
【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
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・西友や区立施設にも置いています。
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今号の注目情報

　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

対象 区内在住・在勤（在学）の18歳以上の方
▶報酬：年間一定額の報酬が支給されるほか、火災や訓練で出動するごとに
手当が支給されます。また、負傷した際などの補償制度があります。

　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」の回避などを心掛けましょう。

新型コロナウイルスの
感染拡大防止のために

練 馬 の ま ち は 私 が 守 る！

詳しくは2面へ
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光が丘消防団長／吉田照男
地域のために、ぜひ消防団へ！

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、

　消防団は、人々の日常を守り、地域に
貢献するため、日頃から消火活動や防災
訓練の指導など、多岐にわたって活動し
ています。学生や自営業、会社員など、
年齢や職種も幅広く、地域とのつながり
を深め、災害時に役立つ技能を身に付け
ることができます。
一人でも多くの方
に消防団に入団し
ていただき、我々
と一緒に自分たち
のまちを守りましょ
う！

大泉町
大泉学園町

西大泉

東大泉

関町北

石神井台

石神井町

関町南

西大泉町

三
原
台

南大泉

下石神井
上石神井

高松

旭
町

光
が
丘

北町

早宮
谷原

桜台
貫井

田柄

向山

中村

栄町
旭丘

羽
沢

練馬

平和台
錦

土支田

高野台

氷川台

小竹町

豊玉北
豊玉中
豊玉南中村南

中村北

春日町

富
士
見
台南

田
中

石神井消防団 練馬消防団

光が丘消防団

豊玉上

立野町

関
町
東

上石神井南町

入団やお問い合わせはお近くの消防署へ
仲間を募集中です！
お気軽にどうぞ！！

▶区の担当：防災調整係

大泉町
大泉学園町

西大泉

東大泉

関町北

石神井台

石神井町

関町南

西大泉町

三
原
台

南大泉

下石神井
上石神井

高松

旭
町

光
が
丘

北町

早宮
谷原

桜台
貫井

田柄

向山

中村

栄町
旭丘

羽
沢

練馬

平和台
錦

土支田

高野台

氷川台

小竹町

豊玉北
豊玉中
豊玉南中村南

中村北

春日町

富
士
見
台南

田
中

石神井消防団 練馬消防団

光が丘消防団

豊玉上

立野町

関
町
東

上石神井南町

入団やお問い合わせはお近くの消防署へ
仲間を募集中です！
お気軽にどうぞ！！

▶区の担当：防災調整係

●練 馬 消 防 団…練 馬 消 防 署☎3994-0119 Eメール nerima2@tfd.metro.tokyo.jp
●光が丘消防団…光が丘消防署☎5997-0119 Eメール hikarigaoka2@tfd.metro.tokyo.jp
●石神井消防団…石神井消防署☎3995-0119 Eメール syakujii2@tfd.metro.tokyo.jp　

消防団活動中

地 域 を 守 る 若 人 た ち

地 域 を 守 る 若 人 た ち
「いざという時」に備え、訓練に励みます！ 消防署と協力して練馬のまちを守ります！

地域の皆さんに分かりやすく指導します！

逃げ遅れた方を救出する訓練をします

火災現場での活動を想定して訓練をします

火災発生時は現場で消火活動をします

地域の方に応急救護の方法を教
えます

地域のイベントで活動をPRしま
す

災害時訓練

地域活動

女性が活躍できる場がたくさんあります
　私が積極的に参加しているのは、ご家庭を訪ねて防災を呼び掛ける防火診断です。気遣いや思いやりといった
女性ならではのコミュニケーション力を生かせるので、サービス業でお客さまに対応している私にぴったりの活
動だと考えています。団員募集を告知するラッピングバスのモデルも務めています。ラッピングバスを見た女性
が、消防団に興味を持ってくれたらうれしいですね。

会社員／川島 晶さん

会社員／工藤 聖也さん

学生／窪谷 譲さん

自分のペースで参加できるので仕事と両立できます
　「地域の安全・安心確保に積極的に関わりたい」という思いで消防団の扉をたたきました。団員一人ひとりの都
合に合わせて担当者を決めるなど、働いている人にも配慮があるので、安心して活動しています。入団2年目を
迎えたばかりで、まだまだ教わる一方ですが、いつか自分が後輩に教えられるようになりたいと思います。防災
について子どもたちに楽しく教えられるようになるのが目標です。

