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夕べの音楽の
放送時刻が変わります

3月1日㈰から、午後5時30分に
流れます。
問合せ：青少年係☎5984-4691
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令和2年
（2020年）

2月5日に第一回区議会定例会で前川区長が所信を表明

区民とともにさらに発展
はじめに
新型コロナウイルス関連肺炎について申し上げ
ます。
昨年12月に武漢市で発生して以来、世界各地
に広がり、国内でも患者や感染者が増え、多くの
区民が不安を感じています。
区では、先月末、健康危機管理対策本部を立ち
上げ、全庁を挙げて区民・事業者への情報提供な
どに取り組んでいます。また昨日、コールセンター
を開設しました。
引き続き、的確な情報提供に努めるとともに、
東京都、練馬区医師会など関係機関との連携を密
にして、対処していきます。
世界都市農業サミットは、予期した以上の成果
を上げることが出来ました。ソウル都市農業エキ
スポへの参加を手始めに、今回参加した5都市と
の結びつきをより強固にしていきます。京都市、
名古屋市、川崎市など国内参加都市との新たな
ネットワークを構築します。国内外の都市との情
報交換と交流を深め、都市農業の更なる発展を目
指します。
また、東京あおば農業協同組合や農業者の皆様
とともに、流通・販路の拡大、福祉・教育との連
携など、新たな都市農業振興施策に取り組みます。
世界都市農業サミットの成功を通じて、これか
らの都市生活に新たな豊かさをもたらす、都市農
業を活かした魅力ある都市像を示すことが出来ま
した。これを大きなバネとして、広く区内外の皆
様と協働して、区政全体を更に前に進めたい、練
馬区の更なる発展を実現したい、そう考えていま
す。
い

令和2年度当初予算案
来年度当初予算案は、「第2次みどりの風吹く
まちビジョンの実現に向け、これまでの成果を活

かして、区民とともにさらに前に進む予算」と位
置づけ、第2次ビジョンに定めるリーディングプ
ロジェクトやアクションプラン事業の着実な推進
を最優先に編成しました。
一般会計予算額は、2827億円、昨年度比114
億円の増であり、うち72億円は、子育て、福
祉、教育関連施策を充実するものです。歳入面で
は、景気の動向や税制改正の影響等を適切に見通
して、起債を積極的に活用し、将来にわたって持
続可能な財政運営の確保に努めました。

子どもたちの笑顔輝くまち
●保育サービスの充実
区は、増加を続ける保育ニーズに対応するため、
これまで全国トップレベルの定員増を実現してき
ました。
本年4月に向け、新たに私立認可保育所を16カ
所整備するとともに、練馬こども園を2園認定し、
定員760人を確保しました。
3年度に向けては、地域及び年齢ごとの需要を
考慮し、私立認可保育所を9カ所整備し、更に
410人の定員増を実施します。また、練馬こども
園を新たに3園認定します。
●子育てサポートの充実
核家族化や地域コミュニティの希薄化等を背景
に、妊娠期から子育て期までの切れ目ないサポー
トの重要性が高まっています。
昨年から3店舗で実施している「練馬こどもカ
フェ」を、4月に2カ所拡大します。
「乳幼児一時預
かり事業」の利便性を向上させるため、4月から
インターネット予約システムを開始します（5面
参照）。
「母子健康電子システム」の構築を進め、6月か
ら、保護者が乳幼児健診の情報を閲覧出来るよう
にします。本格運用となる3年度には、どの保健
相談所でも乳幼児健診や相談を受けられるように

なります。
東京都は、練馬区の提案に積極的に応え、協働
して新しい児童相談体制の構築に取り組む方針を
決定しました。本年7月に、共同モデル事業であ
る「練馬区虐待対応拠点」を、子ども家庭支援セン
ターに設置します。
虐待対応拠点では、都児童相談所の職員が専門
的知識・技術を必要とする相談や調査、援助のほ
か、広域的専門的支援や区への援助等の役割を担
います。具体的には、虐待通告に基づく家庭訪問、
子ども家庭支援センターとの情報共有・合同調
査、児童・保護者面接、家庭復帰に際しての調整・
指導、区職員の育成などに取り組みます。
現場感覚や危機感などを共有して、実態に即し
た連携を強化し、区による地域に根差したきめ細
かい支援と、都の広域的・専門的な支援を組み合
わせ、迅速かつ一貫した児童虐待への対応を実現
します。そのため、練馬子ども家庭支援センター
の専門職員を大幅に増員し、移転してスペースを
確保します。
●放課後の居場所づくりの推進
全ての小学生を対象に、放課後や夏季休業中の
居場所づくりを更に進めます。
「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
期全校実施に向け、4月には8校で開設し、3年度
には10校で開設する予定です。併せて、夏休み
ひろば事業を、来年度は新たに9校開設し、13校
で実施します。待機児童の多い地域や大規模マン
ションの建設等により児童の急増が見込まれる地
域2カ所に、民間学童保育を誘致します。

2面へ続く
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●学びの充実・教育環境の整備
一人ひとりに応じたきめ細かな、学びの充実・
教育環境の整備を進めます。
子どもたちの情報活用能力を育むため、学校
のICT環境を整備します。今年度、区立全小中
学校に、大型ディスプレイ、教員用パソコン等
を導入しました。来年度から3カ年の計画で、区
立小中学校の児童生徒が、1人1台タブレットパ
ソコンを使えるようにします。まず来年度は、
12月から区立全小学校で約1万5000台の利用を
開始します。4年度までには、中学校を含め約4
万6000台の導入を終える予定です。
来年度から、小学3・4年生で英語学習が導入
され、5・6年生で英語が正式な教科となります。
ネイティブの外国語指導助手の配置を拡大し、
指導を充実します。新たに中学2年生を対象に、
技能検定を実施し、英語能力の向上を図ります。
学校施設の約半数が築50年を超え老朽化が進
んでおり、小中学校の改築を計画的に進めてい
ます。来年度は4校の改築工事、2校の設計を実
施します。体育館の空調設備は、7年度の全校整
備に向け、昨年度、計画を前倒ししました。こ
れまで16校に設置し、来年度は14校で工事を行
います。
教育、子育て施策の更なる充実に向けて、平
成28年に策定した「練馬区教育・子育て大綱」を
改定します。

高齢者が住みなれた地域で
暮らせるまち
団塊の世代の全てが後期高齢者となる令和7
年までに、介護が必要になっても住みなれた地
域で安心して暮らせるよう、医療・介護・予防・
住まい・生活支援が一体的、継続的に提供され
る地域包括ケアシステムを確立しなければなり
ません。
●特別養護老人ホーム等の整備
特別養護老人ホームは来年度、1施設を開所、
1施設を増床し、定員を80人増やし、2,295人
とします。身体機能の低下した低所得者向け住
まいである都市型軽費老人ホームは、来年度4施
設を開所し、定員を80人増やし、270人に拡大
します。
介護人材の確保・育成のため、外国人介護職
員受入セミナーなどを実施するほか、資格取得
の研修費用助成を拡充します。人材の定着を支
援するため、ICT機器導入の対象施設を、認知
症グループホーム等に拡大します。
●高齢者を見守り支える体制の強化
街かどケアカフェは、桜台地域集会所で開設
するほか、地域団体や介護事業者と協働して7カ
所増設し、30カ所に拡充します。また、コンビニ・
薬局と連携した出張型街かどケアカフェは、新
たに4カ所で開始し、合計9カ所とします。地域
包括支援センターの区立施設等への移転・増設
を進め、より身近で利用しやすいものとします。

交流・相談・介護予防の拠点となる
「街かどケアカフェ」

安心を支える福祉と医療のまち
●障害者福祉の充実
発達に課題のある子どもへのサポート体制を
拡充します。区のこども発達支援センターは、
23区で唯一診療所指定を受け、発達相談から医
療相談までを一体的に行っています。発達相談
に従事する相談員や心理士を増員し、待機期間
を短縮します。4月から、職員が幼稚園や保育所
等を訪問し、障害児が集団生活に馴染 めるよう
サポートし、助言します。また、外出困難な重
度障害児の居宅を訪問し、運動機能の発達や言
な

