて直接、SSC大泉（大泉学
園町体育館内）☎3921-1300

花とみどりの展示会
◆ひまわりの会「絵手紙で和・話・
輪Ⅱ展」▶日時：6月20日㈭～24日㈪
午前9時～午後5時（24日は午後4時ま
で）▶場所・問合せ：花とみどりの相談
所☎3976-9402

家族介護者教室
　区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：在宅療養係☎5984-4597
◆学ぶ・高齢者のための食事～夏
に向けて▶日時：6月22日㈯午前11時
～午後1時▶場所：デイサービスセン
ターフローラ石神井公園▶内容：講義、
試食▶定員：15名（先着順）▶費用：300
円▶申込：電話で同所☎3996-6600

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
6月15日㈯午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆江古田ゆうゆうロード▶日時：6月
15日㈯午前10時～午後8時▶問合せ：
萩原☎090-7735-1804
◆東大泉商栄会▶日時：6月23日㈰
午前7時～9時▶場所：妙延寺（東大泉
3-16-5）▶問合せ：貫井☎5387-4129

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

子育て学習講座
◆布おもちゃ講座「くまさんボール
をつくろう」▶対象：子育て中の保護
者、子育て支援に携わる方　※お子さ
ん連れ可。▶日時：6月21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：480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～7時）

◆幼児と家族の食事～時短お弁当
▶対象：未就学児の保護者▶日時：6月
29日㈯午前10時30分～午後0時30分
▶場所：石神井公園区民交流センター
▶定員：20名（先着順）▶費用：350円▶
申込：電話でNPO法人クリオネ・石垣
☎080-1349-4693　※保育あり（6月
22日㈯までに要予約。1歳児以上対象。
定員10名。費用50円）。

ねりま遊遊スクール
◆里山体験プログラム「どろんこ田
植え体験」▶対象：小学生と保護者▶
日時：6月22日㈯午前10時～正午▶集
合場所：つたえ農場（埼玉県嵐山町）▶
定員：20名（先着順）▶費用：1人1,000
円▶申込：電話でむさしの里山ネット
ワーク・太田☎3921-6994（午前9時
～午後2時）
◆ハイハイからのママとあそぼ
う！リトミック＆アート▶対象：7
カ月以上の未就学児と保護者▶日時：
6月22日㈯午前10時15分～11時15
分▶場所：立野地区区民館▶定員：10
組（先着順）▶費用：1組500円▶申込：
電話でリトミックサークルチャチャ
チャ・藤木☎3929-6601（午後8時～
10時）
◆英語で劇ごっこ！物語の世界で
遊ぼう！▶対象：3歳児～小学1年生
▶日時：6月29日㈯午前10時～11時
30分▶場所：西大泉地区区民館▶定
員：15名（先着順）▶費用：100円▶申
込：電話でぺこぺこあおむしの会・金
☎080-5193-2844（午前9時～午後
8時）
◆書道パフォーマンスと夏の水墨
画うちわ作り▶対象：小中学生　※保
護者の参加も可。▶日時：6月30日㈰
午前10時30分～午後0時20分▶場所：
三原台地域集会所▶定員：20名（先着
順）▶費用：300円▶申込：電話で書道
万里の会・おおまめうだ☎090-2729-
9072（正午～午後6時）
◆親子一緒に七夕の季節をあそぼ
う！▶対象：0～3歳児と保護者▶日
時：7月6日㈯午前10時30分～11時30
分▶場所：生涯学習センター▶定員：10

組（先着順）▶費用：1組500円▶申込：
電話で子育てサロン「こあらの会」・永
見☎080-5034-0471

すまいるねりま遊遊スクール
◆作ろう 遊ぼう 楽しもう▶対象：
主に知的障害のある小中学生と保護者
▶日時：6月30日㈰午後2時～4時▶場
所：石神井東小▶定員：10組（先着順）▶
申込：電話でポップコーンの会・田村
☎3997-8445（午前9時～午後9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。
◆大泉中央公園（大泉学園町9-4）▶日
時：6月23日㈰午前9時～正午（雨天中
止）▶申込先：〒179-0071旭町3-32-
22-805　オタカラ・ネット☎080-
3356-6017（先着30店）
◆さくらの辻公園（上石神井3-19-
10）▶日時：6月30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50店）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）▶
日時：7月7日㈰午前10時～午後0時30
分（雨天中止）▶申込先：〒177-0035
南田中4-7-10-301　リサイクル・タ
ンポポ☎090-5423-8684（先着80店。
問い合わせは午後7時～9時）