消防団に打ち込んだ経験が就職活動に役立ちます
　消防士になることが小学生のころからの夢でした。消防団に入ったのは、大学に
通いながら消防に関する知識や技術を身に付けられると考えたからです。授業と部
活、アルバイト、消防団の活動が重なったときは目が回るほどの忙しさでしたが、
先輩方の支えもあって、活動を続けることができました。消防団での活動実績を証
明する制度があり、就職活動に役立てられるのも大きな魅力です。

インタビュー 活躍中の団員に聞きました！

　消防団で活動した学
生に証明書を交付しま
す。就職活動で、地域
社会への貢献をPRで
きます。

就職活動を応援！



　石神井松の風文化公園で開催す
る練馬薪能をケーブルテレビとス
マートフォンアプリで生放送しま
す。毎年実施している会場内大型
ビジョン無料放映は行いません。　
※当日観覧の申し込みは終了して
います。▶日時：9月22日㈷午後5
時25分～8時▶問合せ：文化振興係
☎5984-1284

視聴方法

「みどりの風 練馬薪能」の
生放送をご覧ください

狂言「髭
ひげやぐら

櫓」　能「羽
はごろも

衣  和
わごうのまい

合之舞」

9/22㈷
17：25～20：00

アプリのダウンロードはこちらから

アイフォン アンドロイド

　主に知的障害のある方を対象に、区立の障害者自立支援（通所）施設などで行う生活介護や就労支援
など各種事業の来年4月からの利用者を募集します。　※定員の都合で利用できない場合があります。
▶申込：事前に連絡の上、10月5日㈪～9日㈮に直接、申込先へ

　福祉工房などで実施します。一定期間、就
労に必要な知識や能力の向上のための訓練を
行います。　※標準利用期間は2年間です。
▶対象：区内在住の18～64歳で、一般企業な
どへの就労を希望する方

　福祉作業所で実施します。働く場を提供し、
知識や能力の向上のための訓練を行います。
▶対象：区内在住の18歳以上で、一般企業な
どでの就労が困難な方

　福祉園などで実施します。常に介護が必要
な方に食事や健康管理などの支援や創作・生
産活動の機会を提供します。また、氷川台・
大泉学園町福祉園、中村橋福祉ケアセンター
では、医療的ケアを必要とする重症心身障害
者を対象とした通所事業を行っています。▶
対象：区内在住の18歳以上で、障害支援区分
が3以上（50歳以上の方は2以上）の方

施設名 所在地

貫井福祉園 貫井2-16-12

氷川台福祉園 ※ 氷川台2-16-2

光が丘福祉園 光が丘2-4-10

石神井町福祉園 石神井町2-12-5

関町福祉園 関町南3-15-35

大泉町福祉園 大泉町3-29-20

大泉学園町福祉園 ※ 大泉学園町3-9-20

中村橋福祉ケアセンター ※ 貫井1-9-1

※重症心身障害者通所事業実施施設。

施設名 所在地

北町福祉作業所 北町8-2-12

白百合福祉作業所 石神井町5-13-10

大泉福祉作業所 東大泉2-11-22

かたくり福祉作業所 大泉町3-27-10

施設名 所在地

貫井福祉工房 貫井2-16-12

かたくり福祉作業所 大泉町3-27-10

申込先・問合せ
担当地域 総合福祉事務所障害者支援係
〒176 練馬（区役所西庁舎2階）☎5984-4609 FAX 5984-1213

〒179 光が丘（光が丘区民センター2階）☎5997-7796 FAX 5997-9701

〒177 石神井（石神井庁舎4階）☎5393-2816 FAX 3995-1137

〒178 大泉（大泉学園ゆめりあ1〈4階〉）☎5905-5272 FAX 5905-5277

障害者自立支援（通所）施設などの利用者を募集

生活介護事業

就労移行支援事業 就労継続支援B型事業

来年
4月から

申し込みは
10/5月～9金

梅若万三郎 梅若紀長 野村万作 野村萬斎

ケーブルテレビJ
ジ ェ イ コ ム
:COMチャン

ネル（地上デジタル11チャンネル）
※�視聴するには、ケーブルテレビに加入
する必要があります。

※�再放送予定は10月3日㈯午後9時～11
時です。

①
スマートフォンアプリ「ど・ろー
かる」をダウンロード

②
演
目

出
演

  令和2年（2020年）9月11日 3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。



8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　0.031～0.079　●地表面から5cm　0.030～0.084

