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新型コロナウイルスの
感染拡大防止にご協力を

毎月1日・11日・21日発行

都内で感染が拡大しています。手
洗いの徹底、熱中症にならない範囲
でのマスクの着用、
「密閉」
「密集」
「密
接」の回避などに、引き続きご協力
をお願いします。▶問合せ：予防係☎
5984-1017

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/

9月22日㈷

午後5時30分開演
（午後4時45分開場）

会場：石神井松の風文化公園
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中でご尽力いただいている
エッセンシャルワーカーの特別枠と一般枠に分けて抽選します。

演目

詳しくは、

ひ げ やぐら

狂言「髭櫓」 野村万作・萬斎 ほか
はごろも

能「羽衣

わごうのまい

和合之舞 」

2面を

梅若万三郎・紀長 ほか

※公演の冒頭に解説があります。

ご覧ください
梅若万三郎

8月 1日は区の誕生日！
昭和22年8月1日、練馬区は板橋区から分離・独立し、23番目の特別区
となりました。分離・独立から今年で73周年を迎えます。

梅若紀長

野村万作

野村萬斎

ありがとうとしまえん特集号
特集号を中面に
挟み込んでいます
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

みどりの風
問合せ

文化振興係☎5984-1284

昨年の様子

座席

チケットの申し込 み方法

能舞台

▶対象：区内在住・在勤
（在学）
の小学生以上▶定員：
▶申込：往復ハガキで①みどりの風 練
354名
（抽選）
馬薪能②座席の種別
（ⒶエッセンシャルワーカーⒷ

児支援、警察・消防、公共交通、電気・ガス・通信、
小売・運輸業、清掃・リサイクルなど）
を、８月11
日
（必着）
までに〒176-0001練馬1-17-37 （公財）

一般Ⓒ車いす）
③参加者全員
（２名まで）
の住所・氏
名
（ふりがな）
・電話番号④ Ⓐの方
（代表者のみ）
の従
事している分野
（医療、保育、高齢者介護、障害者

練馬区文化振興協会 ※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8月20日㈭ごろに発送します。

料金

雨天での会場変更

無料

雨天時は、練馬文化センターで実施します。当
日午後1時以降に開催場所を決定します。

エッセンシャルワーカー
（200席）
一般
（150席）
車いす
（4席）

お知らせ

※座席は選べません。

新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で例年より定員を減らして開催します。 毎年実施して
いる会場内大型ビジョン無料放映や飲食物の販売は行いません。 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、チケッ
トの申し込み前に文化振興係へ電子メールで希望する旨をご連絡ください。 Eメール bunkashougai@city.
nerima.tokyo.jp

演目のあらすじ

関連イベント

は ご ろ も

能「羽衣

わ ご う の まい

和合之舞」

駿河国（現在の静岡県）
・三保の松原で見つけた美しい衣を持ち帰
ろうとする白龍と言う名の漁師。
「それは天人の羽衣なので元へ返す
ように」と呼び止める女こそ衣の持主、天女なのであった。羽衣をま
とい「天上の舞」を舞った天女は、宝を降らしながら浮島が原、愛鷹山、
ひしょう
か な た
富士の高嶺へと飛翔を重ねると、天空の彼方・月世界へとその姿を消
すのだった。
有名な「羽衣伝説」に取材した名作です。優美な天女の舞と流麗な
謡によって、天上世界のありようがスケールも大きく描き出されます。

能楽体験ワークショップ
能舞台で能面やすり足の体験ができます。▶対
象：小学生以上▶日時：9月21日㈷午後2時〜3時30
分▶場所：石神井松の風文化公園▶定員：30名（先
着順）▶申込：電話または電子メールで①催し名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、文化振興係☎
5984-1284 Eメール bunkashougai@city.nerima.
tokyo.jp

ひ げ や ぐ ら

狂言「髭櫓」
だ い じょう え

さい

ほこ

大髭が自慢の男が、大 嘗 会の犀の鉾を持つ役に選ば
れる。大得意の男だが、妻は装束の用意をするお金も
そ
ない、自慢の髭も剃り落としてしまえと言い出し、怒
った男は妻を追い出してしまう。やがて妻は、武装し
た近所の女房たちを引き連れて現れ、夫に総攻撃を仕
やぐら
掛ける。男も髭に櫓を掛けて応戦するが…。
「大嘗会」とは新天皇即位に伴い一代一度行われる
儀式のこと。大きな髭に小さな櫓など、狂言ならでは
の誇張に満ちた夫婦の攻防にご注目ください。

昨年の様子

区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。

い！
お 急 ぎ くだ さ

8/14
〈消印有効〉まで
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特別定額給付金 の

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人に
つき10万円の「特別定額給付金」を支給しています。申請
がお済みでない方は8月14日㈮
〈消印有効〉までに申請して

申請をお忘れなく!

ください。詳しくは、お問い合わせいただくか、5月に送
付した
「特別定額給付金のお知らせ」
をご覧ください。

給付対象者

4月27日現在、練馬区に住民登録のある方

申請期限

8 月 14 日

申請方法

郵送

または

オンライン申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル

〈消印有効〉

の
「ぴったりサービス」
からオンライン申請ができます。
※パソコン・スマートフォンなどの機器が必要です。ス

給付額

マートフォンの場合は、機種により利用できないものが

1人10 万円（1回限り）

二次元バーコード

あります。詳しくは、マイナポータルをご覧ください。
受給権者

世帯主
〈ご注意ください〉

※世帯主が代表してご家族の分を申請してください。
受取方法

マイナンバーカードの暗証番号が分からない場合は、区民事務所で
暗証番号の再登録が必要になり、申請に時間がかかります。

世帯主が指定する金融機関口座に振り込み
※ご家族の分もまとめて振り込まれます。

申請後1カ月以上たっても振り込みがない方は、練馬区特別定額給付金コールセンターへお問い合わせください。

特別定額給付金に関する相談窓口

☎5984‑1041（午前9時〜午後7時）
●総務省特別定額給付金コールセンター☎0120‑260‑020（午前9時〜午後8時）
●練馬区特別定額給付金コールセンター

二次元バーコード

マイナンバーカードを作りませんか
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から

最新の情報は
区ホームページを
ご覧ください

区民事務所でもオンライン申請補助サービスを開始

場所・申込先
日時
早 宮☎3994-6705
伝いします。▶対象：初めて申請する方▶持ち
光が丘☎5997-7711
物：有効な通知カードまたは個人番号通知書、 区民事務所
石神井☎3995-1103
月〜金曜午前9時〜午後5時（要予約）
（練馬を除く）
大 泉☎3922-1171
免許証などの本人確認書類
（写真付きでない場
関 ☎3928-3046
合は2点）▶申込：電話で各区民事務所へ ※
個人番号カード交付窓口
（区役所東庁舎7階）
月〜土曜午前9時〜午後5時（土曜のみ要予約）
個人番号カード交付窓口でも実施しています。 ☎5984-4595

顔写真撮影から申請完了まで、職員がお手

利用の流れ
希望日の前日までに
電話で予約

職員が写真を
撮影（無料）

マイナポイントの予約・
申し込みができます

予約・申し込みをお手伝い
します。

約1カ月半後
マイナンバーカードを受け取り

マイナンバーカードがあれ
ば、e-Taxで確定申告ができ
ます。詳しくは、お問い合わ
せください。▶問合せ：税務署
【練馬東☎6371-2332、練馬
西☎3867-9711】

9月からキャッシュレス決済でチャージや買い物をすると、利用金額の25％分のマ
イナポイント(最大5,000円)がもらえる消費活性化策が始まります。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。

① マイナンバーカードを
取得

② マイナポイントの

予約・申し込み

二次元バーコード

③ マイナポイントを
取得

申請時に利
用者証明用電
子証明書を必

スマートフォンやパソコンで予約が
できます。マイナポイントを受け取る
キャッシュレス決済サー

選択したキャッシュ
レス決 済サービ スで
チャージや買い物をす

ず付けてくだ
さい。

ビス
（電子マネーやクレ
ジットカードなど）
を1つ

ると、マイナポイント
がもらえます。

9月から

※対応のスマートフォンなど
をお持ちでない方は、区が

申請手続きを
職員がお手伝い

受付中

簡単
3ステップ !