じ

葉の理解を促す療育を行います。本定例会に、
訪問事業を実施するための条例改正案を提案し
ています。
また、保健相談所に心理相談員を配置し、乳
幼児健診などの機会を通じて、発達に心配のあ
る子どもに早期から接し、保護者の相談に速や
かに応じていきます。
北町2丁目で、重度障害者グループホーム、
ショートステイ、24時間の相談支援施設の機能
を備えた地域生活支援拠点を、来年2月に開設し
ます。
●セーフティネットの拡充
貧困に苦しむ子どもに手を差し伸べることは、
行政が果たすべき最も基本的な責務です。生活
保護受給世帯等の子どもに、居場所を提供し、
学習を支援する拠点を拡大します。大泉地域の
「風のアンサンブル」に加えて、新たに光が丘に
1カ所開設します。子ども支援員を増員し、学習
環境等に恵まれない子どもを個別訪問して利用
を促進します。
●医療環境の充実
区民の皆様が住みなれた地域で安心して暮ら
し続けることが出来るよう、入院から在宅医療
に至るまで、切れ目のないバランスの取れた医
療提供体制を構築していきます。
これまでの6年間で「練馬駅リハビリテーショ
ン病院」と「ねりま健育会病院」、
「順天堂練馬病院
の外来棟」の整備及び「浩生会スズキ病院」の病床
転換を行いました。来年度以降は、順天堂練馬
病院、高野台新病院、練馬光が丘病院、合わせ
て423床の増床に向けて整備を促進します。こ
れにより、高度急性期、急性期の医療機能が向
上するとともに、練馬・光が丘・石神井・大泉の
4つの圏域全てに回復期病床が配置され、医療提
供体制が充実します。

安全・快適、みどりあふれるまち
●防災まちづくりの推進
区内の一部には、老朽木造住宅が密集し、震
災時に、延焼被害の恐れのある地域があります。
これまで4地区で密集住宅市街地整備促進事業を
実施し、道路・公園の整備、老朽木造住宅の建替
えを推進し、3地区で事業が終了しました。現在
は、貫井・富士見台地区で事業を進めています。
来年度は、新たに桜台地区で密集事業に取り組
みます。地域の皆様とともに
「まちづくり計画」
を
策定し、3年度の事業化を目指します。
これらの地区に次ぐ危険性が懸念される下石
神井、田柄、富士見台駅南側の3地区を、区独自
の
「防災まちづくり推進地区」
に指定します。地域
の皆様と防災上の課題を共有し、狭あい道路の
拡幅、危険なブロック塀等の撤去、老朽木造住
宅の建替えに取り組みます。また、都条例に基
づく新たな防火規制により、建物の不燃化を促
進します。
●災害対策の推進
昨年、台風15号、19号、これに引き続く大雨
で様々な課題が浮き彫りになり、その対策を災
害対策再点検に加えるよう指示しました。現在、
その取りまとめを進めています。
年度内には、
「 防災の手引き」を全面改定しま
す。災害時にとるべき行動を予め決めておくマ
イタイムライン作成、暴風による飛来物・落下
物対策、これまでの避難拠点と風水害の避難所
の違いなどについて記載を充実します。改定版
「水害ハザードマップ」と合わせて年度内に全戸
配布する予定です。関町地域では、区民の皆様
と協働して「地域別防災マップ」を作成します。
次の出水期に備え、5月末までに行政としての
タイムラインを作成します。保育所やごみ収集
など施設・事業の継続可否、避難所開設の時期
等を予め定めます。また、被害状況の発信など
避難行動に直結する情報伝達、風水害時の避難
所開設の周知方法などの検討を進めます。
来年度は、防災無線の放送内容を、ねりま情
報メールや区ホームページで確認出来るように
します。庁舎の非常用電源を補完し、区民の充
電ニーズにも対応するため、持ち運び可能な蓄

電池を導入します。また、災害情報の周知や安
否確認でのＳＮＳの活用、区立施設の電源確保、
避難所の環境改善などを引き続き検討していき
ます。
来年度予定している練馬区地域防災計画の修
正に当たっては、東京都地域防災計画の修正内
容や今回の再点検結果などを反映させ、天災に
先手を打つ「攻めの防災」を更に進めていきます。
●都市インフラの整備とまちづくりの推進
大江戸線の延伸は、昨年12月、都の「『未来の
東京』戦略ビジョン」で、
「 関係者と事業化につい
て協議・調整を進める」と明記されました。都政
全体の構想で初めて位置付けられたことにより、
事業着手に向けて、更に具体的なプロセスに入っ
たものと考えています。都との協議を積極的に
進めるとともに、沿線のまちづくりに取り組ん
でいきます。大泉学園町の新駅予定地周辺では、
駅前広場の整備、商業・サービス施設の立地誘
導策を地域の方々とともに検討していきます。
大泉学園通りでは、新駅付近約460メートルの
区間について、来年度早々、事業認可を取得し、
拡幅事業に着手します。歩道の拡幅、桜並木の
再整備、無電柱化などにより、快適な道路づく
りを進めます。
西武新宿線の連続立体交差化については、早
期事業化に向けた地域の皆様との活動が実を結
び、昨年2月に、連続立体交差化、側道、駅前広
場の都市計画素案説明会を開催し、実現に向け
て大きな一歩を踏み出しました。近く、東京都
と共に、都市計画案の説明会を開催し、来年度
の都市計画決定に向けて手続きを進めます（4面
参照）。
併せて、上石神井駅、武蔵関駅周辺のまちづ
くりを精力的に進めていきます。
石神井公園駅南口西地区では、安全で利便性
に富んだ街を実現するため、組合施行の市街地
再開発事業の検討が進められています。昨年末
には、都市計画素案の説明会を開催しました。
今後は、地域の皆様から頂いたご意見を踏まえ
て、都市計画原案を策定し、来年度中の都市計
画決定を目指します。隣接する都市計画道路補
助232号線の早期事業化や商店街通りの無電柱
化など、魅力あふれる街の実現に取り組んでい
きます。
●公園づくりとみどり施策の充実
練馬のみどりを未来へつなぐため、特色ある
大規模公園や身近な公園づくりを進めます。ま
た、みどりを地域で守り育てる区民協働のムー
ブメントの輪を広げます。
四季の香ローズガーデンの拡張整備工事と、
隣接する花とみどりの相談所の改修工事に着手
し、来年5月、リニューアルオープンします。バ
ラの植栽整備に、みどりの葉っぴい基金ローズ
ガーデンプロジェクトの寄付金を活用します。
上石神井3丁目の藝大石神井寮跡地で、近隣小学
校の子どもたちや地域の皆様からの提案をもと
に整備している公園は、4月に開園します。本定
例会に、名称を「上石神井こもれび公園」とする
条例改正案を提案しています。地域の皆様、日
本大学芸術学部と協働し、改修してきた豊玉中
いっちょうめ公園は、4月に開園します。

四季の香ローズガーデンを拡張します

大泉学園町希望が丘公園では、多目的運動広
場を拡張し、照明設備付きの人工芝グラウンド
として、7月にオープンする予定です。本定例会
に、区立スポーツ施設条例の一部改正案を提案
しています。
「つながるカレッジねりま」に「みどり分野」を

令和2年
（2020年）
2月21日

開設し、人材を育成します。みどりの活動団体
登録制度を創設し、登録団体の会員が活動しや
すくなるよう工夫を凝らしていきます。
●プラスチックごみへの対応強化
区役所自身が率先して行動するため、
「 練馬区
役所プラスチック削減指針」
を昨年12月に策定し
ました。既に先月から、区役所内の売店等での
レジ袋の配布を原則廃止しています。イベント
等でも、プラスチック製の配布物を極力抑制し、
リユース食器や紙製食器の使用を基本とすると
ともに、マイバッグの利用を周知していきます。
区民の皆様には、
「 青空集会」
「 ふれあい環境学
習」
に加え、3月から配信する
「資源・ごみ分別ア
プリ」
でも働きかけを行います。産業団体や商業
団体など各種団体とは、削減協定の締結とマイ
バッグの利用促進に向けて、協議を進めていき
ます。