改修工事のため練馬区民事務所の
窓口をお休みします
　証明書のコンビニ交付は利用できます。
▶問合せ：調整担当係☎5984-1031

9/18㈮17：00～19㈯

　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
くは、区ホームページをご覧ください。▶問合せ：
練馬区国勢調査コールセンター☎5984-4762（10
月15日㈭までの午前9時～午後7時〈10月8日㈭～
15日㈭は午後5時まで〉）

国勢調査にご協力を
９月14日㈪から国勢調査員が調査票を配布します

調査基準日
10月1日木

問合せ 議会事務局☎5984-4732 FAX 3993-2424

第三回区議会定例会

9月11日㈮� �議会運営委員会、
本会議（区長所信
表明、議案上程）、
決算特別委員会、
予算特別委員会

9月14日㈪～16日㈬
� � 本会議（一般質問）※
9月17日㈭� 予算特別委員会
9月18日㈮� �議会運営委員会、

本会議（先議）

9月23日㈬� 常任委員会
9月24日㈭� 特別委員会
9月25日㈮� 常任委員会
9月28日㈪～10月9日㈮
  決算特別委員会
10月13日㈫  常任委員会、�

特別委員会
10月14日㈬� �決算特別委員会
10月16日㈮� �議会運営委員会、

本会議（議決）

9/11金～
10/16金

※�新型コロナウイルス感染防止対策として、傍聴席も議席として使用す
るため、一般質問の傍聴は別室でのモニター視聴となります。

　ねりま区報9月1日号4面に掲載した開催日程に変更がありました。
新しい日程は次の通りです。

お知らせ
皆さまからの寄付（7月分）
＝ありがとうございました＝

　いただいた寄付は次の通りです。　
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財係☎
5984-2807

区
へ

練馬みどりの葉っ
ぴい基金 8万1000円（6件）

子育て支援のため 1万円（1件）
ひとり親家庭の支
援のため 4万円（2件）

福祉のため 1万円（1件）
生活困窮世帯の高
校進学支援のため 4万円（1件）

新型コロナウイル
ス感染症対策への
支援のため

34万9000円（8件）

医療機関のため 50万円（1件）
練馬区社会福祉協議
会へ

126万9227円
（21件）

東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を開催
▶日時：9月29日㈫午後2時30分か
ら▶場所：東京区政会館20階（千代
田区飯田橋3-5-1）　※傍聴は、当
日午後1時30分から20階で受け付
け（定員15名〈先着順〉）。▶問合せ：
東京二十三区清掃一部事務組合議会
事務局☎5210-9729

小冊子「学びと文化のイベ
ント情報」を発行
　今年度下半期に区内で開催する文

化イベントや講座などを紹介する冊
子です。▶配布場所：区民事務所（練
馬を除く）、図書館、生涯学習セン
ター、生涯学習センター分館、区民
情報ひろば（区役所西庁舎1階）、文
化・生涯学習課（同本庁舎8階）など
▶問合せ：生涯学習センター☎3991-
1667

コミュニティ助成事業で
やぐらを整備
　（一財）自治総合センターのコミュ
ニティ助成事業（※）による宝くじの
助成金を受け、南田中団地第四自治
会が盆踊りで使用するやぐらを整備
しました。　※コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的として
います。▶問合せ：地域コミュニティ
支援係☎5984-1039

ホームページ「練馬わがま
ち資料館」で区の写真や資
料がご覧になれます
　区が所蔵する歴史的な写真や資料
を検索できるホームページ「練馬わが
まち資料館」（https://www.nerima-
archives.jp/）を開設しました。所蔵
する写真と資料の一部はサイトで閲
覧やダウンロードができます。詳しく
は、お問い合わせください。▶問合せ：
情報公開担当係☎5984-4513

働く
保育のお仕事　魅力発見フェア
　保育所への就職を希望する方を対

象にセミナーと相談会を行います。
また、パネルシアターや手遊びなど
の紹介も行います。　※事業者との
面接はありません。▶日時：10月3
日㈯Ⓐ午前10時～正午Ⓑ午後2時～
4時▶場所：ココネリ3階▶定員：各
40名（先着順）▶申込：9月30日㈬ま
でに電話で保育人材育成担当係☎
5984-1708