確定申告にも利用できます

選択してください。

問合せ

マイナポイント事業…マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-950178
（平日午前9時30分〜午後8時 ※土・日曜、祝休日は午後5時
30分まで。
）

マイナンバーカードの取得・オンライン申請補助サービス、マイナポイ
ントの予約・申し込みの支援…個人番号カード事務センター☎59844595
（平日午前9時〜午後5時）
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お知らせ
国民健康保険運営協議会の
委員を募集
保険給付や保険料など、国民健康
保険事業の運営に関する重要事項に
ついて審議しています。運営協議会
は、練馬区国民健康保険の被保険者
や、医師・薬剤師の代表などで構成
され、年2回程度、平日の午後また
は夜間に開催します。今回、委員に
欠員が出たため、被保険者代表委員
として、運営協議会に参加していた
だける方を募集します。 ※謝礼あ
り。▶対象：練馬区国民健康保険の
被保険者で、7月31日㈮現在、73
歳未満の方▶任期：10月〜令和4年
7月▶募集人数：1名（選考）▶申込：
「国民健康保険制度について思うこ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、
と」をテーマとした作文
（800字程
度。様式自由）と、①住所②氏名（ふ
りがな）③年齢④性別⑤電話番号⑥
職業・経歴⑦応募理由⑧区の委員の
経験がある方はその名称と任期を記
入したものを、8月31日（必着）まで
に持参または郵送で〒176-8501区
役所内国保年金課管理係
（本庁舎3
階）☎5984-4551 ※結果は、9月
中に通知します。

年間▶募集人数：2名
（選考）
▶区の担
当：医療環境整備担当係▶申込：
「練
馬 光 が 丘 病 院 に 期 待 す ること 」を
テーマとした作文
（1,200字 程 度。
様式自由）
と、①住所②氏名
（ふりが
な）③年齢④電話番号⑤職業⑥医療
に関わった経験
（ある方のみ）
を記入
したものを、8月31日
（必着）までに
郵 送 で 〒179-0072光 が 丘2-11-1
練馬光が丘病院☎3979-3611

練馬光が丘病院運営連絡協
議会の区民委員を募集

練馬大根を育ててみませんか

練馬光が丘病院は、区民の皆さま
の意見・要望を可能な限り病院の運
営に反映させるため、病院運営連絡
協議会を設置しています。協議会は、
区民や学識経験者など16名程度で
構成され、年2回程度、平日の昼間
に開催します。 ※謝礼あり。▶対
象：区内在住の方▶任期：10月から2

▶対象：区内在住で栽培できる土地
がある方 ※練馬大根は約80㎝の
長さになるため、プランターでの栽
培はできません。▶日時：8月3日㈪
午前9時から▶配布場所：石神井公
園ふるさと文化館、石神井観光案内
所、都市農業課（区役所本庁舎9階）
▶配布数：700袋
（1人1袋まで。1袋

国勢調査を実施します

調査基準日

10月1日

9月中旬から国勢調査員が調査票を配布
新型コロナウイルス感染防止のため、インターホ
ン越しに訪問するなど、接触の機会を減らして実施
します。インターネットでの回答が便利です。詳し

〜種を無料で配布

8/5
11：00

約20本分） ※なくなり次第終了。
▶問合せ：都市農業課農業振興係☎
5984-1403

福祉・障害のある方
原爆被爆者の方に見舞金を支給
▶対象：8月1日現在、区内在住で被
爆者健康手帳を持っている方▶見舞
金：年額1万2500円▶申込：初めて
申請する方は、認め印、被爆者健康
手帳、本人名義の預金通帳を持参の
上、8月14日㈮までに直接、障害者
施策推進課管理係
（区役所西庁舎1
階）☎5984-4598 FAX 5984-1215
※昨年受給した方には見舞金支給決
定通知書を9月下旬までに郵送しま
す。申し込みは不要です。 ※住所
や金融機関、口座番号が変わった方
はご連絡ください。

Jアラートの試験放送を実施

無線放送塔からJアラート（全国瞬時警報システ
ム）の試験放送を行います。放送内容は、自動音声
応答サービス☎0120-707-111でも確認できます。
▶問合せ：防災施設係☎5984-2602

くは、区ホームページをご覧ください。
▶問合せ：統計係☎5984-2459

区立施設を管理する指定管理者を募集

平和祈念の黙とうを
原爆死没者のご冥福を祈り、世界の恒久平和の実現を願って、次の時

指定管理者制度は、区立施設の管理を民間事業者・団体が行い、サービ
スの向上と経費の節減などを図るものです。
来年5月から下表の施設の管理を行う団体を募集します。応募する団体
は必ず説明会に参加してください。詳しくは、お問い合わせいただくか、

刻に1分間の黙とうをささげましょう。▶問合せ：総務係☎5984-2600

区ホームページをご覧ください。

広島市…8月6日㈭午前8時15分 長崎市…8月9日㈰午前11時2分

▶問合せ：みどり推進課施設担当係☎5984-1664

練馬光が丘病院跡施設
活用基本計画
（素案）
にご意見を
練馬光が丘病院は、令和4年度中に旧光が丘第四中跡地への移転・改
築を予定しています。今回、移転後の跡施設の活用について示した素案
がまとまりましたので、区民の皆さまからご意見を伺います。また、こ
の素案の説明会を開催します。

施設名（所在地）

質問期限・
説明会の申込期限

四季の香ローズガーデン（光が丘5-2-6）

8/11㈫

説明会
8/18㈫10：00から
（区役所本庁舎19階）

「緑確保の総合的な方針」
と
「都市計画公園・緑地の整備方針」
を改定
都と区市町村は、
「緑確保の総合的な方針」と「都市計画公園・緑地の整

〈説明会〉

備方針」
を改定しました。方針は、区民情報ひろば
（区役所西庁舎1階）
や

▶日時：Ⓐ8月20日㈭午後7時からⒷ23日㈰午前10時から▶場所：光が

東京都ホームページ
（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/）で

丘区民センター2階▶定員：各50名
（先着順）▶申込：電話または電子メー

ご覧になれます。

ルで①希望日
（ⒶⒷの別）②参加者全員の住所･氏名･電話番号を、8月18

購入できます
（

日㈫までに企画担当係へ

※方針は、都民情報ルーム（都庁第一本庁舎3階）で

767円 528円）
。

〈主な内容〉

〈ご意見を募集します〉

■ 緑確保の総合的な方針

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

民有地の緑の保全や都市空間への緑化推進などを計画的に進めるため

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

の方針です。10年間で確保する緑の箇所などを明らかにするほか、緑

ご覧になれます。希望する方には郵送しますので、
お問い合わせください。

確保を推進するための新たな施策を提示しています。

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
④電話番号を、8月31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。
〒176-8501区役所内企画課企画担当係
（本庁舎6階）
問合せ・ご意見
FAX
3993-1195
☎5984-2448
の送付先
Eメール kikaku03＠city.nerima.tokyo.jp

