
消防団員を募集
このまちを守る！

　消防団は、会社員や主婦、学生など普段は別に本業がある地域の方たちが、災害発生時に消火・救助
活動を行う組織です。災害時には消防団の力が必要です。一緒に安全・安心なまちをつくりませんか。
▶問合せ：防災調整係☎5984-1686 FAX 3993-1194

【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。

　消防団での活動実績を、就職活動
時のPRに利用できる証明書の交付を
受けることができます。

学生の方に朗報！
詳しくは

２面へ

新元号が公表されていないため、平成31年度以降の年次についても「平成」で表示しています。

毎月1日・11日・21日発行

発行/練馬区　編集/広聴広報課 　
〒176-8501 豊玉北6-12-1　
☎3993-1111（代表）　 ℻ 3993-1194
https：//www.city.nerima.tokyo.jp/
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　積もった雪を放置すると路面が
凍結し、事故の原因になります。
ご自宅周辺の除雪にご
協力をお願いします。
▶問合せ：道路公園課
管理係☎ 5984-1343

雪かきにご協力を
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●練馬消防団…練馬消防署☎3994-0119 nerima2@tfd.metro.tokyo.jp
●光が丘消防団…光が丘消防署☎5997-0119 hikarigaoka2@tfd.metro.tokyo.jp
●石神井消防団…石神井消防署☎3995-0119 syakujii2@tfd.metro.tokyo.jp　

石神井消防団長　杉森健二

誰でも活躍できる場が
消防団にはあります
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　消防団は「自分たちのまちは自分たちで守る」
という強い信念のもと消火活動や防災広報など
幅広い活動をしています。活動を通じて、地元

に仲間が増えるだけでな
く、訓練で技能を習得す
れば、職業や性別に関わ
らず誰でも人を救うこと
ができるようになります。
皆さんの活躍の場が消防
団には必ずあります。入
団をお待ちしています。

団長からのメッセージ

石神井消防団　鹿島木乃実さん（学生）

入団をきっかけに自信を持って
行動できるようになりました

救命講習

広報活動

小学校などへの出張授業

総合防災訓練

人を救うための

技術を学びます 地元の企業や病院と一緒に

訓練することもあります

子どもたちの理解の
早さにはびっくりします

地域の皆さんに
活動をPRします

東京都消防操法大会

日頃の訓練の成果を発表します

あなたの入団待っています

入団 やお問い合わせ はお近くの消防署へ

災害時

火災発生時
　消火活動や住民の救助活動、避難誘導
のほか、鎮火後の警戒活動も行います。
地震発生時
　安否確認や救出・救助活動を行います。

消防団の主な活動を紹介

　私はねりま区報を見て、入団の申し込みをし
ました。「もしも」のときに備える訓練をするこ
とで、準備をする習慣がつき、普段も自信を持っ
て行動できるようになりました。制服を着ると
身が引き締まり、力が湧いてくるような気がし
ます。皆さんもぜひ一緒に活動してみませんか。



　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（午後3時～7時の間で南風のとき、区の上空を通過する案）を
示しています。
　今回、国が飛行経路案や環境・安全対策などについて説明会を開催する
ほか、パネルの閲覧や質問ができます。 ※詳しくは、「羽田空港のこれか
ら（http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/）」をご覧ください。
▶日時：①1月12日㈯午後1時～5時②29日㈫午後3時～7時（入退場自由）
▶場所：①光が丘IMA光の広場（光が丘5-1-1）②区役所アトリウム▶区の担
当：環境規制係

問合せ 総合体育館☎3995-2805

問合せ 光が丘図書館☎5383-6500　※1月14日㈷まで休館しています。

問合せ 国土交通省航空局☎0570-001-160

利用料金・申し込み方法
施設名 利用例 料金（１時間当たり） 申し込み方法

陸上競技場（400
ｍトラック、人工
芝グラウンドなど）

陸上競技、サッカー、
ラグビーなど 競技場全体 全面3,000円

半面1,500円
事前に団体登録
の上、公共施設
予約システムで
申し込み

グラウンド・ゴルフ
など

人工芝グラウ
ンドのみ

全面1,400円
半面  700円

会議室（大・小） 会議など
大（定員35名） 300円

小（定員15名） 200円

多目的広場
（天然芝） ゲートボールなど 100円 直接、園内管理

棟受付（※）へ

※管理棟は受付のみ開設しています。

　4月1日㈪に、練馬総合運動場が「練馬総合運動場公園」（練馬2-29-10）と
してリニューアルオープンします。園内には区内初の公認陸上競技場や
サッカー、ラグビーなどに利用できる人工芝グラウンドなどを備えていま
す。施設内容や利用時間など詳しくは、区ホームページをご覧ください。

　4月分の施設の団体利用申し込みを、2月1日㈮から受け付けます。料金・
申し込み方法は、施設によって異なります（下表参照）。
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　小規模納税者の所得税（復興特別所得税を含む）と消費税、年金受給者と
給与所得者の所得税の申告が対象です。土地、建物、株式などの譲渡所得
と退職所得は除きます。

　「相続時精算課税」や「贈与税の住宅取得等資金の非課税」の適用を受
ける場合には、2月1日㈮～3月15日㈮に申告が必要です。

　相談の受付時間は月～金曜午前8時30分～午後4時です。

　所得税などの国税は、自宅のパソコンなどで作成した二次元バー
コードでコンビニ納付ができるようになりました。利用方法など詳し
くは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/
nofu/conveni_qr_nofu/index.htm）をご覧ください。

二次元バーコードを読み取ると
国税庁ホームページにアクセスできます。

　「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「法定調書」は、管轄
の税務署へ提出してください。

税理士による無料申告相談会を開催

贈与税の申告・納付は2/1㈮～3/15㈮に

自宅でコンビニ納付に必要な
二次元バーコードが作成できます

平成30年分の法定調書の提出は1/31㈭まで

税の申告はお早めに
問合せ

練馬東税務署☎6371-2332　練馬西税務署☎3867-9711
※ 練馬東税務署は、5月末ごろまで仮庁舎（旭町2-8-18）へ移転しています。
※ 練馬東税務署は2月1日㈮～3月15日㈮、練馬西税務署は2月18日㈪～
3月15日㈮の間、駐車場が利用できません。

管
轄

日程
(土・日曜、祝日を除く) 受付時間　※1 場所　※2・3

練
馬
東
税
務
署

1/28㈪～31㈭
2/4㈪～8㈮

 9：30～14：30

光が丘区民センター2階

2/4㈪～8㈮ 区役所アトリウム地下多目的会議室

2/12㈫～14㈭ ココネリ３階（練馬1-17-1）
練
馬
西
税
務
署

2/1㈮～15㈮
10：00～11：30
13：00～15：30

石神井庁舎5階、関区民センター

2/6㈬・7㈭ 大泉北地域集会所

2/13㈬～15㈮ 勤労福祉会館
※1 混雑状況により、受け付けを早く締め切ることがあります。
※2 車での来場はご遠慮ください。
※3  申告相談を行った方の確定申告書等のみを受け付けます。申告書等の提出のみの場
合は、直接管轄区域（右図参照）の税務署に提出(郵送可)してください。

各税務署の管轄区域

　4月21日㈰に行われる練馬区議会議員選挙の立候補予定者説明会を開催
します。立候補予定者、関係者は必ず出席してください。
▶日時：2月3日㈰午後1時から▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶申込：電話
で選挙管理委員会事務局☎5984-1399

●貸し出し・予約点数が変更に
　本、雑誌、紙芝居、CD、カセットテープ、レコードをあわせて15点ま
で貸し出し・予約ができるようになります。映像資料（DVD・ビデオ）と
布の絵本はこれまで通り、各２点までです。
●図書館利用カードは、２年ごとに更新手続きが必要に
　有効期限の28日前から、更新手続きができます。手続きをすると、有効
期限がその日から２年後に更新されます。　※有効期限は、図書館ホーム
ページや資料検索機の「利用者のページ」で確認できます。▶受付場所：各
図書館、図書館資料受取窓口▶持ち物：住所・氏名を確認できる書類　※
区内在勤（在学）の方は、それを証明する書類も。　※代理人の方は、本人
と代理人の住所・氏名を確認できる書類と、委任状が必要です。
〈平成29年3月31日までに利用登録した方へ〉
　有効期限は31年3月31日㈰です。更新手続きは1月15日㈫からできます。
期限までに手続きをしてください。
●「今度読みたい本」の登録が可能に
　図書館ホームページや資料検索機で、気になる本などを「今度読みたい
本」に登録できるようになります。

税務署の確定申告書作成会場は2/18㈪～3/15㈮に開設

羽田空港の機能強化に
関する説明会を開催

練馬区議会議員選挙
立候補予定者説明会

1/12土・29火

2/3日

練馬総合運動場公園の
利用申し込みを開始

図書館のサービスが変わります

団体利用申し込みは2/1㈮から
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12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　0.032～0.078　●地表面から5cm　0.030～0.077

電話で事務センター☎
5984-4595に利用日
時を予約します

▶対象：練馬区に住民票があり、初めてマイ
ナンバーカードを申請する方▶日時：平日午
前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）▶場
所：個人番号カード交付窓口（区役所東庁舎7
階）▶持ち物：運転免許証などの本人確認書
類（写真付きでない場
合は2点）、通知カード
など▶申込：希望日の
前日（土・日曜、祝休
日を除く）までに、電
話で個人番号カード事
務センターへ