介護・障害福祉サービス安心
サポート　訪問ヘルパーセミ
ナー＆情報交換・ミニ相談会
　仕事の魅力や安心して働けるサ
ポート体制について、訪問サービス
事業所の管理者が紹介します。また、
希望する事業者と相談ができます。
▶日時：10月14日㈬午前10時～正午
▶場所：ココネリ3階▶定員：20名（先
着順）▶申込：電話で練馬介護人材育
成・研修センター☎6758-0145　※
詳しくは、同ホームページ（https://
www.nerima-carenet.jp/）をご覧
ください。

①短時間保育②保育③調理
④用務【会計年度任用職員（サ
ポートスタッフ〈登録制〉）】

▶期間：来年3月まで（再任する場合
あり）▶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▶
報酬（時給）：①1,341円②1,147円
③④1,093円　※交通費支給。　※
勤務条件により期末手当・社会保険
あり。▶申込：保育課（区役所本庁舎
10階）や区ホームページにある申込
書を、保育課管理係☎5984-5839

会計年度任用職員
▶場所：区立小中学校▶申込：教育指
導課（区役所本庁舎12階）や区ホー
ムページにある履歴書（写真貼付）
を、9月24日（必着）までに教育指導

課管理係☎5984-5746
●スクール・サポート・スタッフ
▶対象：教員経験や民間企業などで
の事務経験がある方▶期間：11月～
来年3月（再任する場合あり）▶日時：
午前8時15分～午後5時の間の4時
間（月17日）▶内容：一般教員が行う
業務の補助▶採用予定数：10名（書
類選考・面接）▶報酬：時給1,263円　
※交通費支給。
●学校生活支援員
▶対象：次の①～③のいずれかに当
てはまる方　①教員免許を持ってい
る②保育士・介護福祉士・心理士の
資格などを持っている③学校教育や
障害者施策などに関する知識・経験
がある▶期間：11月～来年3月（再任
する場合あり）▶日時：1日7時間（月
17日）▶内容：児童・生徒への学習
支援、日常生活上の介助など▶採用
予定数：15名（書類選考・面接）▶報
酬：時給1,341円　※交通費支給。　
※社会保険あり。
●学習指導サポーター
▶期間：11月～来年1月ごろ▶日時：
午前8時15分～午後5時の間の1日4
時間以内（週20時間以内）▶内容：児
童・生徒への指導補助、補習や家庭
学習の準備支援など▶採用予定数：
20名（書類選考・面接）▶報酬：時給
1,210円　※交通費支給。

障害者施設看護員
【会計年度任用職員】
▶対象：看護師の有資格者▶期間：11
月～来年3月（再任する場合あり）▶
日時：月～金曜午前8時30分～午後5
時15分の間の6～7時間45分（月16
日）▶場所：大泉学園町福祉園▶内
容：利用者への看護業務、医療的ケ
アなど▶採用予定数：1名（書類選考・
面接）▶報酬：時給1,858円　※交通
費支給。　※期末手当・社会保険あ
り。▶申込：大泉学園町福祉園や区
ホームページにある履歴書（写真貼
付）を、9月25日（必着）までに同所☎
3923-8540

固定資産税・
都市計画税 第2期分の納期限は9/30水

　新型コロナウイルス感染症の影響で固定資産税・都市計画税の納付が困
難なときは、猶予できる場合があります。詳しくは、東京都主税局ホーム
ページ�（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/）をご覧ください。▶問合
せ：練馬都税事務所☎3993-2261

令和2年（2020年）9月11日  4 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、



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

　結核は区内で年間約100人が発病しています。70歳以上の方が過半
数を占めていますが、20～60代の方も感染しています。▶問合せ：感
染症対策係☎5984-4671

⃝長引く咳
せき

に注意！
　咳、痰

たん
、発熱など、風邪の症状と似ています。高齢者は、元気がない、

食欲不振、体重減少などの症状が表れます。このような症状が2週間
以上続いたら医療機関を受診しましょう。

⃝早期発見・早期治療が大切です
　結核発病者の約4割は周りの人に感染させやすい状態で見つかって
います。診断が遅れると、周りの方への感染を防ぐため、入院が必要
になる場合があります。早期に発見されれば、通院で治療できます。
症状が出たら早めに受診しましょう。また、早期発見のため、毎年健
診を受けましょう。