練馬区情報番組

8月の放送内容

■ 都市計画公園・緑地の整備方針
都市計画公園や緑地の整備を計画的に進めるための方針です。10年
間で優先的に整備する区域を明らかにしています。
東京都……東京都緑地景観課☎5388-3264
問合せ 区役所内… みどり推進課計画係
（本庁舎18階）
☎5984-1659
道路公園課公園係
（本庁舎14階）
☎5984-1365

【 1日〜15日】 ●94年の歴史に幕 ありがとう！としまえん
【16日〜31日】 ●公園数23区ナンバー1！さらに充実、ねりまの公園

区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。

働く

事業者向け

①学校事務②学校・幼稚園用務
③学校栄養士
【会計年度任用職
員
（サポートスタッフ
〈登録制〉
）
】

台風や地震に備え看板の安
全点検を

雨や風などにより看板（屋外広告
物）に腐食やゆるみ、亀裂などが発
▶対象：栄養士の有資格者
（③のみ）
▶
生しやすくなります。落下・倒壊・
期間：来年3月までの学校が指定する
飛散事故を防ぐため、広告主の方は
期間
（再任する場合あり）
▶勤務日：月
安全点検の実施をお願いします。▶
〜金曜
（月20日以内。原則として土・
問合せ：道路占用係☎5984-1956
日曜、祝休日を除く）
▶時間：①③午
前8時15分〜午後5時の間の学校が
お休みします
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 〈 石 神 井 公 園 区 民 交 流 セ ン タ ー
時間▶場所：①③区立小中学校②区
☎5910-3451〉…8月16日 ㈰【 全 館
立小中学校・幼稚園▶内容：①事務
清掃のため】
補助②施設整備・清掃③学校給食の
栄養士業務▶報酬
（時給）
：①1,050
円②1,093円③1,605円 ※交 通 費
支給。▶申込：教育総務課
（区役所本
はつらつセンター豊玉の催し
庁舎12階）
や区ホームページにある
申込書
（写真貼付）
を、教育総務課職
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
員係☎5984-5629
場所･問合せ：はつらつセンター豊玉

高齢者

都市型軽費老人ホーム(仮称)
ケアハウス練馬豊玉南の入居者を募集

令和2年
（2020年）
8月1日

☎5912-6401
●貸出機を使った初心者向けスマー
トフォン教室
▶日時：8月26日㈬Ⓐ午後1時30分
〜3時Ⓑ午後3時30分〜5時、31日
㈪Ⓒ午後1時30分〜3時Ⓓ午後3時
30分〜5時▶定員：各10名(抽選)▶
申込：往復ハガキで①講座名
（Ⓐ〜Ⓓ
の別も）②郵便番号③住所④氏名(ふ
りがな)⑤年齢⑥電話番号を、8月
12日(必着)までに〒176-0013豊玉
中3-3-12 はつらつセンター豊玉へ
●ファイブ・コグで脳の元気度チェック!
▶日時：8月29日㈯Ⓐ午後1時30分〜
2時30分Ⓑ午後3時〜4時▶定員：各
15名(先着順)▶申込：電話で同所へ

9月1日 ㈫ に 特 別 養 護 老 人
ホーム「あおぞら縁 小竹テラ
ス（小竹町1-29-1）」
が開設
申し込み方法など詳しくは、お問
い合わせください。▶問合せ：あお
ぞら縁小竹テラス☎6909-3932

申し込みは
8/14 まで

5

※短期入所
（ショートステイ）も行い
ます。 ※区内の特別養護老人ホー
ムに関することは、担当地域の地域
包括支援センターへ。

健康・衛生
認知症サポーター養成講座
認知症の方やその家族が安心して
日常生活を送るには、地域の方の理
解や応援が必要です。今回、地域の
理解者・応援者である認知症サポー
ターの養成講座を開催します。参加
者には、認知症サポーターであるこ
とを示すオレンジリングを差し上げ
ま す。 ▶ 日 時：9月2日 ㈬ 午 前10時
〜正午▶場所：区役所アトリウム地
下多目的会議室▶講師：陽和病院高
齢者支援担当／塚本寿美雄▶定員：
50名
（先着順）▶申込：電話または区
ホームページ「電子申請」で在宅療養
係☎5984-4597

高齢者向け民間賃貸住宅
の入居者を募集

11月に、㈱健康会が運営する都市型軽費老人ホーム
「（仮称）ケアハウ
ス練馬豊玉南
（豊玉南3-12-6）」が開設します。全室個室で、身体機能の

公営住宅への入居を希望する高齢者に民間賃貸住宅を紹介し、公営住

低下などにより自立した生活に不安がある高齢者向けの施設です。施設

宅への転居が決まるまでの期間(原則として10年以内)、家賃を補助しま

では、食事を提供するほか、緊急時に24時間常駐の職員が対応します。

す。65歳以上の単身世帯または65歳以上の方を含む60歳以上の2人世

※介護保険の施設ではありません。入居後に介護が必要となった場合、

帯で、一定の要件に当てはまる方が対象です。詳しくは、申込書と一緒

外部の介護保険サービスをご利用いただきます。▶対象：区内在住の60

に配布する募集案内をご覧ください。

歳以上で低所得の方など

ではありません。▶申込書の配布期間・申込期間：8月14日㈮まで▶申

※他にも入居要件があります。

※生活保護

を受給している方も入居できます。▶定員：20名▶月額利用料
（予定）
：

込書の配布場所：区民事務所（練馬を除

11万7290円から（食費、光熱費、水道代を含む） ※本人の収入により

く）、総合福祉事務所、高齢社会対策課

異なります。▶入居相談・問合せ：担当地域の地域包括支援センターへ

（区役所西庁舎3階） ※土・日曜、祝日

※施設の運営事業者が優先度を判定し、入居者を決定します。

を除く。▶問合せ：高齢社会対策課施設

※開設する施設に関することは、㈱健康会開設準備室☎6435-9027。

係☎5984-4586

三療サービス
（はり・きゅう・マッサージ・
指圧）
のご利用を

8月の休日医療関係機関

はり・きゅう・マッサージ・指圧の中から希望するもの

域包括支援センター、高齢社会対策課
（区役所西庁舎3階）

を1回1,500円で利用できます
（出張の場合は別途1,000

で直接申し込むか、下記で配布する申込ハガキを、来年2

円）
。 ※練馬区三療師会協力。▶対象：65歳以上の方▶

月28日
（消印有効）
までに郵送で申込先へ▶配布場所：地区

利用回数：年4回まで ※利用できる回数は申し込んだ月

区民館、敬老館、はつらつセンター、厚生文化会館▶問

により異なります。▶申込：区民事務所
（練馬を除く）
や地

合せ：高齢社会対策課いきがい係☎5984-4763

急病者の応急診療
を行います。

必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

●休日診療当番医療機関

●休日施術当番接骨院

診療科目を必ず電話で確認の上、来院してくだ
認め印を必ずお持ちください。
さい。
▶施術時間：午前9時〜午後5時
▶診療時間：日曜・祝休日の午前9時〜午後7時
☎3557-2001