学校応援団・開放まつり
▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ▶
問合せ：学校応援団・開放係☎5984-
1057
◆石神井西小▶日時：6月15日㈯午前
9時30分から▶内容：大道芸、スタン
プラリー、手作りコーナー
◆旭町小▶対象：小学生以下　※未就
学児は保護者同伴。▶日時：6月29日
㈯午前10時～正午▶内容：シューティ
ング、ストラックアウト、ゲームなど
▶定員：200名（先着順）

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。

投稿された記事を紹介

　良い天気になりましたね。芝生の広
場でピクニックがとても気持ちいいで
す。区内には芝生の広場がある公園が
数多くあります。お弁当を持ってお出か
けしてみてはいかがでしょうか。

4月28日投稿。

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

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/
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子ども・教育
ごみって最後どうなるの？
▶対象：小学生と保護者▶日時・場
所：7月6日㈯午前8時資源循環セン
ター集合～中央防波堤外側埋立処分

場～葛西臨海公園～午後5時集合場
所解散▶定員：40名（抽選）▶申込：
ハガキまたはファクスで①見学会 
名②住所③参加者全員の氏名（ふり
がな）・年齢④電話番号を、6月21
日（必着）までに〒177-0032谷原
1-2-20　資源循環センター☎3995-
6711 FAX 3995-6733

中学校科学教室
▶対象：区内在住の中学生▶日時：7
月31日㈬、8月1日㈭午前9時30分
～午後3時30分、2日㈮午前8時30
分～午後5時【3日制】▶場所：学校教
育支援センター　※2日はJAXA筑
波宇宙センター。▶内容：水溶液や
炎色反応、ロボットプログラミング、
解剖など▶講師：区立中学校教諭ほ
か▶定員：30名（抽選）▶申込：往復
ハガキまたは電子メールで①教室名
②住所③氏名（ふりがな）④学校名・
学年⑤電話番号⑥保護者の氏名を、
7月5日（必着）までに〒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

7月の2歳6カ月児歯科健診
　2歳10カ月ごろまで受けられま
す。担当地域の保健相談所で受けて
ください。▶持ち物：母子健康手帳、
歯ブラシ▶申込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ　 受付日時

豊　玉☎3992-1188 10㈬・24㈬
13：00～15：00

　北　☎3931-1347 26㈮9：00～11：00
光が丘☎5997-7722 9㈫9：00～11：00

石神井☎3996-0634 5㈮・26㈮
13：00～15：00

大　泉☎3921-0217 5㈮9：00～11：00
　関　☎3929-5381 22㈪9：00～11：00

お子さんの絵本引換券をお
持ちの方へ
～ブックスタートに参加しませんか

　4カ月児健診の際に絵本引換券を
お渡ししています。引換券は区立図
書館で「絵本セット」と交換できます。
引換日や引換場所は、4カ月児健診
の際に配布した日程表や図書館ホー
ムページ（http://www.lib.nerima.
tokyo.jp/）をご覧ください。▶問合
せ：光が丘図書館☎5383-6500

講座・催し
マイフレンド講座
～障害を知り、必要な配慮を学ぶ

　障害の特性や障害のある方への
配慮などを学ぶほか、障害者施設
の見学を行います。▶日時：7月11
日㈭午前9時30分～正午▶場所：氷
川台福祉園▶定員：30名（先着順）▶
申込：電話またはファクスで①講 
座名②住所③氏名（ふりがな）④電
話番号⑤ファクス番号（ある方の
み）を、7月10日㈬までに練馬障 
害福祉人材育成・研修センター☎
3993-9985 FAX 3994-1224　※
同ホームページ（https://kensyu.
neri-shakyo.com/）からも申し込
めます。
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■ 楽しい会話を学ぶ　つくし語ろ
う会　第1・3水曜午後6時30分〜
8時30分　貫井地区区民館　入会金
1,000円　月会費1,000円　初回は無
料体験可　小松崎☎3922-3242（要
予約）
■ シニアの初心者英会話無料体験
会　60歳以上の初心者対象　6月19
日、7月3日午前10時〜11時　サンラ
イフ練馬　外国人講師が指導　オーロ
ラ・中島☎090-3907-6219（要予約。
平日午前9時〜午後3時）