結核を疑ったら早めの受診を！
9月24日～30日は結核予防週間です

▶日時：9月24日㈭～30日㈬午前8時45分～午後8時（30日は正午
まで）▶場所：区役所本庁舎２階通路

パネル展を開催

▶日時：10月14日㈬午後3時～3時30分▶場所：練馬
文化センター▶曲目：リスト／ハンガリー狂詩曲第2
番など▶出演：井関花（ピアノ）▶定員：250名（抽選）
▶申込：往復ハガキで①催し名②代表者の郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・電子メールアド
レス（ある方のみ）③参加人数（2名まで。座席が不要
なお子さんを除く）を、9月25日（必着）までに
〒176-0001練馬1-17-37　（公財）練馬区文化振興
協会☎3993-3311　※練馬文化センターホーム
ページ（https://www.neribun.or.jp/nerima.html）からも申し込めま
す。　※車いす席を利用したい方は、その旨もお知らせください。

ねりぶんアフタヌーン・
ミニコンサート vol.4

入場
無料

10/14
水

女性のための就労準備講座
「人生半ばから私を活

い

かす
就活作戦！」
▶対象：40～60代の女性▶日時：10
月20日㈫・27日㈫午前10時～正午

【2日制】▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶講師：1級キャリアコ
ンサルティング技能士／井上訓子▶
定員：20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-yell.com　 ※ 保 育
室（6カ月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）・年齢も、手話
通訳を希望する方はその旨も、10
月6日㈫までにお知らせください。

住まい・まちづくり
生産緑地地区の都市計画変
更案がご覧になれます
　区内全域の生産緑地地区の削除・
追加の都市計画変更案がご覧になれ
ます。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：9月18日㈮～10月2日㈮▶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：
都市計画課土地利用計画担当係☎
5984-1544

街路灯が点灯しないときは
ご連絡を

　近所の街路
灯が点灯しな
い場合や灯具
が破損してい
る場合は、街
路灯番号（右図
参照）と設置場
所をご連絡ください。▶問合せ：街
路灯係☎5984-2379

街路灯番号(例)

お休みします
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…9月20日㈰午後5時
から【害虫駆除のため】

健康・衛生
気管支ぜん息の医療券の
更新をお忘れなく
～大気汚染医療費助成

　有効期間満了後も引き続き医療費
助成を受けるには、更新手続きが必
要です。現在、認定を受けている
18歳以上の方は、更新手続きを行
わないと、再度認定を受けられなく
なるのでご注意ください。　※新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り、医療券の有効期間が9月30日㈬
まで延長された方には、既に更新の
お知らせを送付しています。▶問合
せ：予防係☎5984-2484

講演会「口
こう

腔
くう

がん対策は早期
発見が決め手！」

▶日時：10月24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▶講師：東京歯科大学口
腔顎顔面外科学講座名誉教授／柴原
孝彦▶定員：30名（先着順）▶区の担
当：歯科保健担当係▶申込：電話また
はファクスで①講演会名②住所③氏
名④電話番号を、練馬区歯科医師会
☎3557-0046 FAX 3557-3553　
※参加者には、口腔内ミラーセット
を差し上げます。

特定健康診査の受診は
お済みですか
　練馬区国民健康保�
険に加入している40～
74歳の方を対象に、特
定健康診査の案内（＝
写真）を送付していま
す。期間内に忘れずに

受診しましょう。▶問合せ：成人保健
係☎5984-4669

〈メタボリックシンドロームの判定
を行います〉
　特定健康診査を受けなかった方
で、人間ドックなどを受診した方は、
その結果を区に送付すると、メタボ
リックシンドローム（内臓脂肪症候
群）かどうかの判定を行うほか、健
康に役立つガイドブックなどを差し
上げます。詳しくは、お問い合わせ
ください。▶問合せ：健康づくり係
☎5984-4624

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▶
費用：500円▶申込：9月18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
（室内で行う筋力強化、ストレッチなど）

▶日時：10/15～11/19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）▶定員：23名

▶日時：10/21～11/25の毎水曜10：00
～11：30【6日制】▶場所：光が丘区民セン
ター2階▶定員：25名

▶日時：10/26～12/7の毎月曜10：00～
11：30【11/23を除く。6日制】▶場所：ル
ネサンス光が丘（高松5-8）▶定員：15名

▶日時：11/2～12/14の毎月曜10：00～
11：30【11/23を除く。6日制】▶場所：
ルネサンス練馬高野台（高野台1-7-17）▶
定員：25名

▶日時：10/16～11/27の毎金曜10：00
～11：30【10/30を除く。6日制】▶場所：
ルネサンス石神井公園（石神井町2-14-
14）�▶定員：15名