川満外科（東大泉6-34-46）

☎3922-2912

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

大泉生協病院
（東大泉6-3-3）

●休日急患診療所

田中脳神経外科病院（関町南3-9-23）☎3920-6263

ゆうし接骨院（高松3-13-7）

☎5848-3252

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303

16

23

マキノ接骨院（練馬4-26-11）

☎3928-0346
☎5999-3776

秋山接骨院（大泉町5-32-9）

☎5387-1741

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
植村接骨院（東大泉6-50-9）

30

☎3948-8586

さくらい接骨院（富士見台4-13-2） ☎3999-9334
市毛接骨院（関町南2-2-6）

日㈰

歯科

お盆の期間に、休診する医療機関がありま
す。 受 診 で き る 医 療 機 関 を お 探 し の 場 合 は
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」☎
5272-0303、練馬区医師会医療連携センター
☎3997-0121でご案内いたします。

☎6882-3979
☎3993-0890

樽本接骨院（豊玉中4-13-21）

10

日㈰

内科・小児科

お盆の期間
（8月8日〜16日ごろ）
について

日高接骨院（関町北2-28-3）
羽沢接骨院（羽沢1-20-8）

学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8） ☎5387-3560

☎5988-2290

●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

☎5920-2121

日㈰

練馬総合病院
（旭丘1-24-1）

杏文接骨院（氷川台3-29-4）

サイトウ田柄接骨院（田柄3-7-17）☎5848-8034

日㈷

小児科

受付日時
平日の20：00〜22：30
練馬区夜間救急こどもクリニック 土曜の18：00〜21：30
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階） 日曜・祝休日の10：00〜11：30、
13：00〜16：30、18：00〜21：30
☎3994-2238
※予約不要。
※小児科専門医が診療。
※15歳以下の方は保護者同伴。
練馬休日急患診療所
土曜の18：00〜21：30
（豊玉北6-12-1 区役所東庁舎2階）
日曜・祝休日の10：00〜11：30、
☎3994-2238
13：00〜16：30、18：00〜21：30
石神井休日急患診療所
※予約不要。
（ 石 神 井 町3-30-26 石 神 井 庁
※15歳以下の方は保護者同伴。
舎地下1階）
☎3996-3404
日曜・祝休日の10：00〜11：30、
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） 13：00〜16：30
☎3993-9956
※当日、電話で要予約。

☎5387-3111

9日㈰

浩生会スズキ病院（栄町7-1）

2日㈰

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、診療内容や
診療体制を変更する場合があります。事前に各機関へ電話で
確認してください。

場所

※現在お住まいの住宅への補助

☎3922-2911

コマツモ接骨院（豊玉上1-8-2） ☎3991-1231
仁愛堂前田整骨院（春日町4-16-21）☎3970-0550
花道接骨院（石神井台8-22-1）

☎3922-2634

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

6 令和2年（2020年）8月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

8月の「1歳からの食事相談」

子ども・教育
児童扶養手当・特別児童扶養
手当の現況届をお忘れなく
手当を受給中の方に、現況届など
の書類を発送します。8月31日
（必
着）までに提出してください。現況
届を提出しないと、児童扶養手当は
来年1月振り込み予定分から、特別
児童扶養手当は11月振り込み予定分
から手当が受けられなくなります。
▶問合せ：児童手当係☎5984-5824

9月の「パパとママの準備教室」
▶対象：出産を控えた夫婦▶内容：お
風呂の入れ方の実習など▶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（
はⒶⒷの別も）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、8月14日（必着）ま
でに各保健相談所へ
場所（保健相談所）・ 日時（いずれも1時間
申込先
程度）
・定員（抽選）
豊玉
（〒176-0012
豊玉北5-15-19）
☎3992-1188

12㈯
Ⓐ9：00〜12：00
Ⓑ13：30〜16：30
（各30組）

光が丘
（〒179-0072
光が丘2-9-6）
☎5997-7722

26㈯
Ⓐ9：00〜11：30
（20組）
Ⓑ13：30〜16：30
（30組）

関
（〒177-0052
関町東1-27-4）
☎3929-5381

5㈯
9：00〜12：00
（18組）

あなたの知識・特技を
い
地域で活かしませんか

幼児がいる家庭の食事について、
実例紹介と個別相談を行います。▶
対象：1〜2歳児の保護者▶申込：電
話で各保健相談所へ
場所（保健相談
所）
・申込先
豊 玉
☎3992-1188
北
☎3931-1347
光が丘
☎5997-7722
石神井
☎3996-0634
大 泉
☎3921-0217
関
☎3929-5381

日時
（いずれも20分程度）
17㈪13：30〜15：30
26㈬9：00〜11：00
11㈫13：30〜15：30
31㈪9：00〜11：00
26㈬9：00〜11：00
20㈭9：00〜11：00

9月の母親学級（平日コース）
▶対象：妊娠中の方▶内容：講義、お
風呂の入れ方の実習など▶持ち物：
母子健康手帳▶申込：電話で各保健
相談所へ

利用のご案内）の配布は、10月13
日㈫を予定しています。4月入園の
申し込み期限は11月27日㈮です。
詳しくは、10月の区報でお知らせ
し ま す。 ▶ 問 合 せ：入 園 相 談 係 ☎
5984-5848

講座・催し
中国残留邦人のお話を聴く会
▶日時：8月15日㈯午後1時30分〜
4時▶場所：男女共同参画センター
え ー る ▶ 定 員：18名（ 先 着 順 ）▶ 申
込：ハガキまたは電子メールで①催
し名②住所③氏名④電話番号を、8
月7日
（必着）までに〒176-8501区
役 所 内 援 護 係 ☎5984-4603 Eメール
nerimafukusi23@city.nerima.
tokyo.jp

市民後見人養成研修区民公
開講座

豊 玉
☎3992-1188

8㈫
（20名）

北
☎3931-1347

7㈪
（12名）

石神井
☎3996-0634

11㈮
（20名）

日時

定員
（先着順）

大 泉
☎3921-0217

1㈫
（10名）

9/4㈮
14：00〜16：00

日程・
定員（先着順）

※時間はいずれも13：30〜15：30。

「保育利用のご案内」
（ 令和3
年度版）の配布について
認可保育園などへの申込書
（保育

内容

9/7㈪
10：00〜12：00

精神障害の
理解
各10名
程度
成年後見制
度

9/9㈬
10：00〜12：00

社会保障

9/9㈬
13：00〜15：00

知的障害の
理解

9/10㈭
10：00〜12：00

認知症の理
解

はつらつシニア活躍
応援塾の受講生を募集！

練馬を歌うシンガーソングライ
ター谷修さんによる音楽ライブです。
▶日時：9月5日㈯午後2時〜3時▶場
所：貫井図書館▶定員：30名
（先着順）
▶申込：電話で同所☎3577-1831

中高層住宅向け防災講習会

区民が成年後見の業務を行う市民
後見人の養成研修を一般公開し、研
修受講生と一緒に学びます。
▶場所：
コ コ ネ リ3階▶申込：8月31日㈪ま
でに電話で権利擁護センターほっと
サポートねりま☎5912-4022

場所（保健相談所）・
申込先

谷修ねりうたライブ

各8名
程度

大地震発生時、中高層住宅は戸建
て住宅とは異なる特有の地震被害が
生じる恐れがあります。講習会では
命を守って早期に生活を回復させる
方法などを学びます。▶対象：3階建
て以上の中高層住宅の居住者・所有
者・管理人▶申込：電話またはファ
クス、区ホームページ
「電子申請」
で
①講習会名
（ 〜 の別も）②郵便
番号③住所④氏名⑤電話番号を、9
月2日㈬までに防災学習センター☎
5997-6471 FAX 5997-6472
日時

