
■成人の日のつどい   4面
■国民年金加入のお知らせを
　お送りします  4面
■1月の休日医療関係機関   4面

今号の注目情報

【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（施設が休館
の場合はその翌日）以降に申し込みができます。　※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
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区役所本庁舎20階から撮影

　初夢に見ると良いとされる「一富士二鷹三茄
な す び

子」の言葉
のように、縁起の良いものとして親しまれている富士山。
練馬も古くから富士山との関わりがありました。お正月は
“練馬の富士”をめぐり、新年をスタートしませんか。
▶問合せ：広報係☎5984-2690

練馬 富士と特
集

　区議会を代表し、謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。

　本年が区民の皆さまにとって、幸多い輝かしい

年となりますよう心からお祈り申し上げます。

　昨年は、吉野彰氏のノーベル化学賞受賞や

ラグビーワールドカップでの日本の活躍など喜ばしい出来事があった一方で、

豪雨や暴風による被害が各地で発生するなど、その対策の重要性を再認識

した年でもありました。

　練馬区では、防災対策の強化を始め、子育て支援や高齢者施策の充実、

まちづくりの推進など課題が山積しております。

　区議会といたしましては、真剣かつ活発な議論を通じ、区政の課題に迅

速・的確に対応するとともに、将来を見据えた施策を実行し、区民の皆さ

まが安心して豊かな生活が送れるよう、全力で取り組んでまいります。

　区民の皆さまの区議会へのご理解とご支援をお願いいたします。

　新春を迎え、皆さま、今年にかける決意を新たに

していらっしゃることと思います。

　練馬区に住んで36年近くになります。都心に近く、

大都市東京の魅力を享受でき、武蔵野台地の上に

あって災害に強く安全で、しかもみどり豊かな練馬

の魅力に惹かれて住み続けてきました。区長に選ばれた以上、愛着する練馬

区の行政を大きく前に進めたい。国にはできない、東京都にも困難な、基礎的

自治体である練馬区にしかできない行政を実現したいと考えています。

　区長に就任して5年8カ月、お約束した「改革ねりま」を実現するため、全力

で取り組んできました。

　「改革ねりま」の根幹は、「政策の先駆性」と「参加と協働」です。

　引き続き、区民の皆さまと力を合わせ、区民福祉をさらに充実し、「参加か

ら協働へ」とさらに前に進め、練馬ならではの新しい自治の実現に、全力を尽

くしてまいります。

練馬区長
前川燿男

練馬区議会議長
上野ひろみ

あけましておめでとうございます

練馬区公式ツイッター 練馬区公式フェイスブック



　日本人は昔から富士山に対して特別な思いを抱いてきました。練馬では江戸時代
から昭和期にかけて、民間信仰による富

ふじ も う で

士詣が盛んに行われ、区内の富士街道は富
士山への参拝のメインストリートでした。ここでは、区内に残る資料などから、練
馬と富士山の関わりについて紹介します。▶問合せ：広報係☎5984-2690
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富士詣と富士街道
　江戸時代、長

は せ が わ

谷川角
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（1541～1646年）が富士山を信仰することで「天下泰平」や「無病息災」が得られると
いう教えを広めました。これが食

じき

行
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身
み ろ く

禄（1671～1733年）らに受け継がれ、江戸時代中期になると、多くの
富
ふ じ こ う

士講（富士山を参拝する人々の集まり）が結成され、富士山への富士詣が行われました。
　現在の富士街道は富士詣に使われた昔の「ふじ大山道」の一部です。ふじ大山道は板橋区志村を起点として
練馬区を北東から南西に横切っていました。当時、富士詣は徒歩で往復10日程度かかり、鉄道や自動車のなかっ
た明治初期まで、富士講の人たちはこの道を歩いて富士詣に向かいました。現在も残る石造物に刻まれた道標
などを頼りに、富士山までの道をたどることができます（右図）。

　富士山頂から太陽が昇る瞬間と夕日が沈
む瞬間に、まるでダイヤモンドが輝くよう
な光景が見られることがあります。区役所
本庁舎20階では、例年1月と11月のいずれ
も21日ごろの夕方に見ることができます（区
内でも地域により日にちが異なります）。