▶日時：10/16～11/20の毎金曜10：00
～11：30【6日制】▶場所：田柄特別養護老
人ホーム▶定員：10名

▶日時：10/22～11/26の毎木曜10：00
～11：30【6日制】▶場所：関区民センター
▶定員：25名

▶日時：10/15～11/19の毎木曜10：00
～11：30【6日制】▶場所：大泉学園町体育
館▶定員：25名

▶日時：10/20～12/1の毎火曜10：00～
11：30【11/3を除く。6日制】▶場所：勤
労福祉会館▶定員：25名
※初めての方を優先の上、抽選。

ここから学ぼう！
健康長寿はつらつまつり
▶日程：10月2日㈮▶場所：関区民セ

ンター▶定員：各45名（先着順）▶申
込：電話ではつらつセンター関☎
3928-1987

時間 講座名

A13：00
～14：10

⃝ かんたん！しっかりトレー
ニング講座～フレイル予防
のための運動

⃝脳と健康について

B14：40
～15：50

⃝ わかわか かむかむ口腔・
栄養講座

⃝ 認知症予防講座とフリフリ
グッパー体操

※A�Bのいずれかを選択。

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

さくら
（桜台地域集
会所内）

10/8㈭
10：30～12：00 8名

つつじ
（中村橋区民
センター内）

10/15㈭
10：30～12：00 10名

けやき
（南大泉地域
集会所内）

10/20㈫
10：30～12：00 10名

大泉保健相談所 10/23㈮
10：30～12：00 8名

子ども・教育❶
10月から乳幼児医療証・子
ども医療証が新しくなります
　健康保険に加入している中学生以
下のお子さんを対象に、医療費を助
成しています。助成を受けるために
必要な乳幼児医療証○乳と子ども医療
証○子は、毎年10月1日に更新されま
す。新しい医療証（若草色）は、9月
17日㈭以降に順次お送りします。
10月になっても届かない場合はご
連絡ください。
　中学生以下のお子さんがいる方
で、○乳または○子医療証をお持ちでな
い場合は、申請が必要です。申請方
法など詳しくは、お問い合わせくだ
さい。▶問合せ：児童手当係☎5984-
5824

  令和2年（2020年）9月11日 5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。



ミニガイド
◆公衆浴場でよもぎ湯▶日程：9月
20日㈰・21日㈷　※実施日は施設に
よって異なります。詳しくは、各浴場
にご確認ください。▶場所：区内公衆
浴場▶費用：470円（70歳以上の方は
200円、小学生180円、未就学児80円）
▶問合せ：練馬区公衆浴場組合・風間
☎3991-5092
◆オンライン開催「区民健康医学講
座～認知症Q&A」▶日時：9月26日
㈯午後2時～3時▶申込：9月22日㈷ま
でに、順天堂大学練馬病院ホームペー
ジ（https://www.juntendo.ac.jp/
hospital_nerima/）から申し込んでく
ださい▶問合せ：順天堂大学医学部附
属練馬病院☎5923-3111
◆身近なことから学ぶ成年後見人
講習会（Ⓐ基礎Ⓑ応用）▶日時：Ⓐ9
月27日㈰、10月4日㈰Ⓑ10月11日㈰、
11月7日㈯午前9時30分～午後4時【2

日制】▶場所：ココネリ3階▶講師：弁
護士／土肥尚子ほか▶定員：各10名
（先着順）▶資料代：1,000円▶申込：電
話またはファクス、電子メールで①講
習会名（ⒶⒷの別も）②住所③氏名④電
話番号を、NPO法人成年後見のぞみ
会・佐藤☎ FAX 3995-5354 Eメール
zuckers3@ii.em-net.ne.jp
◆布多天神社～深大寺・神代植物
公園散策▶日時・場所：10月1日㈭午
前9時京王線調布駅集合～布多天神社
～深大寺～午後0時30分神代植物公
園解散（約6㎞）▶定員：40名（先着順）
▶拝観料など：800円▶申込：往復ハガ
キで①催し名②参加者全員の郵便番
号・住所・氏名・年齢・性別・電話番
号を、9月23日（必着）までに〒177-
0044上石神井1-32-37　SSC上石神
井☎3929-8100（問い合わせは月・
水・金曜午後3時まで）
◆1学園小タンブリング教室2チ
ア体験教室▶日時：110月7日～21日
の毎水曜午後4時～6時【3日制】210月
16日～11月13日の毎金曜午後7時～8
時30分【5日制】▶場所：1大泉学園小