いきいきと心豊かに暮らせるまち
●都市農地の保全
一昨年に実施した農業者の意向調査結果をも
とに、東京あおば農業協同組合の協力を得て、
貸借のマッチングに取り組み、特定生産緑地の
指定を推進します。
農の風景がある暮らしを未来に伝え、区民が
農と触れ合う拠点として、高松2丁目で「(仮称)
農の風景公園」を整備し、畑や果樹園を中心とし
た魅力あふれる場を創出します。来年度は、畑
部分を整備し、3年度末の開設に向け、関係者と
具体的な運営方法を協議します。
高松1・2・3丁目に続き、昨年12月、南大泉
3・4丁目が
「農の風景育成地区」に指定されまし
た。両地区で、農地保全活動への補助事業を新
たに開始します。
●文化施策の充実
区立図書館を、多様化する区民ニーズに対応
し、地域における情報発信機能が発揮出来るよ
うにするため、
「(仮称)これからの図書館構想」を
策定します。学識経験者や区民公募委員など、
外部委員を含めた検討委員会を4月に立ち上げ、
検討を進め、年内に素案を公表します。貫井図
書館は、
「美術館再整備基本構想」
に基づいて、美
術館と融合した図書館として整備します。
「
（仮称）
映像∞文化のまち構想」
を策定し、映画
やアニメなどの映像文化をテーマとした、ソフ
ト・ハードが一体となった夢のあるまちづくりを
進めます。キックオフイベントとして、
「
（仮称）
ね

りま映画フェス」
を開催します。今月素案を公表
し、区議会並びに区民の皆様のご意見を頂いた
うえで、年内に成案とする予定です
（下記参照）
。

区民とともに区政を進める
●区民協働の推進
区政最大のパートナーである町会・自治会組
織の基盤を強化するため、新たに作成したＱＲ
コード付きリーフレットを様々な機会に活用し、
加入を促進していきます。町会・自治会運営の
ハンドブックを年度内に作成し、組織運営を応
援します。
パワーアップカレッジねりまや練馬Ｅｎカ
レッジなど既存の事業を再編し、
「 つながるカ
レッジねりま」へリニューアルします。福祉・防
災・農・みどり・環境5分野のコースを設けま
す。区民協働交流センターに「つながる窓口」を
開設し、町会・自治会やＮＰＯなどとのマッチ
ングを進めます。
●窓口改革の推進
区役所の顔ともいうべき窓口から、区役所全
体の改革を、目に見える形で進めます。
既に1月から、区民事務所などの窓口混雑状況
をインターネットで確認出来るようにしました。
登録した方には、順番が近づくとメールで連絡
しています。
4月からは、練馬・光が丘・石神井・大泉各区
民事務所でフロアマネージャーを増員します。
来年1月、区民事務所に「申請書一括作成シス
テム」を導入し、転入・転出・出生などの届け出
に際し、住所・氏名などの基本情報を、関連す
る複数の申請書に一括して印字します。練馬区
民事務所では、受付カウンターを増設するとと
もに、障害のある方や外国籍の方など、配慮が
必要な-方の専用窓口を設置します。また、住民
税・軽自動車税に加え、国民健康保険料にも電
子決済を導入します。
次に、福祉・保健の窓口改革についてです。
子ども・子育て、高齢者介護などの悩みには、
複合的なものが多く、どの窓口に相談してよい
か分からず困っている方々がいます。
子ども家庭支援センター、地域包括支援セン
ター、総合福祉事務所、生活サポートセンター
など、どの窓口に相談しても、関係部署が連携
して、本人・家族に寄り添って継続的に支援す
る体制を作ります。
4月に設置する練馬総合福祉事務所の連携推

（仮称）
映像∞文化のまち構想
（素案）
に
ご提案を
区には、昔から映画の撮影所、アニメ会社や映像に関連した会社が多く
あり、名作が数多く生み出されてきました。まもなく創立100周年を迎え
る日本大学芸術学部では、映画や映像制作に貢献した人材を数多く輩出し
ており、区内には、作家・監督・脚本家・俳優などの映像関係者も多数在
住しています。
映画やアニメなどの映像文化をテーマとした、ソフト・ハードが一体と
なった夢のあるまちづくりを進めるため、構想
（素案）をまとめました。練
馬の映像文化を活き活きと魅力的にするために、皆さまのアイデアをお寄
せください。
い

〈主な内容〉
「発見」
「創造」
「継承」をコンセプトに、夢のあるまちのシーンを区民の視
点でシナリオ風に描くとともに、実現に向けた具体的な取り組みを紹介し
ています。

構想
（素案）
にご提案を
構想
（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
ムページでご覧になれます。①提案②住所③氏名④電話番号を、3月
23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。 ※ご提案は、匿名で公表する場合があります。
ご提案の
送付先・
問合せ

〒176-8501区役所内企画課（本庁舎6階）☎5984-2448
FAX 3993-1195 Eメール kikaku@city.nerima.tokyo.jp
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進担当がコーディネーターとなり、生活サポー
トセンターの職員とともに、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
ンを作成します。

区役所の顔となる窓口改革を進めます

おわりに
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催まで、5カ月余りとなりました。
練馬区は、デンマーク及びエクアドルのホス
トタウンとして、近く正式決定される予定です。
区民との交流について、両国選手団との協議を
進めていきます。
4月から、大泉学園町希望が丘公園の一部を、
射撃競技の連絡バス発着場として、東京都に提
供します。5月には、大会100日前イベントとし
てパラリンピック競技の体験会、6月には、区ゆ
かりの選手の壮行会を行います。7月18日には、
区内で聖火リレーが行われ、到着を祝うセレブ
レーションでは、大谷康子さんプロデュースに
よるプログラムを展開し、誰もが楽しめる祝祭
とします。
大会期間中には、ココネリホールなどでパブ
リックビューイングを実施します。
半世紀を経て、再び東京で開催されるスポー
ツの祭典を、区民の皆様とともに盛り上げ、感
動を分かち合いたいと思っています。
私たちは今、世界と日本の歴史の大転換を目
撃しています。こうしたなか、私たちのまち練
馬区では、日々を懸命に生きる、区民の皆様の
暮らしが営まれています。私は、何よりもこれ
を大切にしたい。豊かで美しい、誰もが生きが
いを持って暮らせるまちを創りたい。区長就任
以来、この思いは変わりません。時代の変化に
目を配りながら、その場しのぎでなく、奇を衒
うことなく、全体の奉仕者として行政の大道を
歩みたい。引き続き、区民福祉の向上に正面か
ら向き合っていきます。
てら

緑確保の総合的な方針と都市計画公園・緑地の
整備方針の改定案にご意見を
都と区市町村は、
「緑確保の総合的な方針」と「都市計画公園・緑地の整備
方針」の改定に取り組んでいます。今回、改定案をまとめました。

〈主な内容〉

1 緑確保の総合的な方針
■

都内に残された貴重な民有地のみどりを、まちづくりの取り組みの中で
計画的に確保するための方針です。

2 都市計画公園・緑地の整備方針
■

都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期実現に向け
た取り組みを示す方針です。

改定案にご意見を
改定案の全文は、区民事務所（練馬を除く）や図書館（南大泉図書館分
室を除く）、区民情報ひろば（区役所西庁舎１階）、東京都緑地景観課、
都民情報ルーム（都庁第一本庁舎3階）、東京都ホームページ（http://
www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/)などでご覧になれます。①計画名
②意見③区市町村名（法人の場合は法人名・所在地・業種）を、3月19
日（消印有効）までに郵送または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。
ご意見の
送付先
問合せ

〒163-8001東京都緑地景観課（都庁第二庁舎12階）
Eメール s0000169@section.metro.tokyo.jp
東京都…緑地景観課☎5388-3315、区役所内…1みどり
計画係☎5984-16592公園係☎5984-1365
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凡例
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関連情報があります