ダイヤモンド富士

　歌川広重（1797～1858年）の「名所江戸百景（図1）」や葛
飾北斎（1760～1849年）の「冨嶽三十六景」などには、富士
山を描いた作品が多くあります。江戸時代以降、出版文
化が盛んになるとともに富士山を題材とするさまざまな刊
行物が生まれました。
　練馬でも富士山が描かれた「狐の大根取り入れ図絵馬
（図2）」が区内の神社に奉納されています。狐が練馬大根
を収穫する様子を描いたこの絵から、当時はどこからでも
富士山が見えたことがうかがえます。

江戸・練馬の富士
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ここにも注目！ より詳しく知りたい方は
　練馬と富士についてより詳し
く知りたい方は、図書館にある
「富士山～江戸・東京と練馬の
富士」をご覧ください。石神井
公園ふるさと文化館で購入する
こともできます（1,200円）。

図1「名所江戸百景　するかてふ」
　  国立国会図書館蔵

図2「狐の大根取り入れ図絵馬」　
　　諏訪神社（西大泉3-13-3）蔵

❷ 庚申塔（板橋区前野町5-56）❽道標（谷原1-9）
❸ 子育地蔵尊・庚申塔
（板橋区中台1-48）

❾庚申塔・一里塚改修記念碑
（石神井町7-1）

❺ 庚申塔（錦2-23） 10延命地蔵（石神井台6-14）
❻ 丸久保の馬頭観音
（平和台4-26）

11馬頭観音文字塔
（西東京市富士町2-7）

練馬 富士と

　富士信仰の流行につれ、富士詣ができない老人や子ども、
参拝が禁じられていた女性も同じ御利益が得られるように、
江戸時代から明治初期にかけて富士山を模した富士塚が造
られました。山腹には1～9合目の目印など、多くの石造物
があります。また、富士塚には富士山の
ものと伝えられる溶岩が使われています。
この機会に、富士塚に登って富士登山の
気分を味わってみませんか。
※江古田の富士塚以外はいつでも公開し
ています。 4合目の目印

練馬でも富士山に登れる？
～富士山のミニチュア「富士塚」を紹介

溶岩

中里の富士塚 大泉町1-44 八坂神社

　区内で最も大きな富士塚で
す。区内唯一の道祖神など石
造物が多くあり、頂上からは素
晴らしい景色が望めます。
大きさ　高さ12ｍ、径30ｍ
山開き　8月1日

練馬区指定文化財 江古田の富士塚 小竹町1-59 浅間神社

　江古田駅北口そばにありま
す。通常は非公開ですが、1月
1日～3日と7月1日、9月の第2
土・日曜に公開されます。
大きさ　高さ8ｍ、径30ｍ
山開き　7月1日

国指定文化財

練馬区指定文化財氷川神社富士塚 北町8-22 氷川神社

　北町の氷川神社の参道脇に
あります。地元では「大松の氷
川様の富士塚」として親しまれ
ています。
大きさ　高さ3.7ｍ、径15ｍ
山開き　 現在は行われていま

せん

練馬区指定文化財下練馬の富士塚 北町2-41 浅間神社

　北町の商店街に面していま
す。標高（東京湾の平均海水面
からの高さ）が37.76ｍで富士
山の100分の1の高さになって
います。
大きさ　高さ5ｍ、径15ｍ
山開き　 7月1日