2大泉西中▶定員：各15名（先着順）▶
保険料など：11,770円22,950円▶
申込：電話またはファクスで①催し名
（12の別も）②住所③氏名④年齢⑤性
別⑥電話番号を、開催日の前日までに
SSC大泉☎ FAX 3921-1300
◆普通救命講習会▶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：1,500
円▶申込：電話で各消防署へ
●練馬消防署☎3994-0119▶日時：
10月11日㈰午前9時～正午▶定員：10
名（先着順）
●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：
10月18日㈰午前9時～正午▶定員：8
名（先着順）
◆新日本スポーツ連盟練馬の催し
（硬式テニス）▶場所：夏の雲公園庭球
場▶申込：新日本スポーツ連盟練馬テ
ニス協議会ホームページ（http://njsf-
nerima.com/）または電話で同協議会☎
090-2662-1991（2は11月5日㈭まで）
1秋のテニス教室（ⒶⒷ小学生と母親
のペアレッスンⒸⒹ初中級レッスン 

ⒺⒻⒼ女子ダブルス強化クラス）▶日
時：10月25日㈰、11月1日㈰・8日㈰
Ⓐ午前9時～9時55分Ⓑ午前10時～
10時55分Ⓒ午前11時～11時55分Ⓓ
正午～午後0時55分Ⓔ午前9時～10
時10分Ⓕ午前10時20分～11時30分
Ⓖ午前11時40分～午後0時50分【3日
制】　※予備日11月15日㈰。▶定員：
ⒶⒷ各3組ⒸⒹ各6名Ⓔ～Ⓖ各12名（先
着順）▶費用：ⒶⒷ1組2,500円Ⓒ～Ⓖ1
人2,500円
2ウィークデイマッチ（Ⓐ男子60歳以
上シングルスⒷ一般女子ダブルス）▶
日程：Ⓐ11月12日㈭Ⓑ19日㈭　※予
備日26日㈭。▶定員：Ⓐ24名Ⓑ24組
（先着順）▶費用：Ⓐ1人2,000円Ⓑ1組
3,000円

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：9月13
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ： 
冨永☎090-4374-3888
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
9月15日㈫午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

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
◆自宅でできるフレイル予防体操
▶日時：9月26日㈯午後1時30分～3時
▶場所：高松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☎3995-5107
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：9月26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：8名（先着順）▶申込：電話
で同所☎5984-1701
◆認知機能と向き合う日常生活の
ススメ▶日時：9月26日㈯午後1時30
分～3時30分▶場所：東大泉デイサー
ビスセンター▶内容：講義、実技▶定
員：15名（先着順）▶申込：電話で同所☎
5387-1021
◆認知症サポーター養成講座▶日
時：9月27日㈰午前10時～正午▶場
所：高野台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☎5923-0831

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 ❶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。広告

お申込みは
Webか

お電話で
使わなくなったテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの
※正規の処理をしますので、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります

練馬電機商会（株式会社サン・クリーン）
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-1-3 ☎ 03-3994-1422　

FAX 03-3994-1357 https://nerimadenkisyoukai.net家電リサイクル回収承ります

子ども・教育❷
10月の2歳児・2歳6カ月児
歯科健診

▶対象：おおむね1歳11カ月～2歳
10カ月児▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：電話で各保健相談所へ

場所（保健相談
所）・申込先 日時 定員

（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

29㈭
13：00～15：00 32名

　北　
☎3931-1347

9㈮
9：00～11：00 24名

光が丘
☎5997-7722

13㈫
9：00～11：00 24名

石神井
☎3996-0634

23㈮
13：00～15：00 32名

大　泉
☎3921-0217

2㈮
9：00～11：00 24名

　関　
☎3929-5381

19㈪
9：00～11：00 24名

練馬区珠算コンクール
▶対象：区内在住・在学または練馬
区珠算教育連盟会員の珠算教室など
に通っている小中学生▶日時：11月
3日㈷Ⓐ午前10時～11時15分Ⓑ正
午～午後2時30分▶場所：区役所本
庁舎19階など▶内容：個人総合競技

（乗算、除算、見取算など6種目）、

種目別競技（読上算、読上暗算）　※
小学生4級程度、中学生3級程度。　
※Ⓐは個人総合競技のみ。▶費用：
1,000円▶持ち物：そろばんなど▶
区の担当：育成支援係▶申込：9月26
日㈯までに電話で練馬区珠算教育連
盟・加藤☎090-3816-2054