■ 社交ダンス　ルリークラブ　初級
者〜中級者対象　毎月曜①午後1時30
分〜2時30分②午後3時〜4時　勤労
福祉会館　女性プロが指導　①②とも
入 会 金1,000円、 会 費1回1,000円　
松 崎 ☎090-7006-9466 sailor@
jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 石神井ヨガサークル　毎金曜①午
前9時20分〜10時20分②午前10時�
30分〜11時30分　石神井公園区民�
交流センターなど　①②とも入会金
3,000円、月会費3,500円　初回は無
料体験可　宍戸☎080-1241-6681 �
js.etude@jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 囲碁　光が丘楽碁会　①50歳以上
の多少経験のある女性②50歳以上の
多少経験のある方対象　①毎木曜②毎
土曜午後1時〜4時　光が丘地区区民
館など　①②とも月会費200円　斉藤
☎090-7421-4147（要予約）

■ 水彩画　翠彩会　60歳以上の初心
者対象　第1・3土曜午前9時〜正午　関
区民センター　講師　吉田のぶひこ　入
会金1,000円　月会費2,000円　フジタ�
☎090-8648-3747 yfujita177@
ybb.ne.jp（要予約）
■ 漢詩・短歌・俳句・現代詩など　
朝翠流帛鵬会　第1・3火曜午後1時〜
3時　石神井公園ふるさと文化館　講
師　吉田帛鵬　入会金2,000円　年会
費4,000円　月会費2,500円　大須賀�
☎ FAX 3996-2258
■ カラオケ・サークル（発声・歌
唱指導）　①第1・4火曜午後1時30
分〜3時、第2・4金曜②午後1時30
分〜3時③午後3時30分〜5時④月4回
火曜午後1時30分〜3時30分　スタジ
オルミエール（大泉学園町）　①〜④と
も入会金2,000円、会費1回1,500円　
篠田☎090-3964-8208

■ 朗読のいずみ　第1・3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6
時以降）
■ 第48回練馬・文化の会美術会展　
6月26日〜30日午前10時〜午後6時
（30日は午後4時まで）　練馬区立美術
館　入場無料　仲野☎3977-3236
■ 社交ダンス（ワールドスタイル）
無料体験会　60歳以上の初心者対象　
①6月18日②19日午前10時20分〜正
午　①生涯学習センター②石神井庁
舎5階　ロイヤル60'sクラブ・宮木☎
090-9367-1202
■ 英会話MES　中級者対象　第１〜
３月曜午後6時30分〜8時30分　石神
井公園区民交流センター　アメリカ人
男性講師が指導　入会金3,000円　月
会費4,000円　伏見☎ FAX 3921-9621�
chiz-324@kanto.me（要予約）

■ 空手　玄制流武徳会心武館　小学
生以上対象　毎月曜午後6時30分〜9
時　開進第二小など　入会金3,000円　
月会費3,000円　森井☎080-3358-
2399
■ 油絵・水彩　やよい会　月4回土
曜または日曜午前10時〜正午　練馬
区立美術館　講師　真島直子　入会
金1,000円　月会費6,000円　中田☎
3998-2402
■ ヘルシーフラダンス無料体験会　
60歳以上の初心者〜初級者対象　6月
13日・20日午前10時45分〜11時45
分　小竹地域集会所　例会…60歳以
上の初心者〜初級者対象　月3回木曜
午前10時45分〜11時45分　小竹地
域集会所　月会費4,000円　アロア
ロ・天野☎090-9498-2023 usafly�
1012@yahoo.co.jp（要予約）

⃝�この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
⃝�掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
⃝�場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

区 民 の ひ ろ ば

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

　中学生以上の方による吹奏楽の演奏会です。▶日時：6月15日㈯午
後1時〜4時▶場所・問合せ：春日町青少年館☎3998-5341▶曲目：
マーチ「エイプリル・リーフ」、INVICTAなど　※事前の申し込みは不
要です。　※当日は、レクリエーションホールの個人利用ができません。

ウインドアンサンブル・
ライブ

昔のくらし

場所・問合せ 石神井公園ふるさと文化館☎3996-4060

〈会期中の催し〉　▶申込：電話で石神井公園ふるさと文化館へ

　昔は電気やガス、水道がなく、さまざまな道具を工夫して使い、くらしていましたが、家電
製品の普及によって人々のくらしは大きく変化していきました。本展では明治から昭和にかけ
て使われていた道具を中心に展示し、時代の移り変わりを紹介します。