場所

定員
（先着順）

ココネリ
9/9㈬
19：00~21：00 3階

30名

防災学習
9/10㈭
14：00〜16：00 センター

30名

石神井公園
9/12㈯
区民交流
10：00〜12：00
センター

20名

武蔵野音楽大学による講座
「オーケストラの魅力」
▶ 日 時：9月5日 ㈯ 午 後2時 〜4時 ▶
場所：生涯学習センター▶講師：武蔵
野音楽大学講師／佐山紀彦▶定員：
150名
（先着順）▶申込：9月3日㈭ま
でに電話で同所☎3991-1667

防災学習センターでＶＲによる
地震体験ができます 全国初！

はつらつシニア活躍応援塾とは、趣味や特技を活かして講座や教室の
講師をしたい方や活動をPRしたい方が活躍できる方法を学ぶ講座です。
人前での上手な話し方やSNSの活用方法、パソコンを使った資料作りな
どを学べるほか、希望者は、講師の体験もできます。また、講座修了後

防災学習センターでは、全国で

も地域活動に携わるサポートを受けながら活躍できます。▶対象：区内

初めて、VR
（仮想現実）の地震映像

在住のおおむね60歳以上の方▶日時：9月25日㈮、10月2日㈮・7日㈬・

を起震車の揺れに合わせて体験で

12日㈪・21日㈬、11月2日㈪・27日㈮午後2時〜4時、10月28日㈬、

きるプログラムを導入しました。

11月13日㈮・20日㈮午前9時30分〜11時30分【10日制】▶場所：コ

VRゴーグルを装着し、キッチンや

コネリ3階▶講師：総合システム研究所㈱主任研究員／双川歳也▶定員：

学校の教室の映像などを視聴しな

50名
（抽選）▶申込：往復ハガキで①講座名②住所③氏名
（ふりがな）④年

がら、より現実に近い形で揺れを

齢⑤電話番号⑥趣味･特技⑦講座を知ったきっかけを、8月21日
（必着）

体験できます。利用方法など詳しくは、お問い合わせください。▶対象：

までに〒177-0053関町南1-12-4

小学５年生以上▶問合せ：防災学習センター☎5997-6471

情報あらかると

㈱ジェイレック☎0120-198-606

090-1408-9900 FAX 5912-9900
Eメール sakuradai.staﬀ3@gmail.com
◆サマーフェスティバル▶日時：8月
22日㈯午前9時〜午後5時▶場所：光
ミニガイド
が丘体育館▶内容：バドミントン、卓
◆ノルディックウォーキング＆ブ 球、ボッチャなど▶持ち物：上履き▶申
ルーベリー摘み▶対象：18歳以上の方 込：当日会場へ▶問合せ：SSC光が丘・
▶日時・場所：8月8日㈯午前9時光が丘 太田☎090-4745-8498
体育館集合〜光が丘公園〜五十嵐ブ ◆ライフ・チャレンジ・ザ・ウォー
ルーベリー園〜正午集合場所解散
（約5 ク〜ゲームを楽しみながらウォーキ
㎞）
▶定員：20名
（先着順）
▶参加費：500 ング
（Ⓐ3㎞コースⒷ5㎞コース）
▶
円
（ポールのない方は別途500円） ※摘 日時：9月6日㈰午前8時30分〜正午▶
み取り代実費。▶申込：電話またはファ 集合場所：光が丘公園けやき広場▶定
（先着順）
▶費用：100円▶申
クス、電子メールで①催し名②住所③ 員：200名
（Ⓐ
氏名④年齢⑤電話番号⑥ポールの有無 込：電話またはファクスで①催し名
を、8月6日㈭までにSSC桜台・南波☎ Ⓑの別も）②住所③氏名④年齢⑤性別
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｡

⑥電話番号を、8月29日㈯までにSSC 時：8月16日 ㈰ 午 前10時 〜11時30分
大泉☎ FAX 3921-1300
▶場所：サンライフ練馬▶定員：15組
◆志村学園
（就業技術科）説明会・ （先着順）▶申込：電話で練馬区ペガー
学校見学会▶ 日時：Ⓐ9月10日㈭ Ⓑ ボール協会・原田☎090-3234-5584
22日㈷午前10時〜正午▶申込：電話ま
朝・夕・青空市
たはファクスで①説明会
（ⒶⒷの別も）
②住所③氏名④電話番号⑤ファクス番 ◆南ヶ丘商店街▶日時：8月7日㈮午前
号
（ある方のみ）
を、開催日の前日まで 9時から▶問合せ：鈴木☎3990-6004
に同所☎3931-2323 FAX 3931-3366

子どものための講座

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
すまいるねりま遊遊スクール
◆ペガーボール体験会!▶対象：主に ご遠慮ください。
（石神井町1-1-11）
知的障害のある小中学生と保護者▶日 ◆和田堀公園
▶日

区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：育成支援係☎5984-1292

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。

時：8月16日 ㈰ 午 前9時30分 〜 午 後1
時30分
（ 雨 天中止 ）▶申込 先：〒1770041石 神 井 町1-3-7 物 々 ☎39974333
（先着50店）
（練馬1-17-6）
◆平成つつじ公園
▶日
時：8月30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）

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：8月24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

区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。
ポーツ振興課事業係☎5984-1947
親子体操
▶対象：4歳以上の未就学児と保護
者▶日時：8月30日〜10月4日の毎
▶対象：パソコンで文字入力ができ
日曜午前10時〜11時30分【6日制】
る女性▶日時：Ⓐ9月29日㈫・30日
▶場所：桜台体育館▶定員：10組
（抽
㈬Ⓑ12月2日㈬・3日㈭Ⓒ来年3月3
選）
▶保険料：1人168円
日 ㈬・4日 ㈭ 午 前10時 〜 正 午
【2日
制】▶場所：男女共同参画センター
空手道
え ー る ▶ 講 師：MOSイ ン ス ト ラ ク
▶対象：小学生以上▶日時：9月5日
ター／後藤悦子▶定員：各10名
（抽
〜10月10日の毎土曜午後4時〜6時
選）▶費用：1,000円▶持ち物：USB 【6日制】
▶場所：上石神井体育館▶定
メモリー▶申込：往復ハガキで①講
員：10名
（抽選）
▶保険料：336円
座名
（Ⓐ〜Ⓒの別も）
②住所③氏名④
アーチェリー
年齢⑤電話番号⑥使用しているパソ
▶対象：15歳以上の方
（中学生を除
コンのOS名⑦受講理由（50字程度） く）▶日時：9月9日〜10月14日の毎
を、Ⓐ9月14日Ⓑ11月17日Ⓒ来年
水曜午前10時〜正午【6日制】▶場
2月16日
（必着）までに〒177-0041
所：総合体育館▶定員：15名
（抽選）
石神井町8-1-10 男女共同参画セ
▶保険料など：2,000円 ※用具の
ンターえーる☎3996-9007 ※保
貸し出しあり。
育 室（6カ 月 以 上 の 未 就 学 児 対 象。
卓球
定員各6名）を利用したい方は、お
▶対象：15歳以上の方
（中学生を除
子さんの氏名
（ふりがな）
・年齢も、 く）▶日時：9月9日〜10月14日の毎
手話通訳を希望する方はその旨もお
水曜午前10時〜正午【6日制】▶場
知らせください。
所：大泉学園町体育館▶定員：48名
（抽選）▶保険料など：500円 ※ラ
ケットの貸し出しあり。