10月の「1歳からの食事相談」
　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 日時
（いずれも20分程度）

豊　玉
☎3992-1188

19㈪
13：30～15：30

　北　
☎3931-1347

14㈬
9：00～11：00

光が丘
☎5997-7722

2㈮
13：30～15：30

石神井
☎3996-0634

29㈭
9：00～11：00

大　泉
☎3921-0217

12㈪
13：30～15：30

　関　
☎3929-5381

15㈭
9：00～11：00

ねりま防災カレッジ
「中学生向けカリキュラム」
　災害時に求められる役割を自分た
ちで考え、学校を中心に地域を守る

知識や技術を学びます。▶日時：10
月31日㈯午後2時～5時▶場所：防
災学習センター▶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郵便番号③住
所④氏名⑤学校名・学年⑥電話番号
⑦保護者の氏名を、10月24日㈯ま
でに同所☎5997-6471 FAX 5997-
6472 Eメール kuminbousai04@city.
nerima.tokyo.jp

小学校科学教室
▶対象：区内在住の小学4～6年生▶
日時：10月17日～11月7日の毎土
曜Ⓐ午前10時～正午Ⓑ午後1時30
分～3時30分【4日制】▶場所：学校
教育支援センター▶内容：電気回路
の仕組みなどを学ぶ▶定員：各22名
（抽選）▶申込：往復ハガキまたは電
子メールで①教室名（ⒶⒷの希望順
も）②住所③氏名（ふりがな）④学校
名・学年⑤電話番号⑥保護者の氏名
を、9月25日（必着）までに〒179-
0072光が丘6-4-1　学校教育支援
センター☎6385-9911 Eメール oubo�
@city.nerima.tokyo.jp

あきのおたのしみ会
「おはなしリレー」

▶対象：幼児以上▶日時：10月11日㈰
Ⓐ午前10時30分～11時15分Ⓑ午前
11時15分～正午Ⓒ午後2時～2時45
分Ⓓ午後2時45分～3時30分▶場所：
大泉図書館▶講師：ねりまおはなしの
会会員▶定員：各20名（先着順）▶申
込：電話で同所☎3921-0991

講座・催し
障害の理解を深める研修に
参加してみませんか
▶定員：各30名（先着順）▶申込：電 
話またはファクスで①研修名（1～
7の別）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、開催日の前日までに練馬障 
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。

日時・場所 研修名

110/6㈫
13：30～15：30
（ココネリ3階）

障害者権利条約を
知り、障害者への
意思決定支援を考
える

210/8㈭
10：00～12：00
（ココネリ3階）

知的障害の理解と
支援方法

310/12㈪
10：00～12：00
（区役所本庁舎20階）

視覚、言語、聴覚
障害者とのコミュ
ニケーションを学
ぶ

410/20㈫
14：00～16：00
（ココネリ3階）

高次脳機能障害の
特性と支援方法

510/21㈬
14：00～16：00
（ココネリ3階）

発達障害を理解す
る

610/23㈮
14：00～16：00
（ココネリ3階）

障害者差別解消法
における合理的配
慮を考える

710/27㈫
14：00～16：00
（区役所本庁舎20階）

障害者総合支援法
を知る

令和2年（2020年）9月11日  6 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、



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
◆おやこでたのしむコンサート▶
対象：小学4年生以下のお子さんと保
護者▶日時：9月26日㈯午後3時～4時
▶場所：生涯学習センター▶定員：30
組（先着順）▶費用：1人200円▶申込：
電話でアンサンブル・コッコリーノ事
務局☎090-6118-1739（午前9時～
午後2時）
◆川を調べる、歩く▶対象：小学2～
6年生と保護者▶日時：9月27日㈰午前
9時30分～正午▶集合場所：西武池袋
線練馬高野台駅南口駅前広場▶定員：
20組（先着順）▶費用：1人100円▶申
込：電話で川と水辺を楽しむプロジェ
クト・佐藤☎5910-7056（火・木・土
曜午前9時～11時）
◆サッカーを楽しもう！▶対象：5歳
児～小学4年生▶日時：①9月29日㈫②
30日㈬午後5時～6時▶場所：大泉南小

▶定員：各20名（先着順）▶申込：電話
でNPO法人サウスユーベFC・池田☎
090-8040-4587（午前10時～午後6
時）
すまいるねりま遊遊スクール

◆みんなