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来年度予算額は２８２７億円で、うち ％は子育て、福祉、

います。

の成功を大きなバネとして、区政全体を更に前に進め、練
馬区の更なる発展を実現する。それが私の使命だと考えて

協働により、予期した以上の成功を収めました。サミット

サミットを開催しました。区民や区内の農業者の皆様との

昨年末、言わばその両面の集大成として、世界都市農業

するなど、区民の皆様との協働に努めてきました。

まちづくり、防災、文化など、区独自の様々な新しい政策を
具体化するとともに、「練馬の未来を語る会」
だけで 回開催

就任以来、子ども、高齢者、福祉・医療、都市インフラ・

残念ながら練馬区はこれまで、この２点が立ち遅れていま
した。

時代を先取りした先駆的な政策を実行する事。もう１つは、
住民自治を徹底して
「参加から協働へ」
の区政を推進する事。

区長になって私が心に決めたことが２点あります。
１つは、

区を更に発展させるため、全力を尽くしてきました。

月から７年目に入ります。この間、お約束した通り、練馬

早いもので、皆様に御支援頂いている私の区政も、この４

練馬区長

教育関連経費です。保育所待機児童をゼロにし、都区連携

による新しい児童相談体制を始動します。都内最多の施設
数である特別養護老人ホームを更に整備し、重度障害者グ

ループホームの増設、練馬光が丘病院の移転改築を進めます。

天災に先手を打つ
「攻めの防災」
対策、生活の基盤となる

道路整備を着実に進め、大江戸線の延伸、西武新宿線連続

立体交差化の事業化に向けて精力的に取り組みます。

練馬ならではの都市文化を花開かせるため、美術館を新

しく生まれ変わらせ、これからの図書館のあり方を明らか
にします。

区役所の顔ともいうべき窓口から具体的な改革に取り組

み、区役所全体の改革を目に見える形で進めます。

政策においても、区政運営においても、「ここに練馬区あり」

と胸を張れる自治体を創りたい。 区の先頭を切って進む

貫して変わらない私の大きな夢であります。引き続き、区

※土・日曜、祝休日や夜間は、東京都相談窓口
☎5320-4509（午前9時～午後9時）へ。

☎5984-4761（平日午前9時～午後5時）

前川燿男

80

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
発行/練馬区 編集/広聴広報課

まえかわあきお

民の皆様とともに、練馬区の発展に全力を尽くしてまいり
ます。

国内でも感染者が確認されています。せっけんによる手洗いやマスクの着用を心掛けましょう。

新型コロナウイルス感染症
コールセンターを設置

68

毎月1日・11日・21日発行

当初予算の
編成にあたって

自治体行政を実現したい。誰もが誇りに思う、みどり豊か
で美しいまち練馬を実現し、未来へ引き継いでいきたい。一

23

2826 億7102 万円
令和2年度当初予算案

Jアラートの
試験放送を実施
第1890号

2月19日㈬ 午前11時

2/11

令和2年
（2020年）

み ど り の風吹く ま ち へ

グランドデザイン構想の実現に向けて

詳しくは2・3面へ
予算の内訳は4面へ

2 令和2年（2020年）2月11日

令和2年
（2020年）
2月11日

令和2年度当初予算案
柱1

6つの柱と22の 主な事業を紹介します

子ども たちの笑顔輝くまち

柱4

～災害に強いまちづくりと交通インフラの整備を推進

●保育サービスの充実
【40億5444万円】

●災害リスクに応じた「攻めの防災」の推進
【9億9476万円】

・保育需要の増加に対応するため、新たに認可
保育所を9カ所
（定員410人）
整備
・認可外保育施設への東京都福祉サービス第三
者評価受審費用の補助を新たに実施するな
ど、安全・安心な保育環境を確保 新規
・保護者の就労形態やニーズの多様化に応える
ため、
「練馬こども園」
を3園拡大

●子育てサポートの充実
【2418万円】

・子どもが学び・遊ぶ機会や、保護者が交流・
リラックスできる
「練馬こどもカフェ」
を5カ所
に拡充
・育児のリフレッシュに利用できる
「乳幼児一時
預かり」
のインターネット予約システムを運用
開始 新規
・妊婦健診や乳幼児健診情報などを電子化する
「母子健康電子システム」
を構築

柱2

・練馬子ども家庭支援センター内に
「練馬区虐
待対応拠点」を設置し、都児童相談所の職員
が相談や調査のほか、広域的・専門的支援に
対応するなど都と区が連携して体制を強化
・練馬子ども家庭支援センターを移転し、人員
を8名増加して児童相談体制を強化

●小学生の放課後等居場所対策
【17億6688万円】
・学童クラブとひろば事業を一体的に行う
「ね
りっこクラブ」
の早期全校実施をペースアップ
し、4月に8校、来年度には10校で開設予定
・夏季休業中の子どもたちの居場所を確保する
ため、夏休みひろば事業を拡充
・待機児童が多い地域や児童の急増が見込まれ
る地域に、民間学童保育を2カ所誘致

●夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備え
た子どもたちの育成
【73億4517万円】
・令和4年度までの3年間で児童生徒全員が1人
1台タブレットPCの利用を開始 新規
・小学校のALT
（外国語指導助手）
配置の拡大や
中学校の4技能
（聞く・読む・話す・書く）検
定の実施など、英語指導を充実
・安全で快適な教育環境とするため、小中学校の改
築を推進
・熱中症対策や災害時の避難拠点として良好な環
境になるよう、小中学校の体育館に空調機を設置

高齢 者 が 住み慣れた地域で暮らせるまち

～地域包括ケアシステムの確立に向け、
施設サービスや在宅サービスを充実
●特別養護⽼人ホーム等の
整備充実
【12億5824万円】
・特別養護老人ホーム2施設
（定員80名）を開
設・増床し、7年に向けてさらに7施設
（定員
583名）
を整備 都内施設数№1
・都市型軽費老人ホーム4施設
（定員80名）
を開
設し、4年に向けてさらに1施設
（定員16名）
を
整備 都内施設数№1
・在宅生活を支える看護小規模多機能型居宅介
護施設を2施設
（定員54名）
開設

新規

柱3

新規

・相談機能とショートステイを備えた地域生活
支援拠点として重度障害者グループホームを
開設するほか、新たに福祉園を整備
・障害者の安定した就労のため、障害者就労支
援センターの就労支援員を増員
・こども発達支援センターの相談員などを増員
するほか、外出が困難な重度障害児の居宅や
幼稚園・保育園への訪問型支援事業を開始

●世界都市農業サミットの成果と
成果を活かした新たな取り組み
【500万円】
い

●介護人材の確保・育成・定着支援の充実
【5014万円】
・高齢者の増加や介護ニーズの多様化に応える
ため、外国人介護職員の受け入れ支援を拡充
・介護職員の資格取得費用の助成を拡大し、
サービスの質の向上とキャリアアップを支援
・介護職員の負担軽減を図るため、ICT機器な
どの導入費用の助成対象施設を拡大
・介護人材情報に関する総合的な相談窓口を設
置し、介護職員の定着を支援 新規

新規

●セーフティネットの拡充
【2億8767万円】

●区内病院の整備促進と病床確保
【34億6551万円】
・順天堂練馬病院は、医療機能の拡充と90床の
増床に向け、来年3月の完成を目指し、改修
工事を実施
・練馬光が丘病院は、457床の病院として4年
10月の開院を目指し、建設工事に着手
・高野台新病院は、218床の病院として4年3月
の開院を目指し、建設工事に着手

・みどり豊かで快適な空間を創出する都市計画
道路や、生活幹線道路の整備を推進
・西武新宿線の連続立体交差化などの都市計画
決定に向けた取り組みや、上石神井駅・武蔵
関駅・上井草駅周辺地区のまちづくりを推進
・石神井公園駅南口西地区での再開発事業の促
進や、周辺のまちづくりを推進

●大江戸線延伸の事業着手に向けた協議を
推進〜新駅予定地周辺まちづくりに着手
【6997万円】

●練馬のみどりを未来へつなぐ
【6億1895万円】
・特色ある大規模公園や身近な公園を整備し、
みどりのネットワーク形成を推進
・みどりを育てる人材の育成や、みどりの保全
活動などを行う団体の登録制度を創設するな
ど、みどりを育むムーブメントの輪を拡大
新規

いきいき と 心豊かに 暮らせるまち

・サミットで培った海外5都市とのネットワー
クを活かし、引き続き情報交換と交流を深め、
都市農業の発展を促進
・国内参加都市と新たなネットワークを構築し、
都市農業の輪を拡大
・サミットの成果を都市農業振興施策に活かす
ため、JA東京あおばや区内農業者などと検討
会を設置し、協働による新たな取り組みに着
手 新規

～誰もが安心して暮らし、
未来に希望をもって生活できるまちの実現へ
・生活・就労・子育ての3つの支援を組み合わせ
た
「ひとり親家庭自立応援プロジェクト」
を推進
・生活保護受給世帯などの子どもを支援する拠
点を1カ所増設するほか、子ども支援員を増員
・より身近で利用しやすい窓口にするため、生
活サポートセンターを練馬庁舎に移転

●交通インフラの着実な整備と駅周辺
まちづくりの推進
【14億7109万円】

・延伸の事業着手に向けて、車庫の整備などの
課題について、都と積極的に協議を推進
・新駅予定地付近の大泉学園通りで拡幅事業に
着手し、桜並木の再整備や無電柱化を推進
・区民や各種団体と一体となった促進活動を実
施

安心を支える 福祉 と医療 のまち

●障害者のライフステージに応じた
サービスの提供
【6億5061万円】

※【 】内は予算額。予算案は、令和2年第一回練馬
区議会定例会で審議されます。

～暮らしに潤いや幸せを感じる、
魅力あるまちを目指して

●高齢者を見守り支える
体制の強化
【2億5713万円】
・
「街かどケアカフェ」は、区立施設への設置、
地域団体との協定、コンビニ・薬局との連携
により拡充
・地域包括支援センターを区立施設などに移
転・増設し、より身近で利用しやすい窓口と
する
・練馬区社会福祉協議会を成年後見制度利用促
進の中核機関に位置付け、法人後見を開始

・新たに桜台地区で密集事業に取り組むほか、
3地区を区独自の防災まちづくり推進地区に
指定し、防災まちづくり事業を推進
・河川や下水道に流入する雨水を低減する流域
対策の目標量を引き上げるなど、水害への備
えを強化
・防災無線の放送内容をメールで自動配信する
など、区民への災害情報の周知を強化 新規
・持ち運び可能な蓄電池を導入し、災害時の非
常用電源の補完や区民の充電ニーズに対応

柱5

問合せ 財政課☎5984-2465

安全・快 適、みどり あふれるまち

～待機児童を解消し、
多様化するニーズに応える施策を展開
●練馬区ならではの
新しい児童相談体制の始動
【6627万円】

3

柱6

●生きた農と共存する都市農業のまち練馬
【1億80万円】
・3年度に開設予定の
「
（仮称）
農の風景公園」
の整
備、運営方法の検討、
「農の風景育成地区」
にお
ける農地保全活動への支援事業を開始 新規
・生産緑地貸借制度や特定生産緑地制度などの
活用、田園住居地域の指定、新たな制度創設の
検討など、都市農地保全の取り組みを推進

●練馬ならではの都市文化を楽しめるまち
【4137万円】
・
「美術館再整備基本構想」を策定し、大規模企
画展などの開催や美術館を核とした街並みを
実現
・多様化する区民ニーズに対応するため、
「
（仮
称）
これからの図書館構想」
を策定
・
「
（仮称）
映像∞文化のまち構想」
を策定し、キッ
クオフイベントとして
「
（仮称）
ねりま映画フェ
ス」
を開催 新規

区民とともに 区政を進める

～区役所の改革を目に見える形で進める

●福祉・保健の窓口改革
【1億4225万円】
・複合的な課題に対応するため、コーディネー
ターを配置し各相談窓口の役割分担・サービ
ス内容を調整し、最適な支援プランを作成
新規

・保健相談所の地域精神保健相談員を増員し、
外出が困難な方への訪問支援
（アウトリーチ）
を充実

●窓口から区役所を変える
【9799万円】
（待たない・まごつかない・何度も書かない）
・スムーズに手続きを案内するため、区民事務
所のフロアマネジャーを増員
・転出証明書を読み取り、自動で転入届を作成
する
「AI-OCR」を搭載した申請書一括作成シ
ステムを導入 全国初
・練馬区民事務所のレイアウトを変更し、受付
カウンターの増設、配慮が必要な方向けの専
用窓口を設置 新規
・国民健康保険料の納付に電子決済
（モバイルレ
ジクレジットやLINE Pay請求書支払い）
を導入

●協働の取り組みの活性化
【8940万円】
・新しいリーフレットや運営ハンドブックを活
用し、町会・自治会への加入促進や組織運営
を支援
・パワーアップカレッジねりまなどを再編して
「つながるカレッジねりま」
にリニューアルし、
町会・自治会・NPOなどとのマッチングを促
進
・地域おこしプロジェクトの実施団体を増やす
ほか、活動段階に応じて柔軟な支援ができる
よう、内容を充実

●豊かなみどりの中で誰もがスポーツを
楽しめるまち
【7億8227万円】
・東京2020オリンピック聖火リレー・セレブ
レーションや、パラリンピック競技体験会な
どを開催 新規
・パ ブ リックビ ュ ー イン グ の 開 催 な ど 東 京
2020大会を応援 新規
・東京2020大会に参加するデンマーク、エク
アドルの選手団との交流事業を実施 新規
・大泉さくら運動公園に車いすテニスに適応し
た庭球場を開設するなど、区民ニーズに応え
たスポーツ施設を整備
・障害の有無にかかわらず、誰もが参加できる
ユニバーサルスポーツフェスティバルの充実

4 令和2年（2020年）2月11日

令和2年度当初予算案

2826 億7102 万円（前年度比4.2％増）

一般会計

令和2年度当初予算案の一般会計の予算規模は2826億7102万円で
す。前年度と比べて113億8217万円、4.2%の増となります。一般会
計の内訳は、円グラフの通りです。
また、特別会計を含む各会計別予算額の内訳は下表の通りです（各合
計額は四捨五入のため、総額と一致しないことがあります）。
2年度各会計別予算額
一般会計

区

分

予算額

2826億7102万円

特別会計

国民健康保険事業会計
介護保険会計

公共駐車場会計
合

対元年度伸び率
4.2%

632億8045万円

△2.9%

170億8259万円

1.8%

563億1655万円

後期高齢者医療会計

繰越金
20億円
（0.7％）

特別区交付金
842億4978万円（29.8％）
区と東京都で分配している固定資
産税や法人住民税など

諸収入
43億8373万円（1.6％）
使用料及び手数料
46億5777万円（1.6％）

繰入金
110億5365万円（3.9％）

△5.3%

4198億  654万円

その他
56億2174万円（2.0％）

特別区債
69億200万円（2.4％）

1.3%

4億5592万円

計

問合せ 財政課☎5984-2465

地方消費税交付金
168億9200万円
（6.0％）

2.6%

※合計額は、各会計相互間の重複額を含みます。
その他 64億6187万円
（2.3％）
議会費、産業経済費、諸支出金、予備費
都市整備費 43億4037万円（1.5％）
まちづくりの経費

都支出金
249億3103万円
（8.8％）

公債費 57億818万円（2.0％）
区が借りたお金の返済に充てる経費
（元金･利子･手数料など）
地域文化費 73億7241万円（2.6％）
地域振興や文化・生涯学習、スポーツ振興などの経費

国庫支出金
537億1545万円（19.0％）

土木費 112億1178万円（4.0％）
公園や道路の建設・管理などの経費
環境費 129億3047万円（4.6％）
温暖化対策や清掃リサイクル、
緑化推進などの経費

保健福祉費
866億3623万円（30.6％）
生活保護や高齢者・障害者施策、
健康づくりなどの経費

区民費 184億5286万円（6.5％）
戸籍・住民基本台帳事務や区民事務所
などの経費
総務費 230億2266万円（8.1％）
防災や広報、電算システムなどの経費

こども家庭費
716億7812万円（25.4％）
保育所や児童館、児童手当など
の経費

教育費 348億5609万円（12.3％）
小中学校や幼稚園、図書館などの経費

練馬区プレミアム付商品券

このステッカーが
取扱店舗の目印です

ねり丸お買物券の販売は2月末、ご利用は3月末で終了します。
対象

⃝住民税非課税の方
（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、
生
活保護受給者などを除く）
⃝平成28年4月2日～令和元年9月30日生まれのお子さんがいる世
帯の世帯主

金融機関や区役所アトリウムで購入できます
場所

日時

場所により異なります
2/28㈮までの8:30～17:15
※⼟・日曜、祝休⽇を除く。

区役所アトリウム

2,200

●取扱店舗…約

詳しくは、練馬区プレミアム付商品
店 券ホームページでご覧になれます。

練馬区へ転入した方・区外へ転出予定の方へ

練馬区と他自治体の購入引換券を交換できます。詳しくは、お問
い合わせいただくか、同ホームページをご覧ください。
問合せ

練馬区プレミアム付商品券コールセンター
☎0120-995-195
（平日午前8時30分〜午後5時15分）
HP https://nerima-premium.com/

二次元バーコード

1 月の放射線量
測定結果

歳出（性質別）
区分

予算額

構成比

義務的経費

1532億1408万円

54.2％

人件費

493億8636万円

17.5％

扶助費

981億3657万円

34.7％

公債費

56億9115万円

2.0％

投資的経費

277億9674万円

9.8％

その他

1016億6021万円

36.0％

計

2826億7102万円

100％

病児・病後児保育施設の
合同登録会を開催

「ねり丸お買物券」が
まもなく終了！

金融機関（郵便局・信金・JA）

特別区税
682億6389万円
（24.1％）
特別区民税、軽自動
車税、特別区たばこ
税、入湯税

区内の病児・病後児保育施設の利用に必要な事前登録を、まとめて行う
ことができます（8を除く）。▶日時：3月7日㈯午後2時～5時▶場所：ココ
乳 または ○
子医
ネリ3階▶持ち物：希望施設分の登録申請書、健康保険証、 ○
療証、母子健康手帳 ※申請書は区ホームページに掲載しています。また、
会場でも配布します。▶登録料：1施設1,000円▶問合せ：合同登録会に関す
ること…保育サービス推進係☎5984-1622、施設に関すること…各施設
〈病児・病後児保育施設とは〉保育所などに通うお子さんを、病気の回
復期で集団保育の難しい期間や、回復期には至らないが、当面急変の
恐れのない期間に一時的に保育を行う施設です。
施設名

住所

電話

定員

1 ソラスト中村橋保育園

向山1-13-2

5241-5110

4

2 ぱるむ光が丘

光が丘5-6-1

3977-9400

12

3 ぱるむ大泉

東大泉1-20-32

5947-5233

7

ココネリ4階 5946-6714

10

4

ナーサリールーム
ベリーベアー練馬

5 みつばち

ねりま

練馬1-17-1
高野台1-8-15

080-2674-4636

春日町2-14-45

5848-2916

6

7 病児保育室ペンギンルーム 氷川台3-40-6

5946-6590

7

8 こどもデイケアプリムラ

3928-5032

8

6 アイル平和台病児保育室

関町北1-22-10

10

※8は、施設や登録に関する説明のみです。登録には一度施設へお越しいただく必要
があります。

詳しい測定結果は、区ホームページをご覧ください。▶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 【基準値】0.24マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm 0.027～0.075 ●地表面から5cm 0.026～0.070

令和2年
（2020年）
2月11日

yell.com ※手話通訳を希望する
方 は2月28日 ㈮ ま で に、 保 育 室（1
歳以上の未就学児対象。定員6名）
を利用したい方はお子さんの氏名
（ふりがな）・年齢を、3月4日㈬ま
でにお知らせください。

お知らせ
青少年問題協議会委員を募集
区の青少年健全育成の活動方針な
ど、青少年健全育成施策について検
討する区民委員を募集します。▶対
象：区内在住の20歳以上で、年2回
程度主に平日の午後2時間程度開催
する会議に出席できる方▶任期：7
月から2年間▶募集人数：5名（選考）
▶申込：履歴書
（写真の貼付は不要）
と
「練馬区の青少年健全育成につい
て」をテーマとした小論文
（800～
1,200字 程 度。 様 式 自 由 ）を、3月
10日（必着）までに持参または郵送
で 〒176-8501区 役 所 内 青 少 年 係
（本庁舎11階）
☎5984-4691

ボランティア

ボランティア活動や行事を主催す
るときなどに加入できる保険の説明
会 で す。▶日時：3月4日㈬ 午 後1時
30分～3時▶場所：ボランティア・地
域福祉推進センター
（豊玉北5-14-6
新練馬ビル5階）▶定員：30名
（先着
順）
▶申込：電話で同所☎3994-0208

弁護士による
「成年後見制度」
講演会
▶日時：3月9日㈪午後1時～3時▶場
所：ココネリ3階▶講師：弁護士／関
麻衣子▶定員：100名
（先着順）▶申
込：電話またはファクスで①住所②
氏名③電話番号を、権利擁護セン
ターほっとサポートねりま☎59124022 FAX 3994-1224

高齢者支え合いサポーターは高齢
者自身が、地域を支える人材として
活動しています。今回、地域でボラ
ンティア活動を考えている方を対象
に活動紹介と相談会を行います。▶
日 時：3月17日 ㈫ 午 前10時 ～11時
30分▶場所：関町リサイクルセン
ター▶定員：20名（先着順）▶申込：
電話で関町ボランティア・地域福祉
推進コーナー☎3929-1467

環境・リサイクル

国民健康保険

平成30年度地球温暖化対策
報告書がご覧になれます

保険料仮徴収のお知らせを
2月18日㈫に発送

一定規模の原油換算エネルギーを
使用した区立施設の年間二酸化炭素
排出量、温暖化対策の実施状況など
をまとめた報告書ができました。報
告書は、区ホームページでご覧にな
れます。▶問合せ：環境計画推進係
☎5984-4702

保険料を特別徴収（公的年金から
の引き落とし）でお支払いいただい
ている世帯と、4月から特別徴収の
対象となる世帯の令和2年度の保険
料は、4月～来年2月分の年金から
引き落とします。2年度の保険料が
決定する前の4・6月は、仮徴収額

住まい・まちづくり

この計画は、放射第35号線の整
備に合わせ、沿道にふさわしい土地
利用を促進するとともに、閑静な住
環境を保全し、災害に強いまちの形
成を図ることを目的としています。
併せて、この地区の用途地域、特別
用途地区、高度地区、防火地域・準
防火地域を一部変更する都市計画案
を作成しました。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19日㈬～3月4
日 ㈬ 午 前8時30分 ～ 午 後5時15分
（土・日曜、祝休日を除く）▶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

働く女性のための「なめらか
コミュニケーション講座」
女性への嫌がらせを解決するため
のコミュニケーション技術を学びま
す。▶対象：女性▶日時：3月14日㈯午
後2時～4時▶場所：男女共同参画セ
ンターえーる▶講師：メンタルケア心
理専門士／岩井奈保美▶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、同所☎3996-9007 FAX
3996-9010 Eメール oubo@nerima-

入場
無料

（火曜休館）

健康づくり
講習会

だ

動きやすい身体になる！
女性のためのコンディショニング講座

子ども・教育
3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
豊

玉☎3992-1188
北

☎3931-1347

光が丘☎5997-7722
石神井☎3996-0634
大

泉☎3921-0217
☎3929-5381

関

受付日時
11㈬・25㈬
13：00～15：00
27㈮9：00～11：00
3㈫9：00～11：00
17㈫13：00～15：00
13㈮・27㈮
13：00～15：00
13㈮9：00～11：00
23㈪9：00～11：00

牧野富太郎が執筆した「大日本植物
志」に掲載された図版と、採集した植物
標本を展示します。▶場所・問合せ：牧
野記念庭園記念館☎6904-6403

ギャラリー・トーク

（学芸員による展示解説）を開催
▶ 日 時：3月15日 ㈰ 午 後2時30分 ～2時
50分▶定員：30名（先着順）▶申込：当日
会場へ

3月1日～8日は女性の健康週間
ら

〈平和台図書館☎3931-9581〉
…2月
17日㈪～21日㈮【館内整理のため】
〈 光 が 丘 区 民 セ ン タ ー ☎59977718〉…2月22日㈯【電気設備点検
のため】 ※都営大江戸線光が丘駅
連絡通路（1階A2、2階A3出入り口）
は、午前7時まで利用できません。

2/29㈯～3/30㈪
9:00～17:00

女 性の健康づくりを応援します
か

お休みします

資料展『大日本植物志』と植物標本

放射35号線北町地区地区計
画などの案がご覧になれます

働く

として、今年度の保険料を参考にし
た額を引き落とします。詳しくは、
世帯主へ2月18日㈫に発送する「国
民健康保険料仮徴収のお知らせ」を
ご覧ください。▶問合せ：こくほ資
格係☎5984-4554

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：3月14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：
「東京におけるマンションの
適正な管理の促進に関する条例」
「マ
ンション管理の価格」の講義など▶
講師：
（一社）東京都マンション管理
士会会員▶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
番号を、3月9日㈪までに住宅課管理
係☎5984-1289 FAX 5984-1237

高齢者支え合いサポーター
の活動紹介・相談会

ボランティア・行事保険説明会

でもご覧になれます。 ※用途地域
の変更案に関する意見書は、東京都
都市計画課（都庁第二本庁舎12階）
に提出してください。▶問合せ：東
部地域まちづくり課☎5984-1594

5

牧野富太郎  
「大日本植物志」
  サクユリ
明治35年 石版印刷

家事や育児、仕事、介護などが忙しく、自分
の健康が後回しになってしまう方が多くなって
います。この機会に、
生活を見直してみませんか。

女性の健康相談
▶日時：3月2日㈪～6日㈮午前9時〜午後5時 ※来所相談もできます
（要予約）
。
▶相談先・問合せ：保健相談所【豊玉☎3992-1188、北☎3931-1347、光が
丘☎5997-7722、石神井☎3996-0634、大泉☎3921-0217、関☎3929-

▶日時：3月7日㈯午前10時～11時30分
▶場所：ココネリ3階
▶講師：日本コンディショニング協会
認定講師／本田紀子
▶定員：50名
（先着順）
▶申込：電話で健康づくり係☎5984-4624

休日急患診療所

5381】

パネル展
「今日からできる毎日の健康づくりのポイント」
▶日時：2月25日㈫～3月6日㈮午前8時45分～午後8時（6日は正午まで）
▶場所：区役所本庁舎2階通路
▶問合せ：健康づくり係☎5984-4624

小 児 科 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

（区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
内 科・ 練馬休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。 小 児 科 石神井休日急患診療所
（石神井庁舎地下1階）
☎3996-3404

▶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。

6 令和2年（2020年）2月11日

高齢者

場所

街か ど ケ ア カ フ ェ

▶対象：65歳以上の方▶日時：3月11
日㈬午前10時～正午▶場所：石神井
保 健 相 談 所 ▶ 講 師：健 康 運 動 指 導
士／原眞奈美▶定員：30名
（先着順）
▶申込：電話で同所☎3996-0634

けやき
3/17㈫
各20名
（南大泉地域
10：30～12：00
集会所内）
つつじ
3/19㈭
（中村橋区民
10：30～12：00
センター内）
石神井

保健相談所

▶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）

定員
（先着順）

こぶし
（練馬高野台 3/10㈫
駅 前 地 域 集 10：30～12：00
会所内）

ねりまお口すっきり体操講
習会 ～体とお口のストレッチ

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」

日時

3/13㈮
14：30～16：00

関

3/16㈪
10：30～12：00

北

3/24㈫
14：30～16：00

大人の健活セミナー

〜カラダは食べた物からできている
各25名

環境講演会

まったなし！ 気候変動と異常気象
温室効果の仕組みや気候変動によるリスクなどについてお話しします。▶
日時：3月7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▶講師：東京管区気象台地球環境・海洋課地球温

午前9時西武新宿線沼袋駅集合～江古

区内公衆浴場▶費用：470円
（小学生 料など：500円▶申込：往復ハガキで①
180円、未就学児80円） ※親子は未 催し名②参加者全員の住所・氏名・年
就学児2名まで無料。▶問合せ：練馬区 齢・性別・電話番号を、2月25日
（必着）
公衆浴場組合・風間☎3991-5092
ま で に〒177-0032谷 原4-15-12 練
◆区民健康医学講座
「治療中に役立 馬区ウオーキング協会・鯉渕☎5372つ！気持ちとの付き合い方～自分 1559（問い合わせは午後3時～6時）
にできること・家族にできること」 ◆普通救命講習会▶日時：3月15日㈰
▶日時：2月22日㈯午後2時～3時▶場 午前9時～正午▶内容：心肺蘇生（そせ
所：マグノリア横山ビル
（高野台1-8-9） い）法、AED
（自動体外式除細動器）操
▶内 容：講 義▶定 員：150名
（ 先 着 順 ） 作方法など▶テキスト代：1,400円▶
▶申込：2月20日㈭までに電話で順天 申込：電話で各消防署へ
堂大学医学部附属練馬病院☎5923- ● 練 馬 消 防 署 ☎3994-0119▶ 定 員：
3111
30名
（先着順）
◆ 認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座& ●石神井消防署石神井公園出張所（石
▶日時：2月25日 神井町2-16-1）☎3995-0119▶定員：
N-impro
（ニンプロ）
㈫午後2時～3時30分▶場所：田柄特別 20名
（先着順）
養護老人ホーム▶定員：30名
（先着順） ◆お花見ウオーク
「小金井公園散
▶申込：電話で田柄地域包括支援セン 策 」▶ 日 時・ 場 所：3月28日 ㈯ 午 前9
ター☎3825-2590
時30分JR東小金井駅集合~小金井公
◆脳卒中区西北部合同区民公開講 園～午後0時30分江戸東京たてもの
座
「やさしく学ぼう！脳卒中の対策」 園解散（約4㎞）▶定員：40名（先着順）
▶日時：2月29日㈯午後2時～4時▶場 ▶費用：500円▶申込：往復ハガキで
所：ホテルメトロポリタン
（豊島区西池 ① 催 し 名 ② 郵 便 番 号 ③ 住 所 ④ 氏 名
袋1-6-1）▶講師：斎藤医院院長／齋藤 ⑤ 年 齢 ⑥ 性 別 ⑦ 電 話 番 号 を、3月3
英治ほか▶定員：150名
（先着順）▶申 日
（ 必 着 ）ま で に、 〒177-0044上 石
込：ハガキまたはファクス、電子メー 神 井1-32-37 SSC上 石 神 井 ☎ FAX
ルで①講座名②参加者全員
（2名まで） 3929-8100（ 問 い 合 わ せ は 月・ 水・
の住所・氏名・電話番号・ファクス番 金曜午後3時まで）
号
（ある方のみ）を、〒173-8610板橋 ◆音楽アート＆スポーツの祭典
「ね
区大谷口上町30-1 東京都区西北部 りま光が丘チェリーブロッサムフェ
脳卒中医療連携検討会事務局☎3972- ス タ2020」▶ 日 時：3月28日 ㈯ 午 前
8111 FAX 3972-0018 Eメール med. 10時～午後8時、29日㈰午前10時～
communication@nihon-u.ac.jp
午後6時▶場所：光が丘公園▶内容：音
◆交通安全練馬区民のつどい▶日 楽・ダンスステージ、スポーツステー
時：3月7日 ㈯ 午 後1時 ～3時
（ 午 後0時 ジ、模擬店など
30分開場）
▶場所：生涯学習センター▶ 〈出演者・出店団体を募集
（抽選）
〉
内容：交通安全教室、マジックショー、 ▶内容：Ⓐ音楽、アートⒷダンスⒸス
吹奏楽演奏、フラダンスショーなど▶ トリートパフォーマンスⒹ模擬店Ⓔコ

広告

起業家募集！

ユニバーサルスポーツ
フェスティバル

問合せ：スポーツ振興課振興係☎5984-1948

city.nerima.tokyo.jp

◆公衆浴場で親子ふれあい入浴
（ち 田公園～哲学堂公園～新井薬師～午後
（約6㎞）
▶保険
んぴの湯）
▶日程：2月16日㈰▶場所： 0時30分JR中野駅解散

2/27木

中村南スポーツ交流センター▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ▶

係☎5984-4705 FAX 5984-1227 Eメール kankyou03@

ミニガイド

▶対象：小学3年生以上▶日時：3月7
日㈯午前9時30分～正午▶場所：武蔵
関公園▶講師：日本野鳥の会理事／安
西英明▶定員：30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年齢⑤電話番号を、2
月25日
（必着）までに〒177-0051関
町 北1-7-14 関 町リサ イクル セン
ター☎3594-5351 ※リサイクルセ
ンターホームページ
（https://www.
nerima-rc.jp/）
からも申し込めます。

船バレー・輪投げ、午後1時～2時30分…卓球・バドミントン▶場所：

27日
（必着）
までに〒176-8501区役所内地球温暖化対策

◆地元を歩こう・哲学の森と目の神
様を訪ねる▶日時・場所：3月14日㈯

武蔵関公園の探鳥会に参加
しよう

ントです。▶日時・内容：2月27日㈭午前10時～正午…ボッチャ・風

の住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号③参加人数を、2月

申込：当日会場へ▶問合せ：練馬警察署
☎3994-0110

講座・催し

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

ガキまたはファクス、電子メールで①講演会名②代表者

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｡

元気な体づくりに必要な食事につ
いて考えます。 ※乳製品の試飲あ
り。▶日時：3月9日㈪午後1時30分
～3時30分▶場所：区役所本庁舎20
階▶講師：㈱明治管理栄養士／細野

さ え 子 ▶ 定 員：45名（ 先 着 順 ）▶ 申
込：電話で練馬区社会福祉協議会☎
3993-4346

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

暖化情報官／井上博敬▶定員：80名
（先着順）
▶申込：ハ

情報あらかると

▶対象：65歳以上の方▶日時：3月12
日㈭午後2時～4時▶場所：生涯学習
センター▶講師：慈雲堂病院院長／田
邉英一▶定員：200名
（先着順）▶申
込：電話で介護予防係☎5984-2094

健康・衛生

3/9㈪
14：30～16：00

光が丘

認知症予防講演会
「認知症の
あれこれ～病気のこと、治療
のこと、そして予防のこと」

FAX

5984-1228

スプレ▶費用：ⒶⒷ1団体3,000円
（別
途、1人につき100円）Ⓒ1団体1時間
2,000円 Ⓓ1店2～5万 円 Ⓔ1人500～
1,000円▶申込：電話またはファクス、
電子メールで①催し名
（Ⓐ～Ⓔの別も）
②住所③氏名
（団体の場合は、団体名・
代表者の氏名）④参加人数⑤電話番号
⑥ファクス番号
（ある方のみ）を、2月
20日㈭までに申込先へ
◎申込先・問合せ：ねりま光が丘地域
力活性化プロジェクト実行委員会事務
局・ 大 熊 ☎ FAX 5998-3089 Eメール
bigbear@lily.ocn.ne.jp

時：2月22日㈯ 午 後2時 ～4時▶場 所： （ 雨天中止 ）▶申込 先：〒177-0045石
錦デイサービスセンター▶内容：講義 神 井 台8-23-21 有 川 久 美 子 ☎090▶定員：15名
（先着順）
▶申込：電話で同 5788-4578
（抽選50店）
所☎3937-5031
（光が丘2-5-2）
◆秋の陽公園
▶日時：
3月1日㈰午前9時〜正午
（雨天中止）
▶
子どものための講座
申 込 先：〒178-0065西 大 泉2-17-26
区内の団体に委託して実施。▶問合 リサイクルマーケットジョイ☎080せ：育成支援係☎5984-1292
2567-3071
（ 先着120店。問い合わせ
は平日午後2時〜4時）
ねりま遊遊スクール
（石神井町1-1-58）
◆スノードームを作ろう▶対象：小 ◆長光寺橋公園
▶
学2～6年生▶日時：2月29日㈯午前10 日時：3月1日㈰午前10時～午後0時30
時～正午▶場所：サンライフ練馬▶定 分
（雨天中止）
▶申込先：〒177-0035南
員：20名
（先着順）▶費用：300円▶申 田中4-7-10-301 リサイクル・タンポ
（ 先 着80店。 問
◆区民健康講座
「知ってそうで知ら 込：電話でNPO法人子どもの夢と思い ポ ☎090-5423-8684
ない白内障について」
▶日時：3月28 出作り舎・山本☎6760-3378（午後7 い合わせは午後7時～9時）
日㈯午後2時～3時30分▶場所：練馬光 時～9時）
（ 富 士 見 台3-53-1）▶
◆こぶし公園
が丘病院▶定員：100名
（先着順）▶申 ◆ミニ風力発電機をつくってみよ 日時：3月8日㈰午前10時〜正午
（雨天
込：電話で同所☎3979-3611
（午前9時 う！▶対象：小学生と保護者▶日時：3 中止）
▶申込先：〒177-0034富士見台
～午後4時）
月7日㈯午前10時30分～正午▶場所： 3-62-13-203 島 裕 子 ☎090-6496（先着10店。問い合わせは午後6
◆中学校夜間学級の生徒募集 都内 石神井公園区民交流センター▶定員： 5366
の公立中学校8校では、小中学校を卒 60名
（先着順）▶費用：1人400円▶申 時～10時）
業していない方や、諸事情により中学 込：電話でぶんかサイエンスカフェ・
朝・夕・青空市
校で十分に学べなかった方のための夜 伊藤☎090-1771-0901 ※保育あり
間学級を設置し、生徒を募集していま （2月28日㈮までに要予約。1歳児以上 ◆江古田いちば通り商店街▶日時：
す。16歳以上の方であれば、国籍に関 対象。定員10名。費用100円）
。
2月15日㈯午前10時〜午後7時▶問合
係なく入学の相談を受け付けます。ま
せ：林☎3991-0888
すまいるねりま遊遊スクール
た、日本語を習得するための日本語学 ◆みんなで楽しく楽器を鳴らそう ◆江古田ゆうゆうロード▶日時：2月
級も開設しています。いずれも授業料 （ドラムサークル）
▶対象：主に知的障 15日㈯午前10時〜午後8時▶問合せ：
は無料です。 ※設置校など詳しくは、 害のある小中学生と保護者・介助者▶ 萩原☎090-7735-1804
お問い合わせください。▶問合せ：世田 日時：3月1日㈰午前10時～11時30分
学校体育館でスポーツを
谷区立三宿中☎3424-5255
（ 午後2時 ▶場所：こども発達支援センター▶講
～9時）
師：音楽療法士／牛田聖子▶定員：10 ◆豊玉小 ソフトバレーボール大
組
（先着順）▶費用：1人500円▶申込： 会▶ 対 象：16歳以上の方▶日時：2月
花とみどりの展示会
電話で子どものための音楽療法サーク 23日㈷午後1時～4時▶内容：トーナメ
◆
「春を詠
（うた）う」草月流いけば ル「音の輪」・遠藤☎090-6497-0016 ント戦▶持ち物：上履き▶申込：当日会
場へ▶問合せ：学校応援団・開放係☎
な展▶日時：2月14日㈮〜16日㈰午前 （午後5時～9時）
9時〜午後5時
（14日は午後1時から。
5984-1057
リサイクル・マーケット
16日は午後4時まで）
▶場所・問合せ：
学校応援団・開放まつり
花とみどりの相談所☎3976-9402
▶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 ◆練馬小▶日時：2月16日㈰午前9時
家族介護者教室
に申込先へ ※700円以下の出店料が ～正午▶内容：ソフトバレーボール、
区内の団体に委託して実施。▶問合 掛かります。 ※車での来場・搬入は ミニサッカー、工作など▶持ち物：上
せ：在宅療養係☎5984-4597
ご遠慮ください。
履き▶申込：当日会場へ▶問合せ：学校
（ 上 石 神 井3-19- 応援団・開放係☎5984-1057
◆噛
（か）む力・飲み込む力が衰え ◆ さくらの 辻 公 園
てもおいしく食べる食事作り▶日 10）▶日時：2月23日㈷午前9時～正午

新規開業者の 過 半 数 が入会

開業コスト削減出来ます

公益社団法人

全日本不動産協会

※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。

東京都本部練馬支部

℡ 03-3261-1010

－街頭相談会随時開催中－

令和2年
（2020年）
2月11日

～ぼくとわたしの起業セミナー

消費者教室「心理テストで知る！
サギに勝つタイプになろう」

▶対象：起業を考えている方▶日時：
3月4日㈬午後6時～8時▶場所：ココ
ネリ3階▶定員：30名
（先着順）▶申
込：電話またはファクスで①講座名
②郵便番号③住所④氏名
（ふりがな）
⑤電話番号⑥ファクス番号または電
子メールアドレス
（ある方のみ）を、
3月2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。

▶日時：3月9日㈪午後1時30分～3時
30分▶場所：石神井公園区民交流セ
ンター▶講師：臨床心理士／渡邉馨
▶定員：50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、3月
6日 ㈮ ま で に 消 費 生 活 係 ☎59103089 Eメール syohi@city.nerima.tok
yo.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）
・年齢も2月25
日㈫までにお知らせください。

未完成な若者に贈る

2/19 水

第 278 回

入場無料

アトリウムミニステージ
▶日時：2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：クライスラー／美しきロスマリンな
ど▶出演：飯守朝子
（バイオリン）
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

7

▶定員：30名（抽選）▶申込：3月1日
㈰までに電話で同所☎3929-5391

春をさがしてみよう

～動き始めた草木や虫たち

▶日時：3月1日 ㈰ 午 前10時～正午
▶場所：花とみどりの相談所周辺の
公園▶講師：
（公財）日本自然保護協
会自然観察指導員／川上典子▶定
員：30名（先着順）▶保険料：50円▶
申込：電話で花とみどりの相談所☎
3976-9402

地域パトロール団体の活動
紹介パネル展
▶日時：2月15日㈯～18日㈫午前8
時45分～午後8時（18日は午後3時
まで）
▶場所：区役所アトリウム▶問
合せ：安全安心係☎5984-1027

全力で夢みよう
町田康講演会in関町図書館
芥川賞受賞作家でミュージシャン
の町田康さんが「夢をかなえる」を
テーマにお話しします。▶対象：13
～29歳の方▶日時：3月22日㈰午後
2時～3時30分▶場所：関町図書館

スポーツ
初心者スポーツ教室
ぜんそく児水泳
▶対象：気管支ぜんそく（ぜんそく気
味も含む）に悩む4歳児～小学4年生
で、医師にこの教室への参加を認め
られたお子さん ※当選後に医師の
健康調査書が必要です。▶日時・場
所：Ⓐ4月2日～6月18日の毎木曜午
後4時～6時【12日制】…光が丘体育
館Ⓑ4月9日～6月25日の毎木曜午
後4時～6時【12日制】…大泉学園町
体育館▶定員：55名（抽選）▶申込：
往復ハガキで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⑦保
護者の氏名を、2月21日（必着）まで
に区役所内スポーツ振興課事業係☎
5984-1947

不要です。 ※車での来場はご遠慮ください。

武蔵大学で学ぼう 特別履修生募集！
―― 申し込みは 2/25火から ――

デジタルでイラストを描こう！

画像クリエーター講座

デジタルイラストの基本を絵画アプリを使って学びます。▶対象：15
～39歳 の 方
（ 中 学 生 を 除 く ）▶ 日 時：3月7日 ㈯ Ⓐ 午 前10時30分 ～
午後0時30分Ⓑ午後1時30分～3時30分Ⓒ午後4時30分～6時30分▶
場所：春日町青少年館▶講師：デジタルイラストレーター／川田亜依▶定
員：各10名
（抽選）
▶教材費：500円▶持ち物：タブレット端末またはス
マートフォン、タッチペン
（ある方のみ）
▶申込：ハガキまたは電子メール
で ①講座名
（ Ⓐ～Ⓒの別

講義形式の授業を、大学生と一緒に学べます
（単位を取得できます）
。
区と大学が受講費用の一部を負担します。
▶対象：次の①〜③の全てに当てはまる方

①高校卒業または同等以

上の学力があると認められる②インターネットを利用してパソコン操
作ができる③ボランティア活動の経験があるまたは
「練馬Enカレッ
ジ」受講生
（修了も可） ※大学院・大学・短期大学・高等専門学校に
在籍している方と、過去にこの制度を利用した方は申し込めません。
▶日時：4月～来年3月に週1回の授業
（90分）
を30回程度▶場所：武蔵
大学▶定員：30名
（書類審査の上、抽選）
▶費用：3万8500円 ※別途、
教材費などが必要な場合があります。▶申込：2月25日㈫～29日㈯午

も）②住所③氏名
（ふりが

前9時～午後5時に生涯学習センターで履修科目を確認の上、申込書

な）④年齢⑤電話番号を、

を2月29日
（必着）
までに申込先へ▶申込書の配布場所：図書館、体育

2月26日
（必着）までに〒

館、青少年館、生涯学習センター、生涯学習センター分館、練馬区立

179-0074春 日 町4-16-9 

美術館、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、

春日町青少年館☎3998-

文化・生涯学習課
（区役所本庁舎8階）

5341 Eメール youth1@city.

※区ホームページでもご覧になれます。

nerima.tokyo.jp

▶問合せ：生涯学習センター☎3991-1667
練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」©練馬区

区 民 の ひ ろ ば

■ 初歩からの書道 豊島書道倶楽部 ■ やさしい英会話無料体験会 60 ■ 水泳 クリオネスイミングクラブ ■ 七宝焼 みなと会 20歳以上の方

歳以上の初心者対象 ①2月25日②3
月10日午後3時～4時30分 石神井庁
舎5階 外国人講師が指導 ホワイト
■ 第8回縄文巣オカリナコンサート ロ ー ズ・ 原 沢 ☎070-3824-4297（ 要
2月29日午後2時～4時 生涯学習セン 予約。平日午後4時まで）
ター 入場無料 小坂☎ FAX 3922- ■ ぶんかサイエンスカフェ
（文化と科
1248
学の講座を企画し学習する会） 月1
■ 光が丘リコーダーアンサンブル ■ 社交ダンス ルリークラブ 初 回 主 に 土 曜 ま た は 日 曜 午 後2時 ～4
第3回演奏会
（歌劇
「魔笛」より
「序 級者〜中級者対象 毎月曜①午後1時 時 区役所本庁舎20階など 年会費
曲」
など） 2月23日午後3時開演 光 30分〜2時30分②午後3時〜4時 勤 1,000円  伊藤☎090-1771-0901 Eメール 
が丘図書館 指揮 向江昭雅 入場無 労福祉会館 女性プロが指導 入会 bc4x2y@bma.biglobe.ne.jp
（要予約）
料 徳 重 ☎090-6957-9726 Eメール 金1,000円 会 費1回1,000円 年1 ■ おやこ英語無料体験会 1歳10カ
rsxnq504@yahoo.co.jp
（先着50名） 回パーティーあり 宮田☎3924-1147 月～3歳児と保護者対象 3月5日午前
9時30分～10時15分 生涯学習セン
■ 英会話無料体験会 小学生対象 3 （要予約）
月7日午後1時～2時 土支田中央地域集 ■ 第13回ねりま子育てメッセ2020 ター 例会…1歳10カ月～3歳児と保
会所 例会…小学生対象 月4回①日曜 （子育て情報の紹介、子ども用品無 護者対象 月3回木曜午前10時30分
午前9時～正午、②月曜③火曜午後4時 料交換会、ステージ発表など） 2月 ～11時15分 生涯学習センター 入
30分〜6時30分 土支田中央地域集会 22日午前10時30分～午後2時 大泉小 会金1,000円 月会費3,300円 こど
所など 外国人講師が指導 ①～③と 入場無料 ねりま子育てネットワーク・ も英会話サークル・岡☎080-6621も月会費4,000円 キッズ・イングリッ 丸 山 ☎090-4839-5582 Eメール web 9678 Eメール nshoda@mail.goo.
シュ・永井☎090-2176-4603
（要予約） master@nerima-kosodate.net
ne.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。

月2回土曜午前10時～正午 向山庭園
月 会 費3,000円 日 野 ☎090-86423963
（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。

中高年齢者対象 毎月曜午前11時～午
後1時 光が丘体育館 入会金1,000
円 月会費2,000円 保険料年1,850
円
（65歳以上1,200円） 初回は無料体
験可 浜口☎3991-2825
（要予約）
■ おわら踊り無料体験会 3月6日午
後1時～5時 石神井公園区民交流セ
ンター 例会…月1回日曜午後1時～5
時 石神井公園区民交流センター 月
会費500円 練馬富山県人会・森井☎
FAX 5905-0044
（要予約）

対象 第2・4土曜午前10時～午後5
時 生涯学習センター分館 入会金
2,000円 月 会 費1,000円 初 回 は
500円で体験可 高間☎3996-4745
（要予約）

（ 発 声・ 新
■ カラオケ 花みずき
曲・ 演 歌 ） 月3回 火 曜 午 前9時 ～

11時30分 勤 労 福 祉 会 館
1,000円 月 会 費3,000円
090-3556-3187
（要予約）

入会金
大森☎

■ 第15回関町音楽フェスティバル
■「 ねりまの昔 話 」の紙 芝 居 制作・ 3月7日午後1時30分～4時 関町福祉園
読み聞かせ 練馬ふるさと紙芝居 出演 練馬交響楽団メンバーによるア
サークル 第2・4木曜午後2時～4時 ンサンブルほか 入場無料 須藤☎
石神井図書館 月会費1,500円 保険
料年300円 谷口☎6339-8818
（ 午前
9時～午後9時）

■ 太極拳・気功

090-1264-8800

■ 作陶 陶元会 第1木曜・第4月曜午

後1時〜5時、第3日曜午前9時〜午後5

ゆうゆう太極拳 時 生涯学習センター分館 入会金

月3回火曜午前10時～11時30分 生涯 2,000円 月 会 費2,000円 冨 田 ☎
学習センター 入会金1,000円 月会 090-4606-1743 Eメール tomitakunih
費3,500円 川辺☎080-5899-4437 aru@hotmail.com
（要予約）

8 令和2年（2020年）2月11日

生誕140年記念 背く画家

津田青 楓

2/21金～4/12日
10：00〜18：00

※入館は17：30まで。月曜休館
（ただし2/24㉁は開館。翌日休館）
。

とあゆむ明治・大正・昭和

問合せ
練馬区立美術館☎3577-1821
京都市に生まれた津田青楓（明治13年～昭和53年）は、日本
画を学んだ後、フランスで洋画を学び、後年はのびやかで味わ
い深い文人画を描きました。
本展では、交友のあった文豪の夏目漱石や経済学者の河上肇、
敬愛した良寛和尚の3人を軸にしながら、作品や関連資料約250
点を通して、明治・大正・昭和を生きた生涯を振り返ります。
▶観覧料：一般1,000円、高校・大学生と65～74歳の方800
円、中学生以下と75歳以上の方無料

※一般以外の方は、年

齢を確認できるものが必要です。

①

〈会期中の催し〉
催し名
1 講演会
「津田青楓の京都時代」
2 講演会
「津田青楓の装丁本」

対象

日時

中学生以上

定員
申込期限
（抽選） （必着）

講師

2/29㈯
15：00～16：30

関西大学名誉教授／
スコット・ジョンソン

3/21㈯
15：00～16：30

装丁家／大貫伸樹

各70名

―

各5組

2/21

4 学芸員による
ギャラリートーク

―

―

―

3/26㈭
15：00から

④

3/6

3/7㈯
Ⓐ10：30～12：00
3 鑑賞プログラム
3歳以上の
Ⓑ14：00～15：30
「トコトコ美術館
未就学児と
3/8㈰
vol.30 テーマ：ほん」 保護者
Ⓒ10：30～12：00
Ⓓ14：00～15：30
―

③

2/14

※1 2は観覧券の半券（当日以外も可）
、3 4は当日の観覧券が必要です。

▶申込：1〜3往復ハガキで①催し名
（1〜3の別。3はⒶ〜Ⓓの別も）
②参加者全員
（12
は2名まで。3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、申込期限までに〒176-0021貫井1-36-16

練馬区立美術館へ

※同ホームページ
（https://www.neribun.or.jp/museum.html）からも申し込めます。
※4は事前の申し込みは不要です。
休館します

広告

広告

2月20日㈭まで【展示作業のため】

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。

②
①《うづら衣》より（山田芸艸堂）
明治36年 木版、紙 スコット・ジョンソン蔵
②《薔薇鶏之図》 大正6年 絹本着彩 笛吹市青楓美術館
③《婦人と金絲雀鳥》
大正9年 油彩、キャンバス 東京国立近代美術館
④《描更紗鶴図衝立》
大正5年ごろ 描更紗、布 笛吹市青楓美術館
⑤《フランス刺繍花と鳥》 大正2年 笛吹市青楓美術館

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

⑤