申し込み方法など

予約した日時に区役所
でカードに掲載する写
真を撮影します

職員と一緒にパソコン
を使って申請します

通知カードをお持ち
の方は、郵送で受け
取れます

利用の流れ
まずは電話で予約 職員が写真を

撮影（無料）
申請手続きを職員が

お手伝い
約1カ月後に

マイナンバーカード
をゲット！

問合せ 個人番号カード事務センター
☎5984-4595 FAX 5984-1222マイナンバーカードの申請をお手伝いします

～オンライン申請補助サービス【予約制】

お知らせ
照姫まつりの実行委員を募集
　照姫まつりは、毎年開催される区
の2大まつりの1つです。今回、5月
19日㈰に開催するまつり当日の運営
や企画を行う実行委員を募集しま
す。▶対象：区内在住・在勤で、まつ
り当日と年5回程度平日の夜間に開
催する会議に出席できる18歳以上の
方▶募集予定数：10名（選考）▶区の
担当：まつり係▶申込：電話で申込書
を請求の上、1月31日（必着）までに
照姫まつり事務局☎6721-0061　※
申込書は、照姫まつりホームページ
（http://teruhime-matsuri.com/）に
も掲載しています。

税
中学生の「税についての作文」
と「税の標語」受賞者発表
　税の制度を学んでもらうため、全
国納税貯蓄組合連合会と全国間税会
総連合会が毎年行うコンクールです。
今年度は、「作文」は区内37校から
4,384点、「標語」は35校から6,039
点の応募がありました。区が贈呈し
た賞の受賞者は下表の通りです。な
お、受賞作品は区ホームページでご
覧になれます。
〈受賞作品を展示〉
▶日時：2月2日㈯～13日㈬午前8時
45分～午後8時▶場所：区役所アト
リウム
◎問合せ：収納課管理係☎5984-
4541
税についての作文

賞 氏名（敬称略）学校名・学年

練馬区長賞 柿岡　美月 豊玉中3年
加藤　美来 関中3年

練馬区議会
議長賞

高橋　美咲 練馬中3年
岡本　りさ 石神井西中3年

練馬区教育委
員会教育長賞

村岡　亜美 光が丘第三中3年
影山　心音 大泉桜学園9年

税の標語
賞 氏名（敬称略）学校名・学年

練馬区長賞 麻生　直希 練馬中2年
長濵　麟太郎 大泉中2年

練馬区教育委
員会教育長賞

岡部　碧 光が丘第二中3年
市川　りお 上石神井中2年

償却資産の申告期限は
1月31日㈭
　償却資産（事業用の構築物・機械・
器具・備品）を所有している方は、1
月1日現在の資産を申告してくださ
い。申告方法など詳しくは、お問い
合わせください。　※申告はエル 
タックスホームページ（http://www. 
eltax.jp/）でも行えます。▶問合せ：
練馬都税事務所☎3993-2261

条例・計画など
平成31年度食品衛生監視指
導計画（案）にご意見を
　この計画（案）では、食品の検査や
食品取扱施設への立ち入り、監視指
導の重点項目などについて定めてい
ます。今後、3月までに計画を策定
する予定です。
●計画（案）を配布します
　計画（案）は、生活衛生課、同石神
井分室（石神井保健相談所内）で配布
します。また、区民情報ひろば（区
役所西庁舎1階）や図書館（南大泉図
書館分室を除く）、区ホームページ
でもご覧になれます。
●ご意見を募集します
　①意見②住所③氏名を、2月1日
（必着）までに持参または郵送、ファ
クス、電子メールでお寄せください。　
※ご意見は、匿名で公表する場合が
あります。
〈問合せ・意見の送付先〉
〒176-8501区役所内生活衛生課食
品衛生担当係（東庁舎6階）☎5984-
4675 FAX 5984-1211 seikatu 
eisei02@city.nerima.tokyo.jp

事業者向け
有料広告を募集～男女共同参画
情報紙「MOVE（ムーブ）」

　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：裏表紙▶広告サイズ：縦
57㎜×横90㎜▶料金：1万8000円
▶刷色：4色カラー▶発行月：4月▶
発行部数：2万1000部▶配布先：区
立保育園・幼稚園、学童クラブを
利用している保護者、区立施設、

区内・周辺の各駅など▶申込期限：
1月25日㈮▶問合せ：人権・男女共
同参画課☎5984-4518

保育事業所向け防災講習会
　東日本大震災で被災した保育事業
所の職員から当時の体験談を伺うほ
か、今からできる備えについて学び
ます。▶対象：保育事業所の職員▶
日時：2月27日㈬午後7時～9時▶場
所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶定
員：40名（先着順）▶申込：電話また
はファクス、電子メールで①講習 
会名②参加者全員（2名まで）の氏名
③事業所の郵便番号・住所・名称・
電話番号を、2月20日㈬までに防 
災学習センター☎5997-6471 FAX
5997-6472 kuminbousai04@
city.nerima.tokyo.jp

ボランティア
石神井公園ふるさと文化館
サポーターを募集
　4月から館の案内や展示品の解説
などをしていただく方を募集しま
す。希望する方は、必ず説明会に参
加してください。▶対象：15歳以上
の方（中学生を除く）
〈説明会〉
▶日時：2月14日㈭・16日㈯午前10
時～11時30分　※いずれか1日の
み。▶場所：石神井公園ふるさと文化
館▶申込：石神井公園ふるさと文化 
館や同ホームページ（https://www. 
neribun.or.jp/furusato.html）にある 
募集案内をご覧の上、申し込んでく
ださい。
◎問合せ：同所☎3996-4060

外国人おもてなし
語学ボランティア育成講座
おもてなしコース
　簡単な英語で外国人への道案内な
どをするボランティアを育成する講
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：2月16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：区ホームページ
「電子申請」または地区区民館や図書
館、区ホームページにある申込書に

記入の上、1月22日（必着）までに申
し込んでください。▶問合せ：事業
推進係☎5984-1523

保育サービス講習会
～自分の空いた時間を活用して、
子育てのお手伝いをしませんか

　地域で育児を支え合う会員組織
「ファミリーサポート事業」の援助会
員になるための講習会です。修了後
は、援助会員（有償ボランティア）と
して、利用会員のお子さんを午前7
時～午後8時の間で預かっていただ
きます。▶対象：次の①②の両方に当
てはまる方　①20歳以上②月1回の
定例会に参加できる▶日時：2月18日
㈪～22日㈮午前9時30分～午後4時
30分【5日制】▶場所：大泉子ども家庭
支援センター▶定員：30名（選考）▶
テキスト代：2,000円▶申込：1月31日
㈭までに電話で練馬区ファミリーサ
ポートセンター☎3993-4100

福祉・障害のある方
障害者青年学級の参加者募集
▶対象：次の①～⑥の全てに当てはま
る方　①区内在住で下表の障害があ
り、障害者手帳をお持ちの方②15歳
～39歳（在学中の方を除く）③看護師
などによる医療管理や介護を必要と
しない④着替え・食事・排せつの介
助を必要としない（あすなろ青年学級
は応相談）⑤集団活動に適応できる
⑥自分で施設まで通える▶募集人
数：各学級とも若干名（面談）▶保険
料：年1,850円　※教材費など実費。
▶申込：1月25日㈮までに電話で春日
町青少年館☎3998-5341

学級・対象 場所 日時 主な活動
内容

あすなろ青
年学級（肢体
不自由な方）

光が丘
区民
センター
2階

主に
第1日曜
13:00～
16:00

絵画、
陶芸

ともしび青
年学級（中
度の知的障
害のある方）

旭丘小
主に
第3日曜
10:30～
15:30

クラブ
活動、
スポーツ、
音楽

日曜青年学
級（軽度の知
的障害のあ
る方）

春日町
青少年館

主に
第4日曜
9：30～
15：00

クラブ
活動、
スポーツ
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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

　子どものための講座を、区内の団体に委託して開催しています。
今回、来年度に開催する講座を企画・運営する団体を募集します。

説明会を
開催

　応募する団体は参加してください。▶日時：1月17日㈭Ⓐ午前10時～11
時30分Ⓑ午後6時30分～8時▶場所：区役所本庁舎19階▶申込：当日会場へ

★ねりま遊遊スクール（子ども・親子対象）
　  　子どもが体験する・発見する・創作する・感じ
る・学ぶをテーマにした講座です。

★すまいるねりま遊遊スクール
　 （主に知的障害のある小中学生と保護者対象）
　  　遊び・体験・交流を通しての成長・発達をテー
マにした講座です。

★子育て学習講座（大人対象）
　 　子育てや子どもの教育をテーマにした講座です。
★子供安全学習講座（子ども～大人対象）
　  　地域で暮らす子どもの安全・安心・防犯をテー
マにした講座です。

★ねりまイクメン講座（父親・父子対象）
　  　父親の育児や家事参加、父と子の触れ合いをテー
マにした講座です。

▶対象：次の①～③のいずれかに当てはまる団体
① 区内の小中学校・幼稚園・保育園などの
PTAや父母会
②練馬区生涯学習届出団体
③ 代表者が区内在住または在勤（在学）の20歳
以上の方で、主に区内で活動している団体
▶開催期間：4月1日㈪～来年3月15日㈰
▶開催場所：区内の小中学校や幼稚園・保育園、
公共施設など　※ねりま遊遊スクールのみ、区
外で開催するものも応募できます。
▶委託料：1企画につき講座委託料1万円または

2万円（年間4万円まで）。すまいるねりま遊遊
スクールは1企画につき講座委託料2万5000
円（年間5万円まで）。　※いずれも保育を行う
場合は6,500円を加算。
▶申込：申込用紙に必要書類を添えて、2月1日
（必着）までに持参または郵送で育成支援係へ
▶申込用紙の配布場所：図書館、体育館、青
少年館、石神井公園ふるさと文化館、石神井
公園区民交流センター、男女共同参画セン
ターえーる、青少年課など
※区ホームページにも掲載しています。

問合せ 青少年課育成支援係（区役所本庁舎11階）☎5984-1292

子どものための講座を
企画・運営する団体を募集

募集する講座 対象・申し込み方法など

働く
特別区（東京23区）職員採用
のための説明会・フォーラム
12とも▶問合せ：特別区人事委
員会事務局任用課☎5210-9787
123区合同説明会
▶対象：平成31年度以降の採用試験
の受験希望者▶日時：3月16日㈯午
前10時～午後4時▶場所：明治大学
（杉並区永福1-9-1）▶内容：各区の紹
介や技術・専門職の個別相談など▶
定員：7,000名程度（抽選）▶申込：2
月18日㈪午後5時までに特別区人事
委員会ホームページ（http://www.
tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.
htm）から申し込んでください。
2技術職採用フォーラム
▶対象：31年度以降の採用試験（土
木・造園・建築・機械・電気）の受
験希望者▶日時：3月24日㈰午後0
時30分～4時▶場所：明治学院大学
（港区白金台1-2-37）▶内容：講義、
技術職職員による仕事紹介、質問会
など▶定員：550名程度（先着順）▶
申込：当日会場へ

①短時間保育補助②保育補
助③調理④用務【臨時職員】
　登録制で欠員状況により採用しま
す。▶期間：6カ月以内▶勤務日：月
～土曜（月20日程度）▶時間：①朝…
午前7時30分から、夕…午後4時15
分から（それぞれ2～3時間程度）②
～④原則として午前8時30分～午後
5時15分の間の4～7時間45分▶場
所：区立保育園▶賃金：①時給1,300
円（土曜1,400円）②時給1,100円
（土曜1,200円） ③④時給1,020円
（土曜1,120円）　※交通費支給。　
※勤務時間により社会保険あり。▶
申込：履歴書（写真貼付）に希望する
職種（①～④の別）を記入の上、持参
または郵送で〒176-8501区役所内

保育課管理係（本庁舎10階）☎5984-
5839

練馬区環境まちづくり公社
契約社員（資源循環推進員）
▶対象：ごみ収集ができる体力のある
方▶期間：4月から1年間▶日時：週5
日午前7時40分～午後4時25分　
※土・日曜、祝休日勤務あり。▶場所：
資源循環センターなど▶内容：粗大ご
みや可燃ごみの収集作業など▶採用
予定数：若干名（書類選考・面接・体
力測定）▶報酬：月額19万8400円（年
齢に応じて加算あり）　※交通費支
給。　※賞与・社会保険あり。▶申込：
履歴書（写真貼付）と「ごみを減らすた
め、あなたが実践していること」を
テーマとした作文（800～1,200字。
A4判横書き400字詰め原稿用紙〈手
書き〉）、住所・氏名を記入し82円切
手を貼った返信用封筒を、1月25日
（必着）までに持参または郵送（簡易書
留）で〒177-0032谷原1-2-20　資
源循環センター☎3995-6711

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 資格 募集期間

自衛官
候補生

18歳以上33歳未満
の男性 随時

予備
自衛官補

18歳以上34歳未満
の方（保有する技能
に応じて55歳まで）

4/12㈮
まで

心のふれあい相談員【登録制】
　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。▶期間：4月か
ら1年以内▶日時：原則として平日
午前8時～午後5時の間で学校が指
定する時間（週2・3日）▶場所：区立
小中学校・小中一貫教育校▶内容：
児童・生徒の悩み相談など▶謝礼：
1時間当たり1,300円　※交通費は

支給しません。▶申込期限：1月31
日㈭▶問合せ：学校教育支援セン
ター☎6385-9911

人生半ばから働きたい女性
のための就労準備講座「わ
たしを活

い

かす就活作戦！」
▶対象：40～60代の女性▶日時：2
月14日㈭・21日㈭・28日㈭午前
10時～正午【3日制】▶場所：勤労福
祉会館など▶講師：キャリアコンサ
ルタント／石田美枝子ほか▶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、男女共同参画セ
ンターえーる☎3996-9007 FAX
3996-9010 oubo@nerima-
yell.com　※手話通訳を希望する
方は1月31日㈭までにお知らせくだ
さい。

就職面接会
　参加企業名など詳しくは、1月23
日㈬ごろから区ホームページでご覧
になれます。▶対象：短時間勤務を
希望する方▶日時：2月6日㈬午後1
時～3時▶場所：光が丘区民セン
ター5階▶区の担当：中小企業振興
係▶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▶問合せ：ハローワーク池
袋職業相談第1部門☎5911-8609
（部門コード41＃）

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）の就業を体験する方を募集
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1時30分～3時30分▶場所：区役
所アトリウム地下多目的会議室▶申
込：当日会場へ
◎問合せ：東京都福祉人材センター
☎5211-2860

住まい・まちづくり
重点地区まちづくり計画を検
討する区域がご覧になれます
　補助156号線沿道周辺（東大泉4丁
目、西大泉1丁目、南大泉5・6丁目）
地区を、練馬区まちづくり条例に基
づき「重点地区まちづくり計画を検
討する区域」に指定しました。意見
のある方は意見書を提出できます。
▶縦覧・意見書提出の期間：2月1日
㈮までの午前8時30分～午後5時15
分（土・日曜、祝日を除く）▶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。▶問合せ：西
部地域まちづくり課☎5984-4751

ねりまマンションセミナー「未来塾」
▶対象：区内分譲マンション管理組
合役員・区分所有者▶日時：2月2日
㈯午後1時30分～4時50分▶場所：
区役所アトリウム地下多目的会議室
▶内容：「自主的な管理組合運営と管
理会社との関係」の講義、グループ
別情報交換会など▶講師：マンショ
ン管理士／長尾英俊ほか▶定員：80
名（先着順）▶申込：電話またはファ
クスで①講座名②マンション名③ 
住所④氏名⑤電話番号⑥ファクス番
号（ある方のみ）を、1月28日㈪まで
に住宅課管理係☎5984-1289 FAX
5984-1237

お休みします
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…1月21日㈪・22日㈫
【空調設備の改修工事のため】
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●農場スタッフの
丁寧な指導を受け、
初心者でも安心して
楽しめる！

●採れた野菜を使った収穫祭や、
練馬の農文化を体験できる！

●１区画約5.6㎡の畑で８種類の野菜を作れる！
　（共同畑では、他の野菜も作れます）

　農業体験農園は、区内の農家が開設し、経営・管理している農園です。農園主
の指導を受けながら、野菜の作付けから収穫まで体験できるので、初心者の方も
安心して取り組めます。

問合せ 農業振興係
☎5984-1403

農園名 申込先 募集区画数
（抽選）

学田体験農園（中村南1-4） 〒176-0025中村南1-10-1　神田耕 若干数
田柄すずしろ農園（田柄１-29） 〒179-0073田柄1-7-2　吉田忠男 10
イガさんの畑（土支田1-35） 〒179-0076土支田1-34-8　五十嵐透 20
楽農くらぶ（三原台3-27） 〒177-0031三原台3-28-19　荘光男 20

農の詩
うた
（石神井町5-15） 〒177-0041石神井町5-13-1　冨岡忠明 42

農学校「石泉愛らんど」（石神井台6-5） 〒177-0045石神井台6-5-27　本橋邦浩 40
あーばん あぐりぱーく石神井台（石神井台8-2） 〒177-0045石神井台4-21-9　尾崎賀一 15
関町グリーンガーデン（関町北3-20） 〒177-0051関町北3-20-8　田中秀一 20
どろんこ・わぁるど（西大泉2-25） 〒178-0065西大泉2-25-21　内堀雅巳 55
旬感倶楽部（南大泉1-6） 〒178-0064南大泉１-6-19　井口和喜 20
緑と農の体験塾（南大泉3-17） 〒178-0064南大泉3-15-3　加藤義松 30
南大泉やさい村（南大泉4-39） 〒178-0064南大泉4-37-16　山口幸治 20
大泉　風のがっこう（大泉町1-54） 〒178-0062大泉町1-44-14　白石好孝 15
緑の散歩道（大泉学園町3-4） 〒178-0061大泉学園町3-6-47　小美濃昌一 35

百
ひゃくめ
匁の里（大泉学園町3-17） 〒178-0061大泉学園町2-30-45　

加藤正明
20

百匁の里第二（大泉学園町3-12） 40

▶利用期間：3月中旬～来年1月末　※更新は園主と相談。
▶年間利用料：3万8000円（練馬区に住民票がない方は5万円）
　※利用料には、指導料・野菜収穫代などを含みます。

▶対象：20歳以上の方　※家族での参加も可。
▶申込：往復ハガキに①農園名②住所③氏名④年齢⑤電話番号と、返
信面に返信先を記入の上、1月31日（消印有効）までに各農園の申込
先へ
※申し込みは、1農園につき1通までです。
※結果は、2月中に各園主から通知します。

●区画の貸し出しではないので、栽培する作物の選定などは園
主が行います。
●基本的農作業に必要な種・苗・資材・肥料などは園主が用意し
ます。ただし、追加で資材を希望する場合は利用者の負担とな
ります。
●駐車場はありません。

注
意
事
項

●必要な道具は園で用意するので、初心者でも安心！
●講習は週末が中心なので、お勤めの方にもお勧め！
●１区画約30㎡の畑で20種類以上の野菜を作れる！

ココが

オススメ！

ココが

オススメ！

利用料など 農業体験農園一覧

申し込み方法など
　初心者の方でもおいしい
野菜が収穫できるよう、育
て方のコツを丁寧に教えま
す。利用者同士も仲が良く、
幅広い世代の方が交流でき
る場にもなっています。
　自分で野菜を育てて食べ
ることは、食の大切さや野
菜のおいしさを学ぶとても
貴重な体験です。特に子ど

もの頃の体験は一生生き続け、食べ物に感謝する心や生き
る力を育ててくれます。ぜひ、皆さんも野菜を育てて、食
の大切さ・野菜のおいしさを知ってみてください。

イガさんの畑／五十嵐透さん

自分で作った野菜は
おいしいですよ！

問合せ 花とみどりの相談所☎3976-9402

農業教室講習生を募集！
土支田農業公園

▶対象：区内在住で、週1回以上の来園と、土曜または日曜に開催す
る農業教室（23回程度）に参加できる世帯　※今年度に受講した方、
過去２回以上受講した方は申し込めません。
▶利用期間：4月1日㈪～来年1月31日㈮
▶定員：100世帯(抽選)
▶年間利用料：3,000円
※野菜の種や苗代などは、実費(共同購入)です。肥料は各自で用意
してください。
▶申込：往復ハガキで①農業教室②住所③参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢④電話番号を、1月31日(必着)までに〒179-0072光が
丘5-2-6　花とみどりの相談所へ
※申し込みは１世帯につき１通までです。
※結果は、2月6日㈬までに通知します。

バス停
 「土支田二丁目」

補助230号線

バス停
「土支田地蔵」

至光が丘駅

バス停
 「土支田地域集会所」

薬局
銀行

（土支田3-34-26）

土支
田通
り

土支田農業公園

案内図
▶交通：西武バス・国際興業バスで
「土支田二丁目」下車徒歩7分、「土
支田地蔵」下車徒歩5分、みどりバ
ス保谷ルートで「土支田地域集会
所」下車徒歩10分　※駐車場はあ
りません。
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農業体験農園で

を楽しもう！



1/19土～3/17日  9：00～17：00 （火曜休館） 入場無料
場所・問合せ 牧野記念庭園記念館☎6904-6403

　昭和32年3月に池波正太郎の脚本で劇団「新国劇」
によって上演された芝居「牧野富太郎」を、写真と台
本からの引用文で紹介します。

会期中の催し
ギャラリートーク（学芸員による展示解説）
▶日時：2月3日㈰、3月10日㈰午後2時30分～2時
50分▶定員：各30名（先着順）▶申込：当日会場へ

池波正太郎 作・演出「牧野富太郎」
～新国劇 昭和三十二年三月公演写真展

　練馬Enカレッジ（人材育成事業）では、ボランティアや地域活動に興
味のある方向けの講座を開催しています。今回、講座内容や修了生の
活動の紹介、ボランティアの体験（リサイクル・食育推進）などをする
オープンキャンパスの参加者を募集します。講座に参加してボランティ
アや地域活動の担い手として活躍してみませんか。▶対象：18歳以上の
方▶日時：2月9日㈯・23日㈯午前10時～正午【2日制】▶場所：生涯学習
センター▶定員：20名(先着順)▶保険料など：200円▶申込：1月26日㈯
までに電話で同所☎3991-1667

大人のオープンキャンパス
参加者募集 じっとしていたらもったいない！

当時の台本

高齢者
健康長寿はつらつ教室
▶対象：区内在住の65歳以上の方▶
定員：各25名▶費用：500円▶申込：
1月21日㈪までに電話で介護予防生
活支援サービス係☎5984-4596
足腰しゃっきりトレーニング教室
（室内での筋力強化、ストレッチなど）
▶日時：2/7～3/14の毎木曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：ティップネス練馬 
（練馬1-5-16）
▶日時：2/6～3/13の毎水曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：はつらつセンター
光が丘
▶日時：2/4～3/11の毎月曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：ルネサンス光が丘
（高松5-8）
▶日時：2/7～3/14の毎木曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：関区民センター
▶日時：2/1～3/8の毎金曜10：00～11：
30【6日制】▶場所：ルネサンス石神井公
園（石神井町2-14-14）
▶日時：2/5～3/12の毎火曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：勤労福祉会館
▶日時：1/31～3/7の毎木曜10：00～
11：30【6日制】▶場所：大泉リサイクルセ
ンター
※初めての方を優先の上、抽選。

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）

2/12㈫
10：30～
12：00

各20名
けやき
（南大泉地域集会
所内）

2/19㈫
10：30～
12：00

つつじ
（中村橋区民セン
ター内）

2/21㈭
10：30～
12：00

保
健
相
談
所

大泉
2/18㈪
14：30～
16：00

25名

豊玉
2/27㈬
14：30～
16：00

30名

認知症予防講演会「誰でも
学べる！認知症予防」
▶対象：65歳以上の方▶日時：2月
12日㈫午後2時～4時▶場所：生涯
学習センター▶講師：東京都健康長
寿医療センター研究所研究員／杉山
美香▶定員：200名（先着順）▶申込：
電話で介護予防係☎5984-2094 

はつらつシニアクラブ
～健康長寿に取り組みませんか

　体組成（脂肪や筋肉の量など）、血
管年齢、骨の健康度などを測定し、
アドバイスを行います。また、運動
や文化活動など近隣で活動している
団体の紹介も行います。　※ペース
メーカーを使用中の方は一部の測定
ができません。　※申し込みは1人
1会場です。▶対象：区内在住の65
歳以上の方▶定員：各50名（先着順）
▶区の担当：介護予防係▶申込：電話
でスポーツクラブルネサンス石神井
公園☎5910-3975（午前11時～午
後7時）

場所 日程
桜台地域集会所 1/18㈮
下石神井地区区民館 1/23㈬
南大泉青少年館 1/29㈫
※時間はいずれも9：30～12：00。

平成30年度いきいき健康券
の申し込み期限は2月28日㈭
　まだ申し込んでいない方は、早め
に申し込んでください。利用期限 
は3月31日㈰です。　※31年度の
利用申し込みについては、後日区報
でお知らせします。▶対象：65歳以
上（昭和29年4月1日以前生まれ）の
方で練馬区に住民登録のある方　※
申し込みは年度内1回です。▶問合
せ：高齢者いきいき健康事業担当☎
3993-3711

子ども・教育
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
れ方や歯磨き実習など▶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 5㈫・12㈫・19㈫
光が丘☎5997-7722 8㈮・15㈮・22㈮
石神井☎3996-0634 1㈮・8㈮・15㈮
　関　☎3929-5381 4㈪・18㈪・25㈪
※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23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

2月の「パパとママの準備教室」
1～3とも▶対象：出産を控えた夫
婦　※家族での参加も可。▶内容：
お風呂の入れ方の実習、妊婦ジャ
ケットの体験など▶持ち物：母子健
康手帳▶申込：往復ハガキまたは区
ホームページ「電子申請」で①教室名
②住所③夫婦の氏名（ふりがな）④電
話番号⑤出産予定月を、1月24日（必
着）までに各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先
日時・定員
（抽選）

1大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

16㈯
9：00～11：30
（25組）

2北
（〒179-0081
北町8-2-11）
☎3931-1347

17㈰
9：00～11：30
（25組）

3石神井
（〒177-0041
石神井町7-3-28）
☎3996-0634

23㈯
9：00～11：30
（40組）

2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 27㈬13:00～15:00
　北　☎3931-1347 15㈮9:00～11:00
光が丘☎5997-7722 5㈫9:00～11:00
石神井☎3996-0634 15㈮13:00～15:00
大　泉☎3921-0217 22㈮9:00～11:00
　関　☎3929-5381 25㈪9:00～11:00

小児救急ミニ講座
「子どもの病気とその対応」
▶対象：3歳以下のお子さんの保護
者▶日時：2月6日㈬午前10時～11
時30分▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶講師：上石神井サン・
クリニック院長／小西佐知子▶定
員：30名（先着順）▶申込：電話で地
域医療課☎5984-4673　※保育室
（3歳以下のお子さん対象。定員10
名）を利用したい方は、併せて申し
込んでください。

子育てママのシェイプアッ
プ体操～お子さんと楽しく遊び
ながら健康アップを！

▶対象：4～12カ月児と母親▶日時：
2月7日㈭午前10時～11時30分▶
場所：石神井保健相談所▶講師：健康
運動指導士／加藤有里▶定員：20組

（先着順）▶申込：電話または区ホー
ムページ「電子申請」で、2月4日㈪
までに同所☎3996-0634

子ども体操教室
▶対象：運動が苦手な区内在住の小
学1～3年生▶日時：2月3日～3月
10日の毎日曜午前10時～11時30
分【6日制】▶場所：南大泉青少年館
▶内容：鉄棒、跳び箱、マット運動
など▶定員：30名（初めての方を優
先の上、抽選）▶保険料：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年齢⑤学校名・学
年⑥性別⑦電話番号を、1月21日（必
着）までに〒179-0074春日町4-16-9　
春日町青少年館☎3998-5341

講演会「思春期の子どもの気
持ち、親の気持ちを見つめ
よう～親子関係を考える」
▶対象：思春期のお子さんの保護者
▶日時：2月21日㈭午後3時～5時▶
場所：光が丘保健相談所▶講師：翠会
ヘルスケアグループ精神医学研究所
精神科医師／後藤恵▶定員：40名
（先着順）▶申込：電話または電子
メールで①講演会名②住所③氏名
（ふりがな）④電話番号を、同所☎
5997-7722 hikarihoso@city.
nerima.tokyo.jp

健康・衛生
血糖値が高めと言われた方
へ～糖尿病と運動・歯と食生活
▶日時：Ⓐ2月6日㈬Ⓑ8日㈮午前10
時～正午　※1日のみの参加も可。▶
場所：大泉保健相談所▶内容：Ⓐ講義、
実技Ⓑ講義▶講師：健康運動指導
士／加藤有里ほか▶定員：30名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3921-0217

専門医に聞く！
歯周病治療の実際
▶日時：2月6日㈬午後2時～4時▶
場所：石神井保健相談所▶内容：講
義、実技▶講師：たけのうち歯科ク
リニック院長／竹之内大助▶定員：
40名（先着順）▶申込：電話で同所☎ 
3996-0634

防ごう！糖尿病～血糖値をコ
ントロールするための食事と生活

▶日時：2月1日㈮午後1時30分～3時
30分▶場所：光が丘保健相談所▶内
容：講義、献立紹介▶定員：30名（先
着順）▶申込：電話で同所☎5997-
7722
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■ ①大人のための英会話②韓国語
入門講座無料体験会　2月9日①午
後1時30分～2時30分②午後3時～4
時　ココネリ3階　国際文化交流協会
☎090-6489-2803（要予約）
■OK健康体操クラブ無料体験会
（ストレッチ・簡単な筋トレ・有酸
素運動など）　60歳以上の方対象　1
月15日、29日午前9時30分～10時50
分　早宮地区区民館　例会…60歳以
上の方対象　月2回火曜午前9時30分
～10時50分　早宮地区区民館　入会
金1,000円　月会費1,500円　月岡☎
3991-6085（要予約）
■俳句　石神井句会　初心者～中級
者対象　第3月曜午後1時～4時　石神
井庁舎5階　講師　「秋」主宰／佐怒賀
正美　月会費1,000円　阿部☎ FAX
3926-9217（要予約）
■ アップル英会話　毎金曜午前9時
30分～11時30分　春日町リサイクル
センター　日本人女性が指導　入会金
1,000円　月会費4,500円　矢竹☎
3550-5972 yshizue@xpost.plala. 
or.jp（要予約）

■高齢者水泳体験会（水中運動・水
泳など）　60歳以上の方対象　①2月
4日②18日③25日午後1時～3時　上
石神井体育館　①～③とも保険料100
円　シルバースイミング上石神井・杉
浦☎090-9881-1853（要予約。午後6
時～9時）
■ 太極拳旭町クラブ　毎水曜午後7
時～9時　旭町北地区区民館など　入
会金1,000円　月会費2,000円　山岸
☎080-5895-7991
■フラダンス　フラ・オハナ・カム
ケア　50歳以上の女性対象（④は初
心者のみ）　月4回木曜①午前11時～
午後1時②午後1時～3時、月3回土曜
③午前11時～午後1時④午後1時～3
時　①②東大泉地区区民館③④大泉北
地域集会所　月会費①②4,200円③④
3,200円　初回は無料体験可　吉川☎
090-2314-4450（要予約）
■ 童謡・愛唱歌・ポピュラーソン
グ　フラワーソング　①月2回月曜
午後1時45分～3時45分、月2回火曜
②午前9時45分～11時45分③午後1時
45分～3時45分、④月2回木曜午後1
時45分～3時45分　①③光が丘区民セ
ンター5階②④春日町図書館　①～④
とも入会金1,000円、会費1回1,100円　
松谷☎3999-8016（要予約）
■丹田呼吸法クラブ　月2回主に土・
日曜午後1時30分～3時30分　光が丘
地区区民館など　会費1回500円　福
田☎ FAX 5998-4713(要予約)

■ 社交ダンス　ダンスサークル
チャーム　多少踊れる方対象　毎水
曜午前10時～11時30分　勤労福祉会
館　プロが指導　入会金1,000円　会
費1回1,500円　青山☎3996-8911
■書道（毛筆・漢字・仮名）　園の会　
初心者対象　第1・3火曜午後1時30分
～3時30分　南大泉青少年館　講師　
読売書法会理事／横田北園　月会費
3,000円　西原☎ FAX 3924-8431
■ 3歳児体操教室　いやいやえん　
平成27年4月～28年3月生まれのお子
さん対象　第1・３水曜午前10時～正
午の間の1時間　高松地区区民館など　
講師　日本体育協会公認コーチ／宇内
秀一　年会費1万円　1月16日、2月6
日に見学会あり　酒井☎090-3936-
6039 caravan-kana@i.softbank.
jp（要予約）
■ 太極拳体験会　１月28日、2月18
日午後1時～2時　東大泉地域集会所　
講師　梶取さより　参加費１回500円　
例会…月１回月曜午後1時～２時　東
大泉地域集会所　入会金100円　月会
費900円　新日本婦人の会あかね班・
松田☎ FAX 4283-2817（要予約）
■ビューティYoga　①毎日曜②毎水
曜午前10時10分～11時50分、③毎土
曜午前10時15分～11時45分④毎火
曜午後7時30分～9時15分　東大泉中
央地域集会所など　①～④とも月会費
3,500円　初回は無料体験可　レイ☎
090-6539-5787（要予約）

■卓球　青卓会　50歳以上の初級者
～中級者対象　毎木曜午後0時30分
～3時30分　上石神井体育館　月会費
500円　月1回ダブルス大会あり　大
矢根☎090-6178-5464（要予約）
■ ストレッチ・ラテンジャズダン
スキュー　中高年齢者対象　毎土曜
午後６時～8時　春日町青少年館など　
講師　小林眞理　入会金1,000円　月
会費2,500円　年1回発表会あり　窪
田☎080-6658-2082（要予約。午後6
時以降）
■詩吟・謡曲　練馬和漢朗詠会　月 
3回主に土・日曜　田柄地区区民館な
ど　月会費1,000円　初回は無料体験
可　佐伯☎3999-1807 tadafumi. 
saeki@zj9.so-net.ne.jp
■ 英会話サークル　フジフラワー　
60歳以上の初級者対象　月3回金曜
午後1時10分～2時10分　生涯学習セ
ンター　ネイティブ講師が指導　入会
金1,000円　月会費4,200円　笠原☎
070-3519-7394（要予約。平日）
■尺八・笛　初心者～中級者対象　月
3回水曜午後6時30分～8時30分　土
支田地域集会所　講師　日本民謡協会
教授　月会費4,500円　喜多☎3921-
6421
■漱石入門講座「漱石散歩の会」　第
4土曜午後1時～4時　大泉図書館　講
師　劇作家／島田九輔　資料代月200
円　井山☎090-2538-4079（要予約。
午後5時以降）

■社交ダンス　青鳥クラブ　初心者～
初級者対象　毎火曜①午後1時～2時②
午後2時～3時　東大泉中央地域集会所
など　男性プロが指導　①②とも入会
金1,000円、会費1回600円　初回は無
料体験可　小林☎3924-1491（要予約）
■国際交流と留学生による英語教室　
①小学３～6年生②中学生③一般対象　
月4回主に平日午後7時～10時　早宮地
区区民館など　①～③とも入会金3,000
円、月会費5,000円　1月18日午後7時～
9時にココネリ3階で説明会あり　NPO
留学生と歩む会・横山☎080-8020-
1688 sidemt@t.toshima.ne.jp
■俳句　ふうの木句会　初心者～中
級者対象　第4金曜午後1時～4時30
分　サンライフ練馬　講師　「繪硝子」
主宰／和田順子　月会費1,000円　倉
橋☎ FAX 3999-0018（要予約）
■第30回すずしろ展（写真）　1月30
日～２月３日午前10時～午後6時（30
日は午後2時から。3日は午後4時まで）　
練馬区立美術館　入場無料　JRP練馬
支部・鈴木☎3979-9647
■母チアダンス集団Juicy Flowers　
子育て中の初心者の女性対象　①1月
23日②30日③２月12日④22日⑤26日
午前10時～正午　①④豊玉地域集会
所②⑤旭丘地域集会所③桜台地区区民
館　講師　サトウユカ　①～⑤とも参
加費1回1,000円　松本☎090-3522-
2327 juicyflowers2012@gmail.
com（要予約）

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

区 民 の ひ ろ ば

▶日時：1月16日㈬午後0時15分～0時45分
▶場所：区役所アトリウム▶曲目：ベートー
ベン／ピアノソナタ第14番「月光」など▶出
演：伊舟城歩生（ピアノ）▶問合せ：(公財)練
馬区文化振興協会☎3993-3311　※事前の
申し込みは不要です。　※車での来場はご
遠慮ください。

アトリウムミニステージ
第265回1/16水 入場無料

認知症サポーター・ステッ
プアップ講座～認知症の方へ
の声掛けや接し方を学ぼう

▶対象：認知症サポーター養成講座
を受講した方▶日時：2月21日㈭午
前9時30分～正午▶場所：ココネリ
3階（練馬1-17-1）▶講師：㈱PAO代
表取締役／北田信一▶定員：80名
（先着順）▶申込：電話で在宅療養係
☎5984-4597

ペット動物無料相談
　獣医師がしつけや病気などの相談
に応じます。　※ペットを連れての
来場はご遠慮ください。▶日時：1月
15日㈫午後1時30分～4時30分▶場
所：区役所アトリウム▶申込：当日会
場へ　※電話相談☎3993-1111（代
表）もできます。▶問合せ：生活衛生
課管理係☎5984-2483

漢方医が勧める自宅ででき
る解消法～肩こり、冷え、便秘、
PMS、更年期など

▶日時：2月15日㈮午前10時～正午
▶場所：光が丘区民センター2階▶内
容：講義、ヨガ▶講師：練馬総合病院
漢方医学センター長／中田英之ほか
▶定員：40名（先着順）▶申込：電話で
北保健相談所☎3931-1347

精神保健講演会「摂食障害の
理解のために～拒食、過食、
嘔
おう

吐
と

で悩んでいませんか」
▶日時：2月15日㈮午後2時～4時 
▶場所：大泉保健相談所▶講師：大泉
病院医師／木﨑英介▶定員：50名
（先着順）▶申込：電話または電子
メールで①講演会名②住所③氏名④
電話番号を、同所☎3921-0217  
oizumihoso@city.nerima.tokyo.jp

医療と介護のまちづくり
ワークショップ
「タウンリハを始めよう！」
　安心して暮らすことができる医療
と介護のまちづくりについてグルー

プディスカッションを行います。▶
日時：1月27日㈰午後2時～4時▶場
所：勤労福祉会館▶講師：ねりま健育
会病院院長／酒向正春▶定員：60名
（先着順）▶申込：電話で医療連携担
当係☎5984-4673

講座・催し❶
講演会「能ってなに？」
▶対象：区内在住の方▶日時：1月28
日㈪午後2時～3時30分▶場所：はつ
らつセンター豊玉▶講師：観世流準職
分／富田雅子▶定員：50名（抽選）▶
申込：往復ハガキで①講演会名②郵
便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤年
齢⑥電話番号を、1月18日（必着）ま
でに〒176-0013豊玉中3-3-12　は
つらつセンター豊玉☎5912-6401

上級救命講習会
　初めて講習を受ける方も参加でき
ます。　※認定証の更新はできませ
ん。▶日時：1月27日㈰午前9時～午
後5時▶場所：防災学習センター▶内
容：傷病者の応急手当て、心肺蘇生（そ
せい）法、止血法、搬送法など▶定員：
30名（先着順）▶テキスト代：2,600円
▶申込：電話またはファクス、電子
メールで①講習会名②郵便番号③住
所④氏名⑤電話番号を、1月20日㈰
までに同所☎5997-6471 FAX 5997- 
6472 kuminbousai04@city. 
nerima.tokyo.jp

障害への理解を深める講座
～障害者差別解消法を知る

▶日時：1月28日㈪午後2時～4時▶
場所：区役所本庁舎20階▶定員：50
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、1月25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。　

※保育室（1歳以上の未就学児対象）
を利用したい方は、お子さんの氏名
（ふりがな）・年齢も、手話通訳を希
望する方はその旨も、1月18日㈮ま
でにお知らせください。

消費者教室「ストローをやめ
た理由を知っていますか？～
やめよう、プラスチック汚染」
　プラスチックごみが環境に与える
影響を知り、私たちが何をすべきか
を学びます。▶日時：2月3日㈰午前
10時～正午▶場所：石神井公園区民
交流センター▶講師：全国川ごみ
ネットワーク事務局／伊藤浩子▶定
員：70名（先着順）▶申込：電話または
電子メールで①教室名②住所③氏名
（ふりがな）④電話番号を、2月1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、お子さんの氏名（ふ
りがな）・年齢を、1月21日㈪までに
お知らせください。

くらしに役立つ身近な税の講座
▶日時：2月3日㈰午後1時～3時▶
場所：大泉図書館▶講師：税理士／山
﨑直彦▶定員：40名（先着順）▶申
込：1月15日㈫から電話で同所☎

3921-0991

省エネルギー月間講演会「私たち
が直面する2つの気候変化～地
球温暖化とヒートアイランド」
　1999年7月の「練馬豪雨」や2018
年の猛暑など、身近な地域における
気候変化について、科学的側面から
解説します。　※参加者にはネック
ウォーマーを差し上げます。▶日時：
2月3日㈰午前10時～正午▶場所：コ
コネリ3階（練馬1-17-1）▶講師：首
都大学東京大学院教授／高橋日出男
▶定員：100名（先着順）▶申込：電話
または電子メールで①講演会名②代
表者の住所・氏名・電話番号③参加
人数④質問（ある方のみ）を、ねり☆
エコ事務局☎3993-8011 info@
nerieco.com

ヤングダンス講座
▶対象：中学生～おおむね30代の方
▶日時：Ⓐ1月22日㈫、2月19日㈫、
3月19日㈫午後7時～9時Ⓑ2月3日
㈰、3月3日㈰午後6時～8時　※1
日だけの参加も可。▶場所・問合せ：
春日町青少年館☎3998-5341▶内
容：ヒップホップダンスなど▶講師：
ダンスインストラクター／湖都美▶
持ち物：上履き▶申込：当日会場へ
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ミニガイド
◆ほんちょう通りの鏡開き▶日時：
1月12日㈯午後2時から▶場所：富士
見台本町通り商店会▶内容：おしるこ
の提供など（なくなり次第終了）▶定
員：300名（先着順）▶問合せ：富士見台
本町通り商店会・牧田☎3926-4580
（月・水・金曜）
◆新春餅つき大会▶日時：1月14日㈷
午前10時～午後1時▶場所：石神井公園
商店街▶内容：餅・甘酒などの販売（な
くなり次第終了）▶問合せ：石神井公園
商店街振興組合・豊田☎3995-1150
◆区民公開講座「子どもや高齢者を
守るために知っておこう！身の回り
にあるキケンなもの」▶日時：1月26
日㈯午後2時～3時30分▶場所：ココ
ネリ3階（練馬1-17-1）▶講師：消費者
庁消費安全課長／尾﨑真美子ほか▶定
員：100名（先着順）▶申込：当日会場へ
▶問合せ：順天堂大学医学部附属練馬
病院☎5923-3111
◆さくらスポーツ体験会～ラケット
テニス▶対象：5歳児以上　※小学2年
生以下は保護者同伴。▶日時：1月27
日㈰午後1時30分～3時30分▶場所：
桜台体育館▶定員：30名（先着順）▶費
用：100円▶持ち物：上履き▶申込：当
日会場へ▶問合せ：SSC桜台・南波☎
090-1408-9900
◆伝統文化日本舞踊子ども教室発
表会▶日時：1月27日㈰午後2時30分
～4時▶場所：生涯学習センター▶定
員：100名（先着順）▶申込：当日会場へ
▶問合せ：練馬・春日会・春日☎5241-
8617
◆地域公開講座「子育てに食育を！
元気な子を育てるヒント」▶対象：
子育て中の保護者、子育て支援に携
わる方など▶日時：1月29日㈫午後0
時45分～3時▶場所：大泉学園ゆめり
あホール▶講師：日本成人病予防協会
専任講師／清水千佳子▶定員：140名
（先着順）▶申込：電話で石神井学園☎
3996-4191（平日午前9時～午後5時）　
※同ホームページ（http://shakujii-
gakuen.tokyo/cooperation/）からも
申し込めます。
◆地域福祉講演会～つながる・さ
さえる・つくりだす　在宅現場の
地域包括ケア▶日時：2月3日㈰午後2
時～4時▶場所：石神井公園区民交流セ
ンター▶講師：暮らしの保健室室長／秋
山正子▶定員：200名（先着順）▶費用：
500円▶申込：電話でNPO法人練馬明
るい社会づくりの会☎3991-7161

◆第17回バドミントン親睦交流大
会▶対象：15歳以上の初級者～中級
者（中学生を除く）▶日時：2月11日㈷
午前9時～午後5時▶場所：平和台体育
館▶内容：ダブルス団体戦▶定員：80
名（先着順）▶費用：1人1,000円▶持
ち物：ラケット▶申込：電話またはファ
クスで①大会名②住所③氏名④年齢⑤
性別⑥電話番号⑦初級・中級の別を、
1月25日㈮までにSSC平和台☎ FAX
5921-7800（平日午前9時～午後5時）
◆少年少女サッカー教室～元日本
代表のJリーガーによる指導▶対象：
小学生　※保護者の参加も可。▶日時：
2月11日㈷午前9時30分～正午▶場
所：立野小▶講師：元鹿島アントラー
ズ／大野俊三ほか▶定員：80名（先着
順）▶保険料など：500円▶持ち物：
サッカーボール▶申込：ハガキまたは
ファクスで①教室名②郵便番号③住所
④氏名⑤学校名・学年⑥性別⑦電話番
号を、1月31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：2
月15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：
2月17日㈰午前9時～正午▶定員：20
名（先着順）
◆区民健康講座「耳鼻科疾患～耳の
めまいについて」▶日時：2月16日㈯
午後2時～3時30分▶場所：光が丘区民
センター2階▶定員：100名（先着順）▶
申込：2月9日㈯までに電話で練馬光が
丘病院☎3979-3611（午前9時～午後
4時30分）
◆第13回ねりま幼児水泳大会▶対
象：未就学児▶日時：3月10日㈰午前10
時から▶場所：光が丘体育館▶定員：
300名（先着順）▶費用：1種目1,000円
（1種目追加ごとに別途500円）、リレー
2,000円▶申込：体育館にある申込用
紙に記入の上、1月31日（必着）までに
ねりま幼児大会係☎3939-0011（田柄
スイミングクラブ内）
◆泳力検定会▶対象：週1回以上水泳
の練習をしている方▶日時：3月21日
㈷午前9時～午後1時▶場所：田柄スイ
ミングクラブ（田柄2-6-14）▶保険料な
ど：600円　※別途、1種目につき検定
料500円。▶申込：体育館にある申込
書に記入の上、検定料を添えて2月18
日㈪までにSSC大泉☎3921-1300

◆平成31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方▶定員：
40名（2月3日㈰に選考）▶申込締切
日：1月25日㈮▶問合せ：神田一橋中☎
3265-5961

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Ⓑ
認知症対応型グループホームって
どんなところ？▶日時：1月18日㈮Ⓐ
午前10時～正午Ⓑ午後2時～4時▶場
所：大泉学園高齢者グループホームま
ささんの家▶内容：講義▶定員：各10名
（先着順）▶申込：電話で同所☎5933-
3317
◆悪質商法を知って見守り力を高
めよう▶日時：1月19日㈯午後1時30
分～3時▶場所：練馬デイサービスセン
ター▶内容：講義▶定員：20名（先着順）
▶申込：電話で同所☎5984-1701
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：1月19日㈯午後2時～4時▶場所：錦
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☎3937-5031
◆疼痛（とうつう）予防で健康寿命
をのばそう！～腰・膝の痛みについ
て▶日時：1月19日㈯午後2時～4時▶
場所・問合せ：介護老人保健施設大泉
学園ふきのとう☎3924-2215▶内容：
講義▶定員：25名（先着順）▶申込：当日
会場へ
◆認知症を支える▶日時：1月19日
㈯午後2時～4時▶場所：第2育秀苑デ
イサービスセンター▶内容：講義▶定
員：14名（先着順）▶申込：電話で同所☎
3991-0523
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：1月25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
◆失語症と言葉のリハビリについて
▶日時：1月26日㈯午後2時～4時▶場
所：大泉デイサービスセンター▶内容：
講義、実技▶定員：10名（先着順）▶申
込：電話で同所☎5387-2201

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
1月15日㈫午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆早宮商店街▶日時：1月18日㈮・
19日㈯午後3時～6時▶問合せ：渡辺☎
3991-3985

献血にご協力を
◆区役所アトリウム地下多目的会
議室▶日時：1月21日㈪午前10時～
午後4時▶問合せ：東京都赤十字血液
センター武蔵野出張所☎0422-32-
1100

学校体育館でスポーツを
◆光が丘夏の雲小　ソフトバレー
お楽しみ会▶対象：16歳以上の方▶日
時：1月23日㈬午後7時～9時▶定員：
40名（先着順）▶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

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
◆親子でドミノで楽しみましょう！
▶対象：5歳児～中学生と保護者▶日
時：1月19日㈯午前10時～正午▶場所：
小竹小▶定員：40名（先着順）▶申込：
電話で小竹小図書館開放部・小馬☎
090-6927-9750（午後6時～9時）
◆気まぐれレストランなかよしコン
サート▶対象：中学生以下のお子さん
と保護者　※未就学児は保護者同伴。
▶日時：1月19日㈯午後3時～4時▶場
所：光が丘なかよし児童館▶定員：120
名（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合
せ：気まぐれレストラン・増田☎090-
2751-3399
◆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：1月26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：50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）
◆冬の森探検▶対象：小学生と保護者
▶日時：1月26日㈯午前10時～正午▶
場所：秋ヶ瀬公園（さいたま市）▶定員：
20名（先着順）▶費用：1人1,000円▶申
込：電話で自然体感塾ワンダースクー
ル・太田☎3921-6994（午前9時～午
後2時）
◆アフリカのたいこをたたいてみよ
う！▶対象：3歳児～中学生　※未就学
児は保護者同伴。▶日時：1月26日㈯
午後2時30分～4時▶場所：区役所アト
リウム地下多目的会議室▶定員：30名
（先着順）▶費用：200円▶申込：電話で
ねりま子ども劇場・橋本☎080-7008-
4775（午後7時～9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：4歳以下
のお子さんと保護者▶日時：1月29日
㈫午前10時15分～11時15分▶場所：

立野地区区民館▶定員：30組（先着順）
▶費用：1組300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）
◆親子 de English▶対象：1～3歳児
と保護者▶日時：1月30日㈬午前10時
～11時▶場所：光が丘地区区民館▶定
員：10組（先着順）▶費用：1組500円▶
申込：電話でKidsbox親子Englishサー
クル・松本☎090-7243-6967（午前9
時～午後5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。
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶日
時：1月20日㈰午前9時30分～午後1
時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0041石神井町1-3-7　斉藤理子☎
3997-4333（先着30店）
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
1月27日㈰午前9時～正午（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
120店。問い合わせは平日午後5時～
7時）
◆石神井公園区民交流センター（石
神井町2-14-1）▶日時：1月27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）
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：1月27日㈰午前10時～午後0時30
分（雨天中止）▶申込先：〒177-0035
南田中4-7-10-201　リサイクル・ゆ
う☎080-1980-6310（先着100店。問
い合わせは午後6時～8時）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）▶
日時：2月3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）
◆泉こぶし公園（東大泉1-26-4）▶日
時：2月17日㈰午前10時～正午（雨天中
止）▶申込先：〒178-0063東大泉1-3-
1-103　グリーンハート☎070-1406-
6781（先着50店）

地区祭
◆第一地区祭▶日時：1月13日㈰午前
10時～11時▶場所：豊玉第二小▶内
容：餅つき、豚汁の提供など▶問合せ：
実行委員会・立川☎5984-5809

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。

講座・催し❷
ねりまのじどうかん展
～あそぼう！みんなの児童館

▶日時：1月26日㈯・27日㈰午前
10時～午後6時▶場所：練馬区立 
美術館▶内容：児童館と厚生文化会
館児童室の紹介、作品の展示など
▶問合せ：石神井児童館☎3996-
3800

もっと発見! ねりま 
講演会「人を繋

つな

ぎ本を巡る・
人物図書館を語る」
▶対象：中学生以上▶日時：2月16日
㈯午後2時～4時▶場所：生涯学習セ
ンター▶講師：元明治大学和泉図書
館事務長／坂口雅樹▶定員：30名
（先着順）▶申込：1月15日㈫から電
話で練馬図書館☎3992-1580

スポーツ
初心者スポーツ教室 スキー
▶対象：15歳以上の方（中学生を除
く）▶日時：3月15日㈮～17日㈰の2
泊3日　※15日午前7時30分区役所
集合、17日午後8時30分同所解散。　
※17日午後に希望者を対象に5～1
級のバッジテストを実施（有料）。▶
場所：武石番所ヶ原スキー場（長野県
上田市）　※ベルデ武石（たけし）本館
に宿泊。　※区役所～ベルデ武石～
スキー場の移動はバスを使用。▶定
員：80名（抽選）▶費用：1万3773円
（バス代、朝・夕食代など。リフト代
を除く）　※スキー用具（ウエアを除
く）の無料貸し出しあり。▶申込：往
復ハガキで①教室名②参加者全員（4
名まで）の住所・氏名（ふりがな）・年
齢・学年（学生のみ）・性別・電話番

号・級（ある方のみ）③代表者の氏名
を、1月22日（必着）までに〒176-
8501区役所内スポーツ振興課事業
係☎5984-1947

区民体育大会
12とも▶問合せ：スポーツ振興課
事業係（区役所本庁舎8階）☎5984-
1947　※実施要項は体育館やス
ポーツ振興課、区ホームページなど
でご覧になれます。
1銃剣道（個人戦、団体戦）
▶日時：2月21日㈭午前9時から▶
場所：平和台体育館▶申込：実施要項
をご覧の上、2月8日（必着）までに
申込先へ
2キャッチバレーボール（小学生の部）
▶対象：小学生15名以内と成人の監
督（責任者）1名で構成されたチーム　
※1団体から複数チームの参加も
可。▶日時：2月24日㈰、3月3日㈰
午前8時30分から▶ 場所：光が丘体

育館▶申込：実施要項をご覧の上、
1月25日（必着）までにキャッチバ
レーボール協会へ

都民体育大会練馬区選考会
軟式野球
▶対象：区内在住、または都内在住
で区内在勤（在学）の方で構成された
年間登録可能チーム　※小中学生、
体育・スポーツ団体に登録している
高校生・高等専門学校生・大学生は
参加できません。▶日程：4月7日㈰
から▶場所：東台野球場▶内容：トー
ナメント方式▶申込：チーム全員の
参加資格を証明できるものを用意し
て、申込書を受け取りに2月10日㈰
午前10時～午後2時に石神井公園区
民交流センターへ　※申込書の提出
は、2月24日㈰午前10時～午後3時
です。　※年間登録の受け付けは2
月10日㈰に行います。▶問合せ：ス
ポーツ振興課事業係☎5984-1947
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広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

1 希望施設と日程（3泊まで）を第3希望まで
（和室、洋室の指定はできません）

2希望する部屋数
（左下の表参照）

第
1
希
望

施設名を◯で囲む。
軽井沢　下田　武石本館　武石新館　岩井
日程　　 　月　　 　日から　　 　泊

　  人定員部屋を

部屋数　  　室

第
2
希
望

施設名を◯で囲む。
軽井沢　下田　武石本館　武石新館　岩井
日程　　 　月　　 　日から　　 　泊

　  人定員部屋を

部屋数　  　室

第
3
希
望

施設名を◯で囲む。
軽井沢　下田　武石本館　武石新館　岩井
日程　　 　月　　 　日から　　 　泊

　  人定員部屋を

部屋数　  　室

3利用者数　 大人　　  人・中学生　　  人・小学生　　  人
　　　　　　 幼児（3歳以上　　  人・2歳以下　　  人）
　　　　　　 （うち車いす利用者　　  人）
4申込代表者
〒　　　-
住所　練馬区

氏
ふり

名
がな

                                     ☎                                 
利用当日まで連絡の取れる電話番号を記入してください

5運動施設・研修室の利用を希望する場合は、付帯設備名、利用日
時を○で囲み、どちらかの□にチェックを入れてください。
【付帯設備名】　体育館 ・ 研修室 ・ グラウンド ・ テニスコート
【利用日時】
初日午後  ２日目午前・午後  ３日目午前・午後  4日目午前
□付帯設備が利用できない場合は、宿泊も希望しない
　□付帯設備が利用できなくても、宿泊を希望する

ベルデ春休み一般利用抽選申込書（3/26火～ 4/6土）

10：00～12：30 ボッチャ、風船バレー、輪投げ、ダンスなど

13：00～14：30 健康体操

　障害のある方とない方の相互理解を深め、スポー
ツを始めるきっかけづくりの場となるようさまざ
まなスポーツを体験できるイベントです。▶日時：
1月18日㈮午前10時～午後2時30分▶場所：上石
神井体育館▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ 
▶問合せ：スポーツ振興課振興係☎5984-1948 FAX
5984-1228

体験できるスポーツ

みんなで一緒に楽しもう
ユニバーサルスポーツフェスティバル

1/18
金

上石神井
体育館

　名城上田城の秘密やとっておきのエピソードを紹介します。▶日時：1
月25日㈮午後6時30分～8時30分▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶講
師：上田市教育委員会生涯学習・文化財課課長補佐／和根崎剛ほか▶定員：
80名（先着順）▶申込：電話またはファクス、電子メールで①講座名②代表
者の氏名・電話番号③参加者全員の氏名を、国際・都市交流担当係☎
5984-1302 FAX 3993-6512 kokusaitosi@city.nerima.tokyo.jp　
※手話通訳が必要な方は、1月18日㈮までにお知らせください。

　戦国時代の城の特徴や、豊島氏が拠点とした石神井城について紹介しま
す。▶日時：2月3日㈰午後2時～4時▶場所：石神井公園ふるさと文化館▶
講師：東京都江戸東京博物館学芸員／齋藤慎一▶定員：90名（先着順）▶申
込：電話で同所☎3996-4060

城の秘密を探る

友好都市紹介講座
「難攻不落！上田城～堀跡に隠された秘密」

ふるさと文化講座「石神井城が語る戦国時代」

　ベルデ（少年自然の家）は、長野県軽井沢町（軽井沢）・上田市（武
た け し

石）、静岡県下田市（下
田）、千葉県南房総市（岩井）にある宿泊施設です。春休み期間の利用は、団体と一般に
分けて受け付けます。利用は1グループ1回のみで3泊4日までです。　※軽井沢・武石
はスキー用具（板・ブーツ・ストック）の貸し出しがあります（1日1,000円。中学生以下
は無料）。　※軽井沢・武石のグラウンドとテニスコートは冬季閉鎖中です。

ベルデ春休み期間（3/26火～4/6土）の予約受け付け開始
問合せ 団体利用…少年自然の家・学校保健係☎5984-2441

一般利用…旅行サービスコーナー☎5984-1234

ベルデの部屋の種類と個室利用料金　※別途、基本料金などが掛かります。

施設名 2人定員
（500円／室）

3人定員
（3,000円／室）

4人定員
（4,000円／室）

8人定員
（無料／室）

12人定員
（3,000円／室）

軽 井 沢 － 8室 12室 30室 －
下 田 3室 － 8室（※1） － 1室
武石本館 － 6室 － 18室 －
武石新館 － 1室（※2） 14室 － －
岩 井 － 4室（※3） 6室 16室（※3） －
※1　1,000円／室です。　※2　車いす対応の部屋です。　※3　団体のみ利用できます。

【対象】
　10名以上で利用する区内の少年団体や
生涯学習団体など　※親睦のみを目的と
する場合は一般利用となります。　※同
一団体の重複申し込みはできません。
【申込】
　1月18日㈮までに電話で少年自然の家・

学校保健係に連絡の上、申し込みに必要
な書類を1月23日㈬正午までに提出して
ください。
【抽選・予約会】
　1月23日㈬午前10時～正午に区役所本
庁舎19階で抽選・予約会を行います。代
表者は必ず参加してください。

【対象】
　区内在住・在勤（在学）の方など　※区
内在住・在勤（在学）でない方が半数を超
えるグループは、抽選申し込みができま
せん。
【申込】
　右の申込書に記入の上、往復ハガキの往
信の裏面に貼って、1月23日（必着）までに
〒176-8501区役所内少年自然の家・学校
保健係へ　※2通以上申し込んだ場合は無
効になります。

【結果】
　2月4日㈪に発送を予定しています。
【抽選後の空き室予約方法】
　電話で旅行サービスコーナーまたはイン
ターネットで
•区内在住・在勤（在学）の方
　…2月21日㈭から
•区内在住・在勤（在学）でない方
　…2月22日㈮から

団体利用  1月18日㈮までに電話で

一般利用  1月23日（必着）までに往復ハガキやインターネットで

https://verde.city.nerima.tokyo.jp/shizen/
インターネットでも
申し込めます

予約受け付けサイトはこちら

ベルデ武石
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広告

☎3993-3311
https：//www.neribun.or.jp/問合せ（公財）練馬区文化振興協会の催し

チケット
予約・購入
はこちらで

友の会会員へ優先予約受け付け
を行います。

友の会会員は 1割引きで購入できます
（各公演 2枚まで）。

友の会に入会すると、各種特典が利用できます。詳しくは、お問い合わせください。

●❶練馬文化センター（練馬駅下車中央北口徒歩1分）
☎3948-9000（チケット予約専用電話。午前10時～午後5時）
●❷大泉学園ゆめりあホール（大泉学園駅下車北口徒歩１分。大泉学園ゆめりあ１〈５階〉）
●❸（公財）練馬区文化振興協会ホームページ　https：//www.neribun.or.jp/
※車いす席・難聴者用イヤホンを利用したい方は、●❶にお問い合わせください。
※電話予約で完売の場合は、窓口での販売はありません。

優先 割引

未就学児は入場できません。小学生 該当年齢から入場できます。●歳以上

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

万作・萬斎狂言の会
～鍋

な べ

八
や つ

撥
ば ち

・奈
な す の よ い ち の か た り

須与市語・千
ち

切
ぎ り

木
き

パパゲーノの音楽大冒険！

出 演　 ふくろこうじ、沢入国際サーカス学校卒業生
サーカス団ほか

入場料　 500円（全席自由）
購 入　 1月11日㈮午前10時から❶❷❸
※ パントマイムやジャグリング、傘回しの体験ができ
るワークショップを開催します。申し込み方法など
詳しくは、お問い合わせください。▶参加費：500円

出 演　 野村万作、野村萬斎、石田幸雄ほか
入場料　5,000円（全席指定）
予 約　 1月20日㈰午前10時から❶❸
（購入は21日㈪午前10時から❶❷❸）

　オペラ「魔笛」の登場人物がお届けする子ど
もから大人まで楽しめるコンサートです。
出 演　 吉川健一（バリトン）、村田ゆう子（ソ

プラノ）、石野真穂（ピアノ）
曲　目　 モーツァルト／オペラ「魔笛」よりお

いらは鳥刺し～パパパの二重唱など
入場料　 500円（全席指定） 

※2歳児以下は無料（座席が必要な場合は有料）。
予 約　 1月17日㈭午前10時から❶❸（購入は18日㈮午前10時から❶❷❸）

練馬文化センター（小ホール）

練馬文化センター（小ホール）

練馬文化センター（小ホール）

割引

割引

割引

0歳以上

小学生

0歳以上

吉川健一 村田ゆう子 石野真穂

3/10 日

5/24 金

3/30 土

4/11木

4/29 祝

14：00開演

18：30開演

13：30開演

19：00開演

14：00開演

練馬交響楽団 春 ありがとう～平成

第142回練馬区民寄席～雲助・扇遊・はん治

出演者選考オーディション参加者募集（Ⓐ金管楽器Ⓑピアノ）

出 演　 佐藤寿一（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲　目　 ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー、

ラベル／ダフニスとクロエ第２組曲など
入場料　 1,000円（全席自由）
購　入　 ❶❷❸で発売中

出 演　 五街道雲助、入船亭扇遊、 
柳家はん治ほか

入場料　 3,000円（全席指定）
予 約　 1月30日㈬午前10時から❶❸
（購入は31日㈭午前10時から❶❷❸）

　入賞者は、12月4日㈬の新人演奏会で東京フィルハーモニー交響楽団と共演
できます。▶対象：過去にこのオーディションで入賞していない平成元年4月2日
～16年4月1日生まれの方▶部門・日程：Ⓐ【一次】5月25日㈯【二次】6月22日㈯Ⓑ
【一次】5月26日㈰【二次】6月23日㈰▶費用：1万円（区内在住・在勤〈在学〉でない
方は1万5000円）▶申込期間：2月15日㈮～4月10日㈬〈先着順〉　※申し込み方
法など詳しくは、練馬文化センターや（公財）練馬区文化振興協会ホームページ
にある応募要領をご覧ください。

第34回練馬区新人演奏会

練馬文化センター（大ホール）

練馬文化センター（小ホール）

練馬文化センター（小ホール）

割引優先

小学生

小学生

佐藤寿一
ⓒMasaki ARIYAMA

野村萬斎野村万作

柳家はん治五街道雲助入船亭扇遊

練馬区ゆかりの漫画家
～1970年を中心に

分室企画展

　区ゆかりの漫画家たちの「1970年前後」に焦点を当て、当時の雑誌などか
ら漫画家たちの熱気に満ちた時代を探るほか、多くの少女漫画家が集ったア
パート「大泉サロン」などを紹介します。

関連イベント
学芸員による展示解説
▶日時：1月19日㈯、2月16日㈯、3月24日㈰午後2時～2時45分 
▶申込：当日会場へ

松本零士　「銀河鉄道999」　プリントに加筆　 個人蔵　©松本零士
牧美也子　「銀のかげろう」
りぼん昭和43年5月号（集英社）

1/12土～3/30土  9：00～18：00
※月曜休室（ただし、祝日の場合は翌日休室）。

入場
無料

場所・問合せ 石神井公園ふるさと文化館分室☎5372-2572

竹宮惠子　「風と木の詩」　Ⓒ竹宮惠子

割引

ⓒ篠原栄治
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