面

る場として、毎年、区民と協働で
ねりまフォーラムを開催していま
す。今回、10月10日㈯に開催予定
のフォーラムを企画・運営する実行
委員を募集します。実行委員の方に
は、男女が抱える身近な問題を話し
合いながら、テーマ・講師・内容な
どを考えていただきます。 ※交通
費程度の謝礼あり。 ※保育あり（1
歳以上の未就学児対象）。▶対象：区
内在住で、8回程度
（1回2時間）
、主
に平日に開催する会議に出席できる
方▶募集人数：6名（選考）▶申込：人
権・男女共同参画課
（区役所東庁舎
5階）
や区ホームページにある申込書
に記入の上、3月16日（必着）までに
人権・男女共同参画課☎5984-4518

お知らせ
（仮称）
これからの図書館構想
策定検討委員会の区民委員
を募集
来年度策定に着手する「（仮称）こ
れからの図書館構想」の方針や内容
について、検討する会議です。会議
は、区民や学識経験者など11名程
度で構成されます。 ※謝礼あり。
▶対象：区内在住・在勤で、任期中
6回程度、主に平日に開催する会議
に出席できる方▶任期：4月〜9月▶
募 集 人 数：3名
（ 書 類 選 考 ）▶ 申 込：
「これからの図書館に求められる役
割 に つ い て 」を テ ー マ とし た 作 文
（800文字程度。様式自由。返却不可）
に①住所②氏名（ふりがな）③年齢④
電話番号を記入の上、3月19日
（必
着）
までに郵送で〒179-0072光が丘
4-1-5 光が丘図書館☎5383-6500

練馬区農業委員会の委員を
募集
農業委員会は、農地の売買・貸借
の許可を行うほか、農地利用の最適
化を推進するなど、農地の保全に取
り組むために区市町村に設置されて
います。今回、農業委員会の委員を
募集します。▶対象：農業に関する
見識があり、農地の売買や貸借につ
いての許可・農地相続に関する各種

男女共同参画の集い・ねりま
フォーラム2020の実行委員
を募集
男女共同参画社会について考え

趣味と仲間づくりの講座

に参加しよう
！
縁ジョイ倶楽部は、同じ興味や関心を持つ区民が集い、つながるきっ
かけづくりの場として、区内で活動する団体が行う講座です。新たな活
動にチャレンジして、地域の仲間をつくりませんか。

じっとしていたらもったいない！
講演会
ひら

〜楽しむ心が道を拓く
3/14 ㈯ 14：00〜15：30

23年間の専業主婦生活を経て、駅弁販売のパート
ばっ

を始め、大宮駅や鉄道博物館の売店の営業所長に抜
てき

擢された三浦由紀江さんから、楽しむ心でチャレン
ジすることの大切さについてお話を伺います。
▶場所：生涯学習センター▶定員：300名（先着順）
▶申込：3月7日㈯までに電話で同所☎3991-1667

4〜5月開催！春の体験講座参加者募集！
▶対象：区内在住・在勤（在学）の18歳以上の方▶場所：
センター
（

〜

〜

生涯学習

向山庭園▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①講座名

の別。

はⒶⒷの別も）②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）

⑤電話番号を、3月24日
（必着）までに〒176-0012豊玉北6-8-1
学習センター☎3991-1667

Eメール

月3日㈫〜17日㈫に持参または郵送
で①②〒163-8001東京都都市計画
課、③〜⑥〒176-8501区役所内都
市計画課へ
●環境影響評価書案
▶内容：西武新宿線（井荻駅〜西武柳
沢駅間）連続立体交差事業▶縦覧・
閲 覧 の 期 間：3月3日 ㈫ 〜4月1日 ㈬
▶縦覧場所：環境課（区役所本庁舎
18階）
、東京都環境政策課
（都庁第二
本庁舎19階）▶閲覧場所：石神井・
関区民事務所、上石神井南地域集会
多重債務特別相談
所、関町北・立野・下石神井地区区
多重債務でお困りの方を対象に、 民館、石神井清掃事務所、関保健相
専門相談員が無料で電話相談を受け
談所▶意見書の提出：3月3日㈫〜4月
付けます。 ※来所相談も可。▶日
16日㈭に持参または郵送で〒163時：3月2日 ㈪・3日 ㈫ 午 前9時 〜 午
8001東京都環境政策課へ
後4時30分▶相談先・問合せ：消費 〈連続立体交差化計画に関する都市計
生活センター☎5910-4860
画案・環境影響評価書案の説明会〉
東京都・杉並区・西東京市・西武
事業者向け
鉄道㈱との共催です。▶申込：当日
会場へ ※手話通訳あり。 ※保育
有料広告を募集 〜国民健康保
室（6カ月以上の未就学児対象）を利
険料の納付書送付用の封筒
用したい方は、2月28日㈮までに電
申し込み方法など詳しくは、
区ホー
話で㈱小学館集英社プロダクション
ムページをご覧ください。▶掲載位
☎3515-6896
（平日午前10時〜午
置：封筒の裏面▶広告サイズ
（縦㎜×
後5時）
日時
場所
横 ㎜）
：70×70▶ 料 金：20万 円▶ 刷
3/4㈬
本町小
（西東京市保谷
色：1色
（色指定不可）
▶掲載時期：6月
18：30〜20：30 町1-14-23）
〜来年5月▶印刷枚数：約10万3000
3/5㈭
枚▶申込期限：3月9日㈪▶問合せ：国
関中
（関町北4-34-23）
18：30〜20：30
保年金課管理係☎5984-4551

証明書の発行などの判断を適切に行
い、月1回程度の会議への出席や農
地調査などができる方▶任期：7月
30日㈭から3年間▶募集人数：16名
（選考）▶報酬（月額）
：3万円（会長は
4万9000円、副会長は3万8000円）
▶申込：都市農業課
（区役所本庁舎9
階）や区ホームページにある募集要
項をご覧の上、3月23日（必着）まで
に都市農業課都市農業係☎59841398

住まい・まちづくり
西武新宿線連続立体交差化
などの都市計画案と環境影響
2
評価書案がご覧になれます 面
意見のある方は意見書を提出でき
ます。また、説明会も開催します。
●都市計画案
▶内容：①西武新宿線（井荻駅〜西武
柳沢駅間）連続立体交差化計画②西
武新宿線（西武新宿駅〜上石神井駅
間）複々線化計画の廃止③西武新宿
線付属街路の追加④練馬区画街路
（武蔵関駅交通広場）の追加⑤練馬自
転車歩行者専用道の追加⑥関町北四
丁目一団地の住宅施設の変更▶縦覧
の 期 間：3月3日 ㈫ 〜17日 ㈫ ▶ 縦 覧
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。 ※①②は東京都都市計
画課（都庁第二本庁舎12階）でもご
覧になれます。▶意見書の提出：3

定員（抽選）材料費など

世帯と人口【2 月1日 現 在】
※（

）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
377,924
（+87）

井草中
（杉並区上井草
3-20-11）

◎問合せ：連続立体交差化計画、
複々
線化計画について…東京都交通企画
課☎5388-3284
環境影響評価書案の縦覧について…
東京都環境政策課☎5388-3406
道路計画などについて…区役所内交
通企画課☎5984-1274

税
休日の臨時納税相談窓口を開設
病気や失業などで納期限内に特別
区民税・都民税（住民税）、軽自動車
税の納付が困難な方などを対象に、
分割納付などの支払いに関する相談
を受け付けます。 ※予約不要。
※納税の相談のみ。▶日時：3月8日
㈰午前9時〜午後4時▶場所・問合
せ：収納課個人徴収第一係（区役所本
庁舎4階）☎5984-4547

無料
1,060円

練馬区公式アニメキャラ
クター「ねり丸」©練馬区

みどりバス保谷ルートに
停留所を追加

3月1日㈰から、みどり
バス保谷ルートに「光が丘
五丁目停留所」を追加しま

無料

す。なお、現在のルート

至 保谷駅

旭町南地区区民館停留所

光が丘公園

光が丘五丁目停留所

や運行時刻に変更はあり
3,000円
830円

練馬光が丘病院
停留所

ません。詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。
▶ 問 合 せ：交 通 企 画 課 ☎
5984-1274

総人口 739,503（+68） 日本人 717,969（+24） 外国人 21,534（+44）
男
359,026
男
349,047
男
9,979
女
380,477
女
368,922
女
11,555

ふれあい
の径

練馬
光が丘病院

至 光が丘駅

4/10・17・24の金曜
30名
10:00〜12:00
【3日制】
Ⓐ4/11・18Ⓑ5/16・23
はじめての茶道〜表千家清派 の土曜10:00〜12:00
各15名
【2日制】
やさしい日本舞踊
4/23〜5/28の毎木曜
30名
▶持ち物：舞扇子、
着物(浴衣可)、
17:30〜19：30
【6日制】
帯（半幅）、足袋（たび）
三味線・尺八で唄（うた）う
5/9・23・30の土曜
30名
やさしい民謡
13:00〜16:00
【3日制】
5/16・30の土曜
30名
初めてのシャドーボックス体験
13:30〜15:30
【2日制】
おうちdeインド料理
5/23㈯
「サグチキンのカフェ風カレー」Ⓐ10:30〜13:00
各15名
▶持ち物：エプロン
Ⓑ14:30〜17:00
詩吟・和歌・俳句を歌う

3/7㈯
18：30〜20：30

3/1㈰から

s-center@city.nerima.tokyo.jp

日時

上石神井中
（上石神井
4-15-27）

生涯

※申し込みは1人1通です。
講座名など

3/6㈮
18：30〜20：30

年齢別人口
14歳以下
15〜64歳
65歳以上
87,981（-19） 491,009（+65） 160,513（+22）

凡例

介護保険
平成29〜31年度分の
保険料が未納の方へ
〜催告書を2月28日㈮に発送

65歳以上で30年1月〜昨年11月
分の保険料が未納の方が対象です。
3月13日㈮までに納めてください。
未納の場合、介護保険サービスを利
用する際、滞納期間に応じて自己負
担割合が3〜4割に増えることがあ
ります。事情により保険料を一括で
納められない方は、相談してください。
▶ 問 合 せ：資 格 保 険 料 係 ☎59844593

お休みします
〈大泉図書館☎3921-0991〉…3月2
日㈪〜6日㈮
【館内整理のため】

子ども・教育
▶ 対 象：体 操 が 苦 手 な 区 内 在 住 の
小 学1〜3年 生 ▶ 日 時：3月28日 ㈯
〜31日 ㈫ 午 後1時30分 〜3時【4日
制】▶場所：春日町青少年館▶内容：

関連情報があります

鉄棒、跳び箱、マット運動など▶講
師：練馬区体操指導員連絡会代表／
犬塚よしみほか▶定員：40名
（初め
ての方を優先の上、抽選）▶保険料：
200円▶申込：往復ハガキで①教室
名②住所③氏名（ふりがな）④学校
名・学年⑤性別⑥電話番号を、3月
5日（必着）までに〒179-0074春
日 町 4-16-9 春 日 町 青 少 年 館 ☎
3998-5341

3月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
〜離乳期の赤ちゃんがいる家族の食事

少人数のグループで、試食を交え
ながら食事の相談ができます。▶対
象：0歳児の保護者（1歳ごろまで参
加可）▶申込：当日会場へ

令和2年
（2020年）
2月21日

5

4月からインターネットで
「乳幼児一時預かり」
の
予約ができます
1

面

問合せ

練馬子ども家庭支援センター☎3993-8155

「乳幼児一時預かり」は
保護者のリフレッシュな
ど理由を問わずお子さん
をお預かりするサービス
です。４月から予約や空
き状況の確認がインター

場所（保健相談所）
・問合せ 日時
（いずれも40分程度）

ネットでできるようにな

11㈬・16㈪
①14:00②15:00
豊 玉 ☎3992-1188
27㈮ ①10:00②11:00

ります。
〈利用にはID・パスワードが必要です〉

☎3931-1347 12㈭ ①10:00②10:50

昨年4月以降に登録や更新をした方には、ID・パスワードが記載され

光が丘 ☎5997-7722 13㈮ ①10:00②11:00

た「登録確認通知書」を2月25日㈫から順次発送します。届かない場合や

北

集中型子ども体操教室

1

面

石神井 ☎3996-0634

5㈭・19㈭
①10:00②10:50

大 泉 ☎3921-0217

9㈪①10:00②10:50

新たに登録を希望する方は、各施設にお問い合わせください。

1カ所で登録すれば、全ての施設で利用できます（※1）

●

関

施設名・電話番号

☎3929-5381 13㈮ ①10:15②11:00

青年リーダーフェスティバル
ジュニアリーダー養成講習会で小中学生を指
導している青年リーダーの活動を紹介するイベ
ントです。当日は、レクリエーションゲームや
紹介パネルの展示などを行います。 ※当日は、

受付日時（※2）
平日9：00〜19：00
（土曜は17：00まで）

練馬ぴよぴよ（一時預かり室）☎6758-0142
光が丘ぴよぴよ（一時預かり室）☎5997-7763
貫井ぴよぴよ☎3577-9823

平日9：00〜17：00

関ぴよぴよ☎5991-4711
大泉ぴよぴよ☎3925-6716
※1
※2

登録の際は、親子で面接にお越しいただきます。
利用日時は施設によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。

団体利用やレクリエーションホール・学習室・
談話室の利用ができません。
▶日時：3月1日㈰午前10時〜午後4時▶場所：春日町青少年館▶申込：

4月から予約ルールが変更になります。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

当日会場へ▶問合せ：青少年係☎5984-4691

エコライフチェックに
4 万人 が 参 加しました

認証保育所の利用者を募集
東京都独自の設置基準に基づき認証された民間の保育施設で、区が運
営費を補助しています。また、保護者に保育料の一部を助成しています。
※施設によって対象年齢、保育時間、保育料などが異なります。

問合せ

環境課地球温暖化対策係☎5984-4705

エコライフチェックは、身近な行動から二酸化炭素排出量を減ら

申込・ ・利用について…直接、各施設へ
問合せ ・保育料の助成について…保育サービス推進係☎5984-1622

し、地球温暖化対策を実践する取り組みです。昨年10月の取り組み
施設名

では、小中学生など4万601名と19事業所が参加し、約2.56トンの

所在地

電話番号

太陽保育園

栄町32-10

3557-8077

ピノキオ幼児舎氷川台園

桜台3-12-2 2階

5946-3551

さつき保育園練馬ルーム

桜台4-1-8

3993-3500

保育ルームフェリーチェ練馬中村橋園

貫井2-1-19 2階

3577-6540

ベビーステーション北町

北町1-30-1 2階

5920-8025

ハッピーマム平和台

北町6-27-11

6906-5343

エデュケアセンター・光が丘

光が丘2-10-2

3938-6961

活動」に参加しました。皆さんもエコライフに取り組み、持続可能な

キッズパオ石神井あおぞら園

石神井町1-22-4

6913-3050

社会を未来へ継承していきましょう。

石神井プチ・クレイシュ

石神井町3-16-19

3904-8255

さつき保育園石神井公園ルーム

石神井町6-2-12 2階

5923-9850

ビーフェアこども愛々保育園武蔵関

関町北2-27-11 2階

5927-5035

ソラスト武蔵関

関町北4-2-13 2階

5927-0667

cradle
（くれいでる）

東大泉5-41-26

3923-8155

ベビーステーション大泉学園

東大泉6-34-30 2階

5387-3780

ひまわりキッズルーム大泉

東大泉6-52-1 2階

5933-0016

ビーフェアこども愛々保育園南大泉

南大泉4-54-5 2階

3922-8322

二酸化炭素を削減できました。詳しい結果は、区民事務所（練馬を除
く）や図書館、リサイクルセンター、環境課（区役所本庁舎18階）
、
区ホームページでご覧になれます。

より良い未来へ、身近なエコから始めましょう
今年は、東京2020大会をきっかけにエコライフチェックの取り組
みを進めるため「東京2020大会における市民によるCO2削減・吸収

休日急患診療所

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

内科・ 練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
※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21日