就職活動や地域活動をしている
女性のためのエクセル基礎講座

スポーツ

区民体育大会
初心者スポーツ教室
▶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
（ 〜
の別も）②住所③氏名
（ふりがな）
④年齢
（学生は学年も）
⑤性別⑥電話
番号を、
8月11日 7日
（必
着 ）まで に〒176-8501区 役 所 内 ス

▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947 ※実施要項は、体育
館やスポーツ振興課（区役所本庁舎
8階）
、区ホームページなどでご覧
になれます。
●バレーボール
（6人制女子・男子）
▶対象：15歳以上の方
（中学生を除く）

をさまざまな方法で
ご覧になれます！
新聞に折り込んでお届けしているほか、駅や金融機関、ファミリー
マート、セブン-イレブン、西友、区立施設にも置いています。
問合せ

広報係☎5984-2690 FAX 3993-1194

（公財）練馬区文化振興協会の催し
☎3993-3311
https：//www.neribun.or.jp/
大泉学園ゆめりあホール
金

19：00開演

新聞未購読で、上記施設で区報の入手が困難な方に無料で送付していま
す。希望する方は、区ホームページから申し込むか、お問い合わせください。

デイジー版CDなどの区報の送付サービス
視覚障害のある方には、区報の点字版、カセットテープ版、デイジー
版CDを無料で送付しています。希望する方は、
お問い合わせください。

割引 小学生

練馬区演奏家協会コンサート

ベートーべンからのメッセージ

出

演 近藤伸子（ピアノ）、佐藤まどか（バイオリン）、
河野文昭
（チェロ）
曲 目 「エリーゼのために」イ短調、ピアノ三重奏曲第
7番変ロ長調「大公」
など
入場料 1,000円（全席指定）
購 入 8月5日㈬午前10時から❶ ❷ ❸
近藤伸子

無料アプリ
「カタログポケット」
日本語のほか8カ国語に対応し、音声の読み上げ機能があるなど、
とても便利な電子ブックです。また、紙面に掲載しきれなかった写真
も紹介しています。

こちらから、ご覧になれます

区 民 の ひ ろ ば

■ 空手クラブ泉心会 毎土曜午後6時
この欄は、区民の方のサークル活動な 30分〜8時 大泉小など 有段者が指
どを紹介しています。内容などの確認 導 入会金2,000円 月会費2,500円
（小学生以下2,000円） 今井☎3922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 3534
（要予約。午前10時〜午後8時）
をご覧ください。
■ 社交ダンス いずみ会 多少踊れ
場所は施設の予約状況により変更にな る方対象 毎土曜午後1時30分〜5時
る場合があります。
春日町地域集会所 女性プロが指導
■ フラサークル レイラニ 初心者〜 入会金1,000円 月会費3,000円 初
初級者対象 月2回木曜午前11時〜午後 回は無料体験可 穴澤☎080-67271時の間の1時間30分 東大泉中央地域 0718
（要予約）
集会所 講師 井上和子 入会金1,000 ■ 叙情歌・シャンソン 歌う会あか
円 会費1回1,300円 初回は無料体 ね 月2回月曜午後1時30分〜3時30
験可 伊藤☎090-3044-5830 Eメール 分 男女共同参画センターえーる 月
ak1911yuka@gmail.com
（要予約）
会費2,000円 柏☎3997-7228

7

日㈰…夏の雲公園庭球場、10月4日
で構成されたチームと区連盟登録
㈰…土支田庭球場または夏の雲公園
チーム▶日時・内容：女子の部…8月
庭球場、10月13日㈫…夏の雲公園庭
30日㈰、男子の部…9月6日㈰、男女
球場 いずれも午前9時から▶費用：
決勝…13日㈰ いずれも午前8時30
1組1,500円
（保険料、ボール代など）
分から▶場所：光が丘体育館▶保険料
▶申込：実施要項をご覧の上、8月19
など：1チーム1,000円▶申込：実施要
日
（必着）
までに練馬区体育協会へ
項をご覧の上、8月14日
（必着）
までに
●ソフトボール
（一般男子・一般女
練馬区バレーボール連盟・田中へ
子・少女）
●ゲートボール
▶申込：実施要項をご覧の上、8月
▶日時・場所：【地区予選】9月1日
23日
（必着）
までに練馬区ソフトボー
㈫午前9時〜正午 第1地区…練馬
ル協会へ
総合運動場公園、第2地区…総合体
育館、第3地区…西大泉地区区民館、
対象
日程
場所
第4地区…光が丘公園 【決勝大会】
一般男子の部 9/13㈰・
9月9日㈬午前9時〜午後4時…練馬
（18歳以上） 21㈷・27㈰ 北大泉
総合運動場公園▶保険料など：1人1
野球場
一般女子の部 9/20㈰、
日20円 ▶ 申 込：実 施 要 項 を ご 覧 の
（18歳以上） 10/11㈰
上、8月20日
（ 必 着 ）ま で に 練 馬 区
少女の部
9/22㈷、
練馬総合
ゲートボール協会へ
（小学生）
10/24㈯
運動場公園
●バスケットボール
（一般男子・女子）
※時間はいずれも9：00から。
▶対象：18歳以上の方で構成された
チーム▶日時・場所：9月13日㈰・20
●馬術
日㈰・27日㈰…総合体育館、10月4
▶対象：傷害保険に加入している方
日㈰…中村南スポーツ交流センター
▶日時・場所：Ⓐ10月4日㈰…日本
いずれも午前9時から▶申込：実施要
乗馬倶楽部
（埼玉県三芳町）Ⓑ11月8
項をご覧の上、8月7日
（必着）
までに
日㈰…観音山乗馬クラブ
（茨城県境
バスケットボール連盟・秋田へ
町） いずれも午前9時〜午後4時▶
●硬式テニス
（混合ダブルス）
申込：電話またはハガキで①大会名
▶対象：Ⓐ一般の部
（18歳以上）
Ⓑファ （ⒶⒷの別も）②住所③氏名（ふりが
ミリーの部
（夫婦・親子・兄弟姉妹。 な）④年齢⑤性別⑥電話番号を、9
いずれも18歳以上）
Ⓒ年齢別の部
（2
月14日（ 必 着 ）ま で に 〒177-0032
人の年齢の合計が100歳以上、120
谷原3-16-8 練馬区馬術連盟・福
歳以上） ※出場は1種目のみ。 ※
井☎090-3516-1910 ※10月3日
学生テニス連盟登録者と高校生は参
㈯午後2時から、日本乗馬倶楽部で
加できません。▶日時・場所：9月27
代表者会議があります。
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送付サービス

令和2年
（2020年）
8月1日

二次元
バーコード

チケット
予約・購入
はこちらで
割引

❶ 練馬文化センター
●
（練馬駅下車中央北口徒歩1分）

☎3948-9000

（チケット予約電話。午前10時〜午後5時）
● 大泉学園ゆめりあホール
❷
（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。