区役所本庁舎20階から撮影

富士山への参拝ルート（例）

〈ふじ大山道に残る富士山までの道標〉

12六角地蔵石幢 （西東京市保谷町4-7）

　ふじ大山道と昔の深大寺道が交差する道に
あります。「西ハ大山道　東ハねりま道　南ハ
志んたい寺（深大寺）道」と刻まれています。

西東京市指定文化財

❶志村坂上富士大山道道標・
庚申塔（板橋区志村2-7）

　旧中山道とふじ大山道の分岐点にありま
す。庚申塔には、「是ヨリ富士山大山道　練
馬江一里　柳沢江四里　府中江七里」と刻
まれています。

板橋区登録文化財

❼谷原延命地蔵（谷原1-17）

　ふじ大山道と橋戸道の分岐点にあります。
「みぎ　はしど道」「左　たなし道　大山道　
二里」と刻まれています。

練馬区登録文化財

❹下練馬の大山道道標 （北町1-25）

　旧川越街道とふじ大山道の分岐点にあり
ます。「ふじ山道　田なしへ三里　府中江五
里」と刻まれています。

練馬区指定文化財

練馬区登録文化財

  令和2年（2020年）1月1日令和2年（2020年）1月1日  

練馬区情報番組 1月の放送内容
【  1日～15日】 ●練馬で見つけた、新春のかおり

【16日～31日】 ●新しくなった！「練馬みどりの葉っぴい基金」

毎日午前9時・正午・午後8時の3回、ケーブルテレビJ：COM（ジェイコム）チャンネル東京（地上デジタル11チャンネル）で放送中。
※区ホームページ「ねりまほっとライン」や動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」の練馬区公式チャンネル（https://www.youtube.com/
user/nerimach）からもご覧になれます。　※番組へのご意見、ご要望を広報戦略係にお寄せください。▶問合せ：広報戦略係☎5984-2693

2 3



4

▶対象：平成11年（1999年）4月2日～12年（2000年）4月1日に生
まれた区内在住の方　※区内在住の外国人の方や、以前区内にお
住まいだった方も参加できます。▶日時：1月13日㈷午後1時～2
時35分　※受け付けは、午前11時30分～午後2時15分。　※式
典中（午後1時～1時30分）は、特設会場への入場はできません。
▶問合せ：育成支援係☎5984-1292

成人の日のつどい

国民年金加入のお知らせをお送りします

20歳になった方に

　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。
▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

●休日急患診療所

場所 受付時間

小
児
科

練馬区夜間救急こどもクリニック
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎
2階）☎3994-2238
※小児科専門医が診療。

1日㈷～5日㈰・日曜・祝休日
の10：00～11：30、13：00～
16：30、18：00～21：30
土曜の18：00～21：30
平日の20：00～22：30（こども
クリニックのみ）
※予約不要。
※ 混雑により、お待ちいただく
ことや、受付・診療時間を変
更する場合があります。
※15歳以下の方は保護者同伴。

内
科
・
小
児
科

練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎
2階）☎3994-2238

石神井休日急患診療所
（石神井町3-30-26　石神井庁舎
地下1階）☎3996-3404

歯
科
練馬歯科休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎
3階）☎3993-9956

1日㈷～3日㈮・日曜・祝休日
の10：00～11：30、13：00～
16：30
※当日、電話で要予約。

1
日
㈷

杏文接骨院（氷川台3-29-4） ☎5920-2121

マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776

小池接骨院（西大泉1-33-4） ☎3923-3044

2
日
㈭

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550

伊藤接骨院（谷原2-6-28） ☎3995-8750

フカサワ整骨院（上石神井2-30-20）☎3594-3289

3
日
㈮

三晴接骨院（小竹町2-8-8） ☎3958-4325

ゆう整骨院（旭町1-15-30） ☎6904-1602

花道接骨院（石神井台8-22-1） ☎3922-2634

5
日
㈰

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303

おおで整骨院（田柄1-26-11） ☎3939-7535

大賀接骨院（大泉学園町7-19-5）☎3867-0702

12
日
㈰

コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231

大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232

赤坂接骨院（関町北1-26-7） ☎3920-4021

13
日
㈷

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550

さくらい接骨院（富士見台4-13-2）☎3999-9334

たかつか接骨院（東大泉4-24-1）☎3978-1127

19
日
㈰

ごとう接骨院（桜台2-1-5） ☎3994-7804

紅の葉整骨院（石神井町3-19-14）☎6763-3022

愛身堂東映通接骨院（東大泉2-18-2）☎5387-6789

26
日
㈰

町田接骨院（桜台3-14-14） ☎3991-2475

ゆうし接骨院（高松3-13-7） ☎5848-3252

みさと接骨院（上石神井1-16-6）☎3929-0801

1
日
㈷

武蔵堂ファーマシー薬局（旭丘1-76-3）☎3951-0861
日の丸薬局（貫井2-5-5） ☎3990-5397
アイセイ薬局東大泉店（東大泉6-34-47）☎5947-7158
イオン薬局練馬店（光が丘5-1-1）☎3976-3821