健康・衛生

講座・催し

ストレスとの付き合い方

区 民 環 境 行 動 講 演 会「 あ な
たは、水害から家や地域を
守れますか !?」

〜ありのままの自分を受け入れる
方法「マインドフルネス」を知ろう

▶日時：3月15日㈰午後3時〜5時▶
場所：区役所アトリウム地下多目的
会議室▶講師：
（公財）
リバーフロント
研究所技術参与／土屋信行▶定員：
100名
（先着順）
▶申込：ハガキまたは
ファクス、電子メールで①講演会名
②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）

3月の健康相談などの日程
（無料）
内容

場所

健康相談
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、歯
科に関する相談
体組成の測定
▶内容：体組成計を使用し、ご自身でBMI
などを計測
禁煙に関する相談
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関の
紹介など

豊
北
光
光
石
石
大
関

◆おとなの歯磨き相談
▶内容：歯肉の健康チェックと歯磨き相談
▶持ち物：歯ブラシ
心身障害者
（児）
歯科相談
◆こころの健康相談
▶対象：不眠・無気力・もの忘れなどでお
困りの方、精神疾患の方や家族
◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるなど
でお困りの方や家族
◆子育てこころの相談
▶対象：子育てで悩んでいる方
◆思春期・ひきこもり相談
▶対象：ひきこもりと思われる方の家族
（◎は、家族グループ相談のみ）
◆大人の発達障害相談
▶対象：18歳以上で発達障害と思われる方
◆酒・ギャンブルなど依存、家族相談
▶対象：依存症などでお困りの方や家族

日程・受付時間
3㈫・17㈫
3㈫・17㈫
10㈫
26㈭
3㈫
26㈭
10㈫・26㈭
9㈪・23㈪

13:00〜15:00
〃
13:30〜15:15
9:30〜11:15
13:30〜15:30
9:00〜11:00
13:00〜15:00
9:00〜11:00

4㈬・18㈬ 9:00〜10:00
豊
〃
6㈮・17㈫
北
〃
光 18㈬
〃
石 13㈮・27㈮
〃
9㈪
大
9㈪・23㈪ 13:00〜14:00
関
つ 7〜28の毎土曜 14:30〜16:30
6㈮
23㈪
2㈪
12㈭
18㈬
18㈬

9:30〜12:00
14:00〜16:00
9:00〜11:00
14:00〜15:30
14:00〜16:00
14:00〜15:30

光 18㈬
石 25㈬

14:00〜16:00
〃

豊 18㈬
豊 ◎25㈬

14:00〜16:15
14:00〜16:00

豊

9㈪

14:00〜16:00

石 26㈭

14:00〜15:30

豊
北
光
石
大
関

HIV(エイズウイルス）抗体即日検査・梅毒
豊 13㈮
9:00〜10:00
検査（匿名）
25カ所の地域包括支援センター
認知症相談
で実施
（要予約）
。詳しくは、在宅
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族
療養係☎5984-4597

3/1㈰11：00〜16：00
ーの
リ
ラ
シール 者には
参加 トあり
ン
プレゼ

つ⁝練馬つつじ歯科診療所☎3993・9956
※◆は事前に担当地域の保健相談所へご相談ください
︵担当地域は︑わたしの便利帳﹁あなたを受け持つ窓口﹂をご覧ください︶︒
※診断書の発行ができる医療機関については︑
医療連携センター☎3997・0121へお問い合わせください︒

育児栄養歯科相談
▶持ち物：母子健康手帳

事前に予約が必要です。
※体組成の測定・育児
栄養歯科相談を除く。

豊⁝豊玉保健相談所☎3992・1188
北⁝北保健相談所☎3931・1347
光⁝光が丘保健相談所☎5997・7722
石⁝石神井保健相談所☎3996・0634
大⁝大泉保健相談所☎3921・0217
関⁝関保健相談所☎3929・5381

▶日時：3月20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▶内容：講義▶講師：マイン
ドフルネス療育研究センター公認心
理師／杉山風輝子▶定員：100名
（先
着順）
▶申込：電話で豊玉保健相談所
☎3992-1188

⑤電話番号を、3月6日
（必着）
までに
〒176-8501区役所内環境計画推進
係☎5984-4702 FAX 5984-1227
Eメール kankyou02@city.nerima.
tokyo.jp

スプリング・エフェメラル
（春の野草）を観察しよう
▶日時：3月7日㈯Ⓐ午前10時〜11時
30分Ⓑ午後1時30分〜3時▶場所：
牧野記念庭園▶定員：各16名
（抽選）
▶申込：電話で花とみどりの相談所
☎3976-9402

よもやま話番外編 〜多肉植物
▶日時：3月14日㈯午前10時〜正午
▶場所：花とみどりの相談所▶内容：
講義、実演 ※多肉植物の苗を差し
上げます。
▶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電話番号を、
2月29日
（必
着）
までに〒179-0072光が丘5-2-6
花とみどりの相談所☎3976-9402

あすなろ青年学級作品展
▶日時：3月1日㈰午後2時〜3時40
分▶場所：光が丘区民センター2階
▶内容：肢体の不自由な方が制作し
た陶芸品・絵画などの展示▶問合
せ：春日町青少年館☎3998-5341

被災者支援
チャリティーコンサート
▶ 日 時：3月15日 ㈰ 午 後2時 〜3時
30分▶場所：関区民センター▶内
容：クラシック、唱歌など▶出演：
㈱リムインターナショナル所属演奏
家▶定員：200名（先着順）▶申込：
電話ではつらつセンター関☎39281987

3/1 ㈰
災害・防災の心理学
防災講演会 〜防災組織としての被災者支援
首都直下地震の危険性が高まるなか、発災したと
きの被害が大きくならないよう正しく備えることが
重要です。今回、兵庫県立大学環境人間学部教授の
木村玲欧さんに災害時における人間の心理や行動の
変化について伺います。
▶日時：3月1日㈰午後1時50分〜3時20分

※午後

1時〜1時40分に防災功労者・功労団体表彰式を行
います。▶場所：練馬文化センター▶申込：当日会場へ

※手話通訳・

要約筆記を希望する方は、事前にお問い合わせください。

防災企画展

防災マップギャラリー
リー
〜地図で学ぶねりまの防災
災

ココネリ3 階で同日開 催
立体的な地図や今と昔の地図を展示し、
練馬区の地形やまちの成り立ち、大雨など
に対する災害特性を紹介します。
▶時間：午前10時30分~午後5時▶申込：当日会場へ
問合せ

防災学習センター☎5997-6471

FAX

5997-6472

がんのことを知ろう！ イベント
〜ウィッグ・ネイル・お口のケアなどの体験＆いろいろ相談
がんの治療による脱毛や爪の変色などの副作用に対して、外見の変化からくる不安やつ
らさを軽減するためのケアが注目されています。今回、順天堂大学練馬病院と協力して、
ウィッグやネイル、アロマハンドマッサージの体験、スキンケアや靴の展示、歯やお口の
健康相談などを行うイベントを開催します。
▶場所：ココネリ３階▶申込：当日会場へ▶問合せ：健康づくり係☎5984-4624

区 民 の ひ ろ ば

■ 囲碁 清遊会 毎土曜午後1時〜
5時 生涯学習センター分館 入会金
500円 月会費2,000円 月2回講義・
指導碁あり 初めの3カ月は月会費
1,000円 彦 坂 ☎3977-8783（ 午 後
5時〜8時）
■ 写研フラッシュ写真展 3月3日〜8
日午前10時〜午後6時
（3日は午後1時
■ ウォーキング カタクリの会 初 から。8日は午後4時まで） 練馬区立美
級者対象 月3回火曜に都内近郊など 術館 入場無料 浜川☎3999-3343
で活動、第4火曜午前10時〜正午に ■ 健康体操 きさらぎ会 50歳以上
石 神 井 庁 舎5階 で 例 会 あり 入 会 金 の女性対象 毎月曜午後7時〜8時30
1,000円 年会費3,000円 初回は無 分 桜台地区区民館 講師 北川清美
料体験可 岡本☎090-6484-6209 月会 費2,500円 初回は 無 料 体 験 可
田中☎ FAX 3991-9356
（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。

■ 韓国語を楽しむ会無料体験会 初 ■「福島は語る」上映会と土井敏邦 ■ 釣り 金鱗会 月1・2回関東近郊
心 者 対 象 3月3日 ① 午 前10時 〜11 監督のトーク 3月14日午後1時30分 で釣行 第2日曜午後4時30分から氷
時30分②午後1時〜2時30分、③4日 〜5時 光が丘図書館 参加費1,000
午前10時〜11時30分 生涯学習セン 円（学生は800円） 光が丘図書館利
ターなど 例会…初心者対象 火曜午 用者の会☎090-1656-2404 Eメール
（要予約）
前10時 〜11時30分・ 午 後1時 〜2時 riyosha.hikarilib@gmail.com
30分、水曜午前10時〜11時30分の月 ■ 表千家茶道 きぬがさ会 初心者
3回 生涯学習センターなど 入会金 の女性対象 第2・4日曜午後1時〜5
2,000円 月会費4,000円 金☎090- 時 向山庭園 月会費3,000円 水屋
料実費 関☎3923-6216
6193-1970
（要予約）
■ 第33回ねりま人形劇フェスティ ■ 水彩画 翠彩会 60歳以上の初心
バ ル 3月15日 午 前10時 〜 午 後3時 者 対 象 第1・3土 曜 午 前9時 〜 正 午
30分 光が丘区民センター4階 入場 関区民センター 講師 吉田のぶひこ
無料 練馬人形劇サークル連絡会議・ 入会金1,000円 月会費1,500円 佐藤
☎3594-3350
飯澤☎3923-6667

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。

川台地区区民館で例会あり 年会費
4,000円 交 通 費 など 実 費 町 田 ☎
5399-8900
（要予約）

「夜明け前 呉
■ 講演と映画の集い
秀三と無名の精神障害者の100年」
3月11日午後1時30分〜4時30分 石
神井公園区民交流センター 講師 松
沢病院院長／齊藤正彦 資料代500円
練馬すずしろ会☎ FAX 3994-3382
■ 社交ダンス 夢 初級者〜中級者
対象 毎土曜午後2時30分〜5時 桜
台地域集会所 入会金1,000円 会費
1回1,300円 内田☎080-9401-9924

令和2年
（2020年）
2月21日

☎5984-1947
●バレーボール
中国帰国者による語りと中国伝統
▶日程：3月15日㈰▶場所：総合体育
楽器の二胡・中国琵琶の演奏などを
館▶内容：9人制一般男子・女子の部
行います。▶日時：3月19日㈭午後
▶ 保 険 料 な ど：1チ ー ム1,000円 ▶
6時40分〜9時▶場所：大泉学園ゆ
申込：体育館やスポーツ振興課（区役
めりあホール▶定員：170名
（先着順） 所本庁舎8階）
、区ホームページに
▶申込：ハガキまたは電子メールで
ある実施要項をご覧の上、3月6日
①催し名②住所③氏名④電話番号 （必着）までに練馬区バレーボール連
を、
3月12日
（必着）
までに〒176-8501
盟・田口へ
区 役 所 内 援 護 係 ☎5984-4603
●ソフトテニス
（男子・女子ダブルス）
Eメール n e r i m a f u k u s i 2 3 @ c i t y .
▶日程：3月29日㈰▶場所：土支田庭
nerima.tokyo.jp
球場▶内容：Ⓐ一般（16歳以上）Ⓑ成
年（35歳以上）Ⓒ壮年（45歳以上）▶
費用：1人300円
（保険料、ボール代
など）▶申込：ハガキで①大会名（Ⓐ
~Ⓒの別も）②2人の住所・氏名（ふ
都民体育大会練馬区選考会
りがな）・年齢・学校名と学年（学生
▶対象：区内在住、または都内在住
のみ）
・性別・電話番号を、3月13
で区内在勤
（在学）
の方 ※小中学生、 日
（必着）までに〒178-0061大泉学
高校生、体育・スポーツ団体に登録
園町1-28-23 練馬区ソフトテニス
している大学生は参加できません。 連盟・久下へ
▶ 問 合 せ：ス ポ ー ツ 振 興 課 事 業 係

3月の石神井公園

春のとんぶコンサート

スポーツ

スポーツリーダー養成講習会
スポーツリーダーは、地域で生涯スポーツの普及・推進などを行う
ボランティアです。講習会の修了者には、認定証を発行します。
▶対象：18歳以上の方▶定員：40名（抽選）▶保険料：190円▶申込：封

ふるさと文化館 の催し
場所・問合せ

でに〒176-8501区役所内スポーツ振興課振興係☎5984-1948

※保

育室
（1〜5歳児対象。費用1回50円）を利用したい方は、お子さんの氏
名（ふりがな）
・年齢もお知らせください。
内容

石神井公園ふるさと文化
館開館10周年を記念して開
催します。

区報でお知らせします。
▶日時：3月28日㈯午後4時
〜5時▶出演：パンサーほか
▶ 定 員：120名
（ 抽 選 ）▶ 申
込：往復ハガキまたは電子

実技
(室内スポーツ)

5/8㈮・13㈬・14㈭・18㈪
中村南スポーツ交流センター
19:00〜21:00

情報あらかると
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｡

ミニガイド

に電話で練馬清掃工場☎3995-5311

加者全員（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、3月10日（必
着）までに〒177-0041石神井町5-12-16
Eメール

石神井公園ふるさと文化館

event-furusato@neribun.or.jp

ふれあい土 曜事業・春休み事業
▶申込：当日会場へ
内容・費用

日時

蝶
（ちょう）
がとびだすメッセージカード 7㈯
▶費用：50円
Ⓐ13：00からⒷ14：00から

定員
（※）
（先着順）
各20名

いろり端で楽しむ紙しばい

14㈯
Ⓐ13：00からⒷ14：00から

−

昭和の遊び

21㈯
13:00〜15:00

−

クイズラリー
ふるさと文化館を探検しよう

28㈯
13：00~16:00

−

スタンプで作るうろこ文様の手ぬぐい
▶費用：300円

20㈷
13:00〜15:00

30名

光の模様が広がる
▶費用：300円

22㈰
Ⓐ13：00からⒷ14：00から

各20名

29㈰
Ⓐ13：00からⒷ14：00から

各20名

ベーゴマを楽しもう

ビー玉万華鏡作り

和紙と石で作るペーパーウエイト
▶費用：50円

※Ⓐの定員を超えた場合はⒷの整理券を配布します。

せ：在宅療養係☎5984-4597

所：サンライフ練馬▶定員：30名(先着

ンなど▶定員：30名
（先着順）

総合体育館▶対象：5歳児〜中学生
◆ねりまのねり歩き
（ⒶⒷ石神井公 ◆笑ってリフレッシュ〜笑いと笑顔 順)▶申込：電話で練馬区ペガーボール
※保護者の参加も可。▶日時：3月7日
園コースⒸⒹ練馬駅北コース）
▶日 の健康法▶日時：2月29日㈯午後1時 協会・原田☎090-3234-5584
時・場所：Ⓐ3月25日㈬Ⓑ27日㈮午前 30分〜3時▶場所・問合せ：第3育秀苑 ◆遊びが芽を出すおもちゃの時間▶ ㈯午前9時〜正午▶内容：トランポリ
9時20分西武池袋線石神井公園駅集合

デイサービスセンター☎6904-0105

◆3月1日〜7日は春の火災予防運動 〜石神井池〜三宝寺〜正午豊島屋解散 ▶内容：講義、実技▶定員：20名（先着
▶申込：当日会場へ
週間
「もう一度 確認 安心 火の用心」 (約3㎞ )Ⓒ28日㈯Ⓓ30日㈪午前9時20 順）
▶内容・日時・場所：①火災予防フェ 分西武池袋線練馬駅集合〜向山庭園 ◆うまい話に気をつけよう！悪質商
ア
（はしご車体験
〈抽選・雨天中止〉
、 〜石神井川桜並木〜正午平成つつじ公 法と消費者トラブル▶日時：3月8日
ミニ消防車運転など）…2月29日㈯午
前10時〜午後2時 練馬消防署②消防
ふれあいフェスタ2020春
（はしご車体
験
〈抽選・雨天中止〉
、救助演技など）
…
3月1日 ㈰ 午 前10時 〜 午 後0時30分
石神井消防署③春の光が丘消防フェ
ス2020
（はしご車体験
〈抽選・雨天中
止〉
、ミニ消防車乗車体験など）…3月
1日㈰午前10時〜午後1時 光が丘消
防署▶申込：当日会場へ▶問合せ：消防
署
【 ① 練 馬 ☎3994-0119② 石 神 井 ☎
3995-0119③光が丘☎5997-0119】
◆ラケットテニス大会
「会長杯」
▶対
象：16歳以上の方▶日時：3月8日㈰午
前9時〜午後4時▶場所：中村南スポー
ツ交流センター▶参加費など：800円
▶持ち物：上履き、ラケット
（ある方の
み）▶申込：当日会場へ▶問合せ：ねり
まラケットテニス協会・山田☎0909134-9811
◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：
3月14日㈯午後1時30分〜3時▶定員：
50名
（先着順）
▶申込：3月12日㈭まで

パンサー

メールで①イベント名②参

場所

区役所本庁舎20階

※その他のイ

ベントなど詳しくは、後日

春休み事業

日時
【9日制】
4/4㈯ 13:00〜16:40
4/11㈯ 10:00〜15:20
講義
4/18㈯ 12:40〜17:00
（4/25㈯の午後は実技
4/25㈯ 10:00〜12:10
〈救急法短期講習〉
）
13:10〜16:10
5/23㈯ 12:00〜16:20

今日はわくわくDAY」関連イベント

よしもとお笑いライブ

ふれあい土曜事業

所・氏名を記入し84円切手を貼った返信用封筒を、3月10日
（必着）ま

石神井公園ふるさと文化館☎3996-4060

「 祝 1 0周年

書で①講習会名②住所③氏名（ふりがな）④生年月日・年齢⑤性別⑥電
話番号⑦受講理由⑧SSC名（加入している場合）を記入したものと、住
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園解散(約4㎞ )▶定員：各15名
（抽選）
▶保険料など：500円▶申込：往復ハガ
キで①催し名
（Ⓐ〜Ⓓの別も）
②参加者
全員
（4名まで）の郵便番号・住所・氏
名
（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号
を、3月6日
（必着）
までに〒176-0001
練馬1-17-1 産業・観光情報コーナー
☎3991-8101

㈰午前10時〜11時30分▶場所：光陽
苑デイサービスセンター▶内容：講義
▶定員：30名
（先着順）
▶申込：電話で同
所☎3923-5264

朝・夕・青空市
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶日時：2月23
日㈷午前10時〜午後3時▶問合せ：冨

◆宝篋山バスハイク〜桜いっぱい 永☎090-4374-3888
のつくばで春色ハイキング▶日時・ ◆江古田いちば通り商店街▶日時：
場所：3月29日㈰午前7時30分西武池
袋線練馬高野台駅集合〜北条大池〜宝
篋山(茨城県つくば市)〜午後5時集合
場所解散(約7㎞ )▶定員：40名
（抽選）
▶ 交 通 費 な ど：6,000円
（中学生以下
4,000円）
▶申込：往復ハガキで①催し
名②参加者全員の住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を、3月6日
（必着）
まで
に 〒177-0032谷 原1-7-5 SSC谷 原
☎3997-2500

家族介護者教室
区内の団体に委託して実施。▶問合

2月25日㈫午前10時〜午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆春日町本通り商店会▶ 日時：2月
26日㈬午前11時〜午後4時▶問合せ：
小泉☎3998-1131

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
◆ペガーボール体験会！▶対象：小
中学生 ※保護者の参加も可。▶日時：
3月1日 ㈰ 午 前10時 〜11時30分 ▶ 場

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。

対象：5歳児〜小学4年生 ※未就学児
は保護者同伴。▶日時：3月1日㈰午後
1時〜3時▶場所：貫井図書館▶定員：
30名
（先着順）
▶申込：電話でふれあい
文庫・伊藤☎3997-0551
（午後7時〜
9時）
◆ソフトテニスにチャレンジ!!▶対
象：小学4〜6年生▶日時：3月8日㈰午
前10時〜正午▶場所：上石神井中▶定
員：30名
（先着順）
▶費用：50円▶企画：
上石神井中ソフトテニス部▶申込：電
話で同所☎3920-1126(平日午前9時
〜午後5時)
当日
◆スポーツなど▶申込：
会 場 へ 電 話 でSSC平 和 台 ☎59217800 ※未就学児は保護者同伴。
中村南スポーツ交流センター▶対
象：5歳児〜中学生 ※保護者の参加も
可。▶日時：3月2日㈪午後4時〜6時▶
内容：フラッグフットボール▶定員：40
名
（先着順）
平和台体育館▶対象：小学生▶日時：
3月7日㈯午前10時〜正午▶内容：トラ
ンポリン▶定員：40名
（先着順）
大泉学園町体育館▶対象：5歳児〜中
学生 ※保護者の参加も可。▶日時：3
月7日㈯午前9時30分〜11時30分▶内
容：マット運動、跳び箱、トランポリ

ン、ボクシングミット打ちなど▶定員：
50名
（先着順）
▶費用：50円

◆3月の水泳ワンポイントレッスン
▶対象：4歳児〜中学生 ※小学3年以
下のお子さんには水着を着用した保護者
が付き添ってください。▶日時：3月7日
㈯午前9時〜11時▶場所：三原台温水
プール、
上石神井体育館、
光が丘体育館、
中村南スポーツ交流センター▶内容：
時間内に来場したお子さんに指導者が
助言 ※2時間の講座ではありません。
▶費用：プール利用料
（保護者のみ）
▶持
ち物：水着、水泳帽▶申込：当日会場へ

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、3月9日
（必着）
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。
（石
◆石神井公園区民交流センター
神井町2-14-1）
▶日時：3月14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）

特
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集

至光が丘
としまえん

土

向山庭園観 桜会

▶時間：Ⓐ午前11時からⒷ午前11時30分
からⒸ正午からⒹ午後0時30分からⒺ午後
1時からⒻ午後1時30分から▶定員：各12
名（先着順）▶費用：500円▶申込：電話で向
山庭園へ

場所・
問合せ

日本三大桜の一つ
「山高神代桜」
の樹勢回復に
携わった、樹木医の和田博幸さんによる桜の解
説を聞きながら庭園を観賞します。また、昼食
に季寄庵 和歌里プロデュースの練馬産野菜を
使ったお弁当を座敷で味わいます。▶時間：午前
※写真はイメージです。
11時30分～午後1時▶定員：30名
（抽選）
▶費用：
2,800円▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①催し名②代表者の住所・
氏 名・電 話 番 号 ③ 参 加 人 数
（4名まで）を、3月6日
（ 必 着 ）までに〒1760022向山3-1-21 向山庭園 Eメール koyamateien@ceres.ocn.ne.jp

春

の催し

観覧
無料

● 桜のライトアップ

向山庭園
☎3926-7810

観覧
無料

庭園コンサート
春の庭園でフルートとピアノの
デュオをお楽しみください。▶時間：
午後2時～2時30分▶曲目：さくら
さくら、宵待草など▶出演：岩下智
子
（フルート）
、野田侑希
（ピアノ）
※事前の申し込みは不要です。
※雨天時は室内で実施します。

お花見弁当と桜を楽しむ

都
営
大
江
戸
線
至練馬

※車での来園はご遠慮ください。

桜が美しい日本庭園で、春の催し物をお楽しみください。

観桜茶会 （練馬区華道茶道連盟協力）

西
武
豊
島
線

豊島園駅

豊島園駅

3/28

向山庭園

岩下智子

野田侑希

いけ花展示

（練馬区華道茶道連盟協力）

観覧
無料

▶時間：午前10時～午後3時
※事前の申し込みは不要です。

練馬の野菜販売
▶時間：午前10時から ※なくなり次第終了。

●春の文化発表会

▶日時：3月27日㈮～4月2日㈭日没～午後8時30分（雨天中止） ▶日時：3月29日㈰午前11時～午後3時
▶内容：楽器演奏など
※事前の申し込みは不要です。 ※開花状況により、日程が変更になる場合があります。

広告

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。