企
画
展

▶講師：東京都江戸東京博物館学芸員／早川典子▶日時：
7月7日㈰午後2時〜3時30分▶定員：90名（先着順）

住生活と洗濯の変遷講演会

▶日時：7月21日㈰午後2時〜3時30分▶定員：80名（先着順）

館長が語る「むかしのあかり～道具と使い方」

6月22日●土～8月12日 午前9時～午後6時 観覧無料
※月曜休館。ただし、祝休日の場合は翌日休館。

のぞいてみよう

扇風機

電気釜

炭火アイロン

氷冷蔵庫

講演会と実演

6/15土

第48回生涯学習センター
サークル文化祭作品展
　生涯学習センターを拠点に活動す
る23サークルの作品展です。▶日
時：6月21日㈮〜23日㈰午前10時
〜午後5時（23日は午後4時まで）▶
場所・問合せ：生涯学習センター☎
3991-1667
●展示
似顔絵、障害者の水彩画、油絵、水彩画、
3Dシャドーボックス、染花創作盆栽、
樹脂粘土アクセサリー、パンフラワー、
アートフラワー、書道、篆刻（てんこく）、
俳画、版画、仏像彫刻、木彫り、野鳥
の彩色木彫り、陶芸、キルティング、茶
道、エスペラント、水彩・パステル画
●チャリティ作品の販売
●実演・体験
似顔絵、茶道、陶芸（絵付け）　※時間・
費用などはお問い合わせください。

盆踊り講習会
▶日時：6月28日㈮・29日㈯午後6
時〜8時　※1日のみの参加も可。
▶場所・問合せ：生涯学習センター

く）▶日時：7月16日〜8月20日の毎
火曜午前9時〜11時【6日制】▶場
所：土支田庭球場▶定員：80名（抽
選）▶費用：1,500円（保険料など）▶
申込：往復ハガキで①教室名②住所

☎3991-1667▶曲目：練馬音頭、
東京音頭、炭坑節、東京五輪音頭
2020など▶定員：200名（先着順）
▶申込：当日会場へ

浴衣の着付け教室
▶対象：20歳以上の女性▶日時：7月
4日㈭・11日㈭Ⓐ午前9時〜10時
15分Ⓑ午前10時45分〜正午【2日
制】▶場所：向山庭園▶定員：各15名
（先着順）▶費用：2,000円▶申込：電
話で同所☎3926-7810

スポーツ
区民体育大会　総合開会式
▶日時：7月7日㈰午前10時〜11時
30分▶場所：光が丘体育館▶申込：
当日会場へ▶問合せ：スポーツ振興
課事業係☎5984-1947

初心者スポーツ教室 硬式テニス
▶対象：15歳以上の方（中学生を除

③氏名（ふりがな）④年齢⑤性別⑥電
話番号を、6月20日（必着）までに
〒176-8501区役所内スポーツ振興
課事業係☎5984-1947
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　練馬区美術家協会会員による洋画・日本画・彫
刻・工芸などの作品約70点を展示します。

〈会期中の催し〉　▶申込：当日会場へ

練馬区美術家協会展
第65回

催し名 日時 講師

1ギャラリートーク「来
らいごうず
迎図のことから」 6/15㈯15:00〜16:00 画家／岡村桂三郎ほか

2学芸員によるギャラリートーク 6/27㈭15:00〜15:30 -

観覧無料 ▶日時：６月14日㈮〜23日㈰午前10時〜午後６時
（23日は午後４時まで。入館は午後5時30分まで）　※17日㈪は休館。
▶場所：練馬区立美術館
▶招待出品：彫刻家／𠮷野毅
〈練馬区美術家協会会員によるギャラリートーク〉
▶日時：6月16日㈰・22日㈯午後2時〜3時　※事前の申し込みは不要です。

❶

❷

❺

❸
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6/22土 7/9 火 20・ 土

第1部 10:30　第2部 14:00第1部 10:30　第2部 14:00
各日前日まで

6/25 火 7/30 火

土曜・日曜・祝日0120-815-823

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。　※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。広告

広告
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❶岡村桂三郎《来迎図》　平成9年　岩絵具、麻布
❷上條静光《秋葉原》　昭和37年　紙本着色
❸尾関立子《PLENTY》　平成8年　エッチング、アクアチント、雁

がんぴ
皮刷り・紙

❹吹田文明《蝶行く》　昭和53年　紙版、木版、シルクスクリーン・紙
❺古賀忠雄《鮭》　昭和27年　ブロンズ
❻朝倉摂《群像》　昭和25年　紙本着色

お休みします【展示作業のため】
6月11日㈫～13日㈭

　開館以来、練馬区立美術館は日本近現代
美術を中心に作品を収集し、その数を増や
し続けています。今回、コレクションに新
たに加わった作品を中心に紹介します。
問合せ 練馬区立美術館☎3577-1821
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観覧無料