2
日
㈭

プラザ薬局（旭丘1-20-7） ☎6909-0701
日の丸薬局（貫井2-5-5） ☎3990-5397
アイセイ薬局東大泉店（東大泉6-34-47）☎5947-7158
雄飛堂薬局光が丘ＩＭＡ店（光が丘5-1-1）☎3976-7511

3
日
㈮

たむら薬局旭丘店（旭丘1-54-10）☎3952-6660
みとよ堂薬局（中村1-6-15） ☎3970-9839
ひがし大泉薬局（石神井台6-5-18）☎5933-0851
リヴィン光が丘調剤薬局（光が丘5-1-1）☎3976-0165

1
日
㈷

水野歯科医院（田柄3-6-20） ☎5241-6487
梅津歯科医院（石神井台6-18-4） ☎5387-6018

2
日
㈭

島津歯科医院（栄町1-6） ☎3557-1261
山中歯科（東大泉1-27-21） ☎3921-6480

3
日
㈮

いき歯科医院（桜台4-4-5） ☎3992-5316
いづみ歯科（東大泉5-38-23） ☎3921-8143

●休日施術当番接骨院
　認め印を必ずお持ちください。
▶施術時間：午前9時～午後5時

●年始当番薬局
▶受付時間：午前10時～午後5時

● 歯科休日診療当番医療機関
　当日、事前に電話で連絡してください。
▶診療時間：午前9時～午後5時

浩生会スズキ病院（栄町7-1） ☎3557-2001
川満外科（東大泉6-34-46） ☎3922-2912
大泉生協病院（東大泉6-3-3） ☎5387-3111
田中脳神経外科病院（関町南3-9-23） ☎3920-6263
久保田産婦人科病院（東大泉3-29-10） ☎3922-0262

●休日診療当番医療機関
　診療科目を必ず電話で確認の上、来院してください。
▶診療時間：1月1日㈷～3日㈮・日曜・祝休日の午前9時～午後7時 ●テレホンサービス

●東京消防庁救急相談センター
　「救急車を呼ぶべきか迷ったら・・・」
　　携帯電話など ☎♯7119
　　ダイヤル回線 ☎3212-2323
●東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
　☎5272-0303（毎日24時間自動応答）

1月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

　日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が、20歳の誕生日からおおむね2週間以内に届
きます。保険料の支払いが困難な方や学生には、免除などの制度があります。　※厚生年金ま
たは共済年金に加入している方を除く。▶問合せ：練馬年金事務所☎3904-5491

1/13 13：00から
としまえん

「新成人スタッフ」の皆さん
に好きな言葉や抱負を聞きました

案内状を忘れずにお持ちください。
電車・バスをご利用ください。
 中止になる場合は、区ホームページでお知らせします。
 特設会場に入場できるのは、新成人の方や介助者、通訳者のみです。

ご来場の皆さまへ

「天才は有限。努力は無
限」。何事にも挑戦するこ
とを恐れない。 谷口聖奈

「意志あるところに道は開け
る」。将来は人の役に立つ仕
事がしたい。 宮永綺羅々

「出会いを運命」と思って、
出会った人を笑顔に、幸せ
にしたい。 湯澤実夏

「不可能なんて存在しない」
と思って、いろいろなことに
挑戦したい。 中川幸歩

「経験は力なり」。これから
も多くのことに挑戦して成
長したい。 三加真衣佳

「努力は才能を超える」。世
の中からできないという言
葉をなくしたい。 齊藤駿

「上善如水」。水のようにや
わらかく、しなやかに生き
たい。 夏山珠緒

「ありがとう」と「感謝」の
言葉を大切にして生きて
いきたい。 渡邉翔子

令和2年（2020年）1月1日  