友の会会員は 1 割引きで購入できます（各公演 2 枚まで）
。

小学生

未就学児は入場できません。

友の会会員には各種特典があります。入会については、お問い合わせください。

■ 女声コーラス アリオンコール ■ 練馬勤労者つりの会 主に月2・3 ■ 英語で折り紙体験会（①折り紙②
（発声・叙情歌・カンツォーネ・映 回関 東 近 郊 で 釣 行 入 会 金1,000円 折り紙とカリグラフィー） ①8月
画音楽など） 月4回火曜午前10時〜 月会費850円 釣行費実費 月1回石 9日・16日・23日・28日・31日、9
正午 生涯学習センター分館 講師 神井公園区民交流センターで定例会あ
小平ようこ 入会金2,000円 月会費 り 小澤☎3924-6484
4,600円 教材費月1,000円 長谷川 ■ 光が丘将棋同好会 毎日曜午後1時
〜5時 光が丘地区区民館 入会金500
☎3924-3394
（要予約）
■ お子さんも参加できるお花のトー 円 会費6カ月1,000円（女性500円、
ルペイント・デコーパージュ体験 中学生以下無料） 下田☎3977-3683
会 ①8月7日 ②13日 午 前10時 〜 正 ■ 豊玉東太極拳同好会
（24式・32
午 石神井公園区民交流センター ① 式剣・42式総合・功夫扇） 月4回
②とも参加費1,500円、材料費1,000 金 曜 午 後6時30分 〜8時30分 豊 玉
円 ハ ピ ネ ス・ 野 又 ☎090-4422- 東小 講師 TFA太極拳友好協会準
3522 Eメール nomatanoriko@gmail. 指導員／瑶寺理恵子 月会費3,000円
com
（要予約）
青栁☎3557-1354
（要予約）

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。

月13日 午 前10時30分 〜 正 午 ②8月
23日午後1時30分〜4時 ココネリ3
階 な ど 教 材 費 な ど1回 ①400円 ②
1,000円 例会…第2・4日曜午前10
時30分 〜 正 午 コ コ ネ リ3階 な ど
会 費1回500円 8月3日 〜15日 に サ
ンライフ練馬で折り紙の展示開催
英 語 で 折 り 紙 の 会・ 伊 澤 ☎63248517 Eメール izaikuyo@yahoo.co.
jp
（要予約）

8 令和2年（2020年）8月1日

練馬区立美術館開館35周年記念

8/9 〜9/27

10：00〜18：00
（入館は17：30まで） ※月曜休館（ただし、祝休日の場合は翌日休館）。

練馬区立美術館の開館35周年を記念し、4名の現代作家に、美術館の

▶観覧料：一般800円、高校・大学生と65〜74歳の

所蔵作品から着想を得た新たな作品制作を依頼しました。今回、所蔵作

方600円、中学生以下と75歳以上の方無料

品と各作家の新旧合わせた作品を展示します。

※一般以外の方は、
年齢を確認できるものが必要です。

場所・問合せ

練馬区立美術館☎3577-1821

本展示
起点となる主な所蔵作品

会期中の催し
催し名・費用

松岡 映丘《さつきまつ浜村》 1928年
着色・六曲一隻 練馬区立美術館蔵

絹本

池上 秀畝《桜花雙鳩・秋草群鶉図》 1921年
絹本金地着色・二曲一双 練馬区立美術館蔵

対象

日時

定員

5歳児〜小学2年生

8/22㈯
Ⓐ10：30〜12：00
Ⓑ14：00〜15：30
8/23㈰
Ⓒ10：30〜12：00
Ⓓ14：00〜15：30

各5名（抽選）

鑑賞プログラム
「トコトコ美術館vol.32
テーマ：からだ」

３歳以上の未就学
児と保護者

9/5㈯
Ⓐ10：30〜12：00
Ⓑ14：00〜15：30
9/6㈰
Ⓒ10：30〜12：00
Ⓓ14：00〜15：30

各5組（抽選）

鑑賞プログラム
「あかちゃんと家族
の鑑賞会」

0〜2歳と保護者

9/13㈰
Ⓐ10：30〜12：00
Ⓑ14：00〜15：30

各10名
（抽選）

美術館をつかまえる
⁉館内探検とフロッ
タージュ
▶材料費：100円

作品を制作する4名の作家の作品

冨井 大裕《board paper board
（half origami）
》
2019年 アクリル板・半分にカットされた折り
紙 photo：Masaru Yanagiba ©Motohiro
Tomii, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

大小島 真木《Entanglement hearts series》
2020年 アクリル・鉛筆・油性色鉛筆・アル
シ ュ 紙 作 家 蔵 Accompany with island
JAPAN

※

は当日の観覧券が必要です。

▶申込：往復ハガキで①催し名（
の別も）②参加者全員（

〜

の別。

は2名まで。

はⒶ〜Ⓓの別、

はⒶⒷ

は3名〈お子さん2名、保護者1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、 8月
7日

21日

術館へ

28日（必着）までに〒176-0021貫井1-36-16

練馬区立美

※ 同 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.neribun.or.jp/museum.

html）
からも申し込めます。
流 麻二果《借景絵／The Surrounding Scenery》
2016年 油彩・キャンバス 個人蔵
photo：Ken Kato ©Manika Nagare, Courtesy
of Yuka Tsuruno Gallery

青山 悟《SOCIAL DISTANCE MEASURE》
2020年 メジャー・布に刺繍 個人蔵
©AOYAMA Satoru, Courtesy of Mizuma
Art Gallery

お休みします
【展示作業のため】8/3㈪〜8㈯

画家 蟹江杏

おうち de こどもアートアドベンチャー
〜楽しみませんか？ おうち時間

東京生まれ。NPO法人3.11こども文庫理
事長。毎年ココネリで開催しているこども

動画を公開 !

アートアドベンチャーのプロデューサーで、
イベント時は子どもたちと一緒に大壁画に

毎年８月に開催しているこどもアートアドベンチャーの参
ユ ー チ ュ ー ブ

絵を描くライブペインティングを行う。

加アーティストによるワークショップ体験動画をYouTubeの
練馬区公式チャンネルでご覧になれます。外で思い切り遊ぶ
ことが難しい今、おうちでアートな時間を楽しみましょう。
▶問合せ：文化振興係☎5984-1284

二次元
バーコード

テーマ「きみがピカソでぼくゴッホ！」
〇あんずのおうちにお絵かき
（蟹江杏）編
〇なんでも楽器にしちゃうたいこの親分（石川浩司）編
〇しんぶんしでかぶりもの
（ニシハラ☆ノリオ）編
〇テツコのおさんぽでかおさがし
（永野徹子）編

ミュージシャン
石川浩司（元たま）

かぶりもの作家
ニシハラ☆ノリオ

造形作家
永野徹子

8/1

うとしまえん
ありがと
特集号

令和2年
（2020年）
この特集号は抜き取ってご覧ください

94 年間

「としまえん」
は、大正15年に財界人・藤田好三郎氏が所有していた土地を、運動と園芸を広く奨励するために公開したのが始まりです。
「としまえん」
のある地域は、昭和32年に都市計画練馬城址公園として都市計画決定されました。平成23年の東日本大震災を受け、防災機能を強化する
ため東京都はこの年、公園区域の一部を10年以内に事業化を図る優先整備区域に指定しています。
8月31日㈪をもって
「としまえん」
は閉園し、段階的な公園整備と未開園部分に民間事業者のスタジオツアー施設が計画され、大きく生まれ変わろうとしています。
この特集号では、区民の皆さまに長年親しまれてきた
「としまえん」
の思い出を、写真やインタビューを基に振り返ります。

写真で振り返る

❶高さ20mから滑り降り、着水と同時に船頭がジャンプ !
再び船に着地します

❹世界初のインドアスキー場。冬季限定で営業をしてい
ました

❽洋風な外観の中には純和風の恐怖が…。まさにミス
テリー !

❷長さ50ｍの大プールや高さ3ｍのダイブ台があり、み
どりの芝生に囲まれた純欧州風の趣がありました

❺水上を渡るロープウェイ。子どもたちに人気の乗り物
でした

❾子どもが大好きな乗り物！今も昔も、家族みんなで楽
しめます

⓬みどりの林の中をゆっくり流れていき…最後はバ
シャーンと落ちて顔がびしょびしょに！

カタログポケット
（8月1日号本
紙7面参照）
でご覧になれます。

⓯カウントダウン後に急発進！スタート直後から悲鳴が
聞こえる絶叫マシンでした

⓳平成22年には機械仕掛けの芸術的な乗り物として
「機
械遺産」
に認定されました

⓰海賊船と商船の2隻が、地上45mまで急上昇！遠くか
らでも見えるとしまえんのシンボルです

⓴練馬区花火フェスタには2万人以上が来場し、5,000
発の花火が練馬の夜空を彩りました

令和
2年

・８月末の閉園が決定
・としまえん開催の最後の成人式

90

30年

・区の 独 立記 念 日 を 祝 う 花 火フェスタ
を開催 ⓴

28年

・開園 周年
・練馬こぶしハーフマラソンのコースに

26年
・練馬まつりを再びとしまえんで開催

100

23年
・本格的なイルミネーション営業開始

19年
・カルーセルエルドラド生誕 周年 ⓳

15年

・豊島園 庭の湯開業
・ミラーハウス導入

12

13年
・スカイトレイン導入

平成
3年

・トップスピン導入 ⓲
・都営 号線豊島園駅開業

63年
・ハイドロポリス導入 ⓱

59年
・フライングパイレーツ導入 ⓰

58年
・フライングカーペット導入

55年

・日本の遊園地で初のフリーパスを導入
・シャトルループ導入 ⓯

54年

・トロイカ導入
・コークスクリュー導入 ⓮

53年
・成人式をとしまえんで初開催

52年

・日 本 初の年 間 会 員 制 度
﹁ 木 馬の 会 ﹂
を
導入

48年
・波のプール完成

47年
・お化け屋敷導入 ⓭

46年
・カルーセルエルドラド導入

45年
・フリュームライド導入 ⓬

44年
・アフリカ館完成 ⓫

41年

・オートスクーター導入
・アンチックカー導入 ❿
・模型列車導入 ❾
・ミステリーゾーン完成 ❽

40年

・サイクロン導入
・流れるプール完成 ❼

35年
・ローラースケートリンク開業 ❻

34年
・ロープウェイ導入 ❺

32年

・インドアスキー場完成 ❹
・練馬城址公園として都市計画決定

31年
・観覧車導入

26年
・空飛ぶ電車が運行開始 ❸

21年
・営業再開

19年
・第二次世界大戦激化のため閉園

8年

・駅名が
﹁豊島駅﹂
から
﹁豊島園駅﹂
に

4年

・大プール・小プール完成 ❷

昭和
2年

・ウォーターシュート導入 ❶

・としまえん開園

としまえんの歩み

大正
15年

としまえんの歴史

このほかの写真は、無料アプリ

㈱豊島園などへの取材をもとに作成

❸日本初の懸垂型モノレールは
「空飛ぶ電車」
と呼ばれ
ました

❻当時、大流行したローラースケート。としまえんにも
専用のスペースがありました

❿ハンドルを握って出発！まるで運転している気分にな
れる乗り物です

⓭怖いけど…勇気を振り絞って入る子どもたちがたくさ
んいました

⓱夏の人気ナンバーワン！最後はスピードにのって水面
にダイブ！

❼世界初の流れるプール。大人気でたくさんの人であ
ふれました

⓫ジープに乗ってアフリカを探検！ライオンやゾウなど
さまざまな生き物に出会えました

⓮高速で回転するコークスクリューは、としまえんの定
番の乗り物です

⓲アームとゴンドラがどちらも回る乗り物で、ハードと
スーパーハードの２種類がありました

晴れ着姿で乗り物に乗る、練馬区ならではの成人式。
20万人以上がここで門出を祝いました
写真提供／㈱豊島園

昔は都民の日に
「カッパバッジ」
が配られて、無料で入園できま
した。毎年の恒例行事でした
（50代・夫婦）

遊園地デビューはとしまえんです。
初めのうちは、怖くて乗れないア
トラクションもあったな〜
（50代・男性）

ジェットコースターが好きで来る
たびに何度も乗りました
（30代・女性）
みどりの中を高速で駆け抜けるサイ
クロン。みどりが多い練馬区を感じ
られる場所でした
（40代・女性）

絶叫系の乗り物のデ
ビューはとしまえん。
閉園までに全部制覇
するぞ！
（30代・男性）

来園者の皆さまに
聞きました！

親子3世代でカルーセ
ルエルドラドに乗れて
とてもうれしかった！
（30代・女性）

ウォーターシュートの
シューッと滑り落ちる
感覚が楽しく、何度も
何度も並びなおして乗
りました
（80代・男性）

としまえんで会社の運動
会をしました。仲間と過
ごした良い思い出です
（70代・女性）

親子とも成人式はとし
まえんでした。昔から
年パスを持っています
（30代・女性）

好きなアイドルがロケをして
いたのがきっかけで、としま
えんが好きになりました
（10代・女性）

車いすの主人と、園内を見
て回るだけでも楽しかった。
思い出の場所です
（60代・女性）
小さい頃から何度も来ま
した。子どもと一緒に来
ることができて良かった
（50代・男性）

遊びに来るたびに乗れるア
トラクションが増え、子ど
もの成長を感じられる場所
でした （40代・女性）

としまえんを動画で楽しもう！

としまえんからのメッセージ
練馬区民の皆さまへ

ねりまほっとラインで

当社は練馬区の皆さまに支えられながら、大正15年より94年もの長
きにわたりこの地で営業できたことに感謝申し上げます。また、練馬ま
つりをはじめ成人式、練馬区花火フェスタ、練馬こぶしハーフマラソン
など区民の方々と一体となったイベントにもご協力できたことは、区の

▼

人気アトラクションベスト３
の紹介をはじめ、としまえんで
開催した区のイベント参加者や
来園者のとしまえんでの思い出
などを紹介します。
日程：8月1日㈯〜15日㈯ ※毎日午前9時・
正午・午後8時に放送。 視聴方法：ケーブルテ
（地上デジタル11
レビJ：COMチャンネル東京
チャンネル）

子どもの身長が110
㎝を超えて、今日は
一人乗りデビューが
できました
（40代・男性）

▼

一員として誇りに感じております。閉園まであとわずかとなってしまいま

ジ ェ イ コ ム

したが、最終日まで従業員一同しっかり安全対策を講じながら、全力で
二次元バーコード

営業してまいります。ご来園心よりお待ちしております。

練馬区公式チャンネルで

㈱豊島園 取締役社長 依田 龍也

▼

としまえんにある乗り物のう
ち27種類の様子を、約8分間の
動画にまとめました。来園でき
ない方も自宅でとしまえんの雰
囲気が楽しめます。
視 聴 方 法：YouTubeの練馬区公式チャンネル
（https://www.youtube.com/user/nerimach）
ユ

来園時のお願い
入園時にお客さまの健康状態を確認します
（37.5℃以上の発熱がある
お客さまの入園はお断りします）。
●事前に来園予約・日付指定チケットの購入が必要です。
せき
●マスク着用と咳エチケットにご協力をお願いします。
●お客さま同士の間隔に余裕をもってお過ごしください。
●手指の消毒やこまめな手洗い・うがいをお願いします。
●

ー チ ュ ー ブ

二次元バーコード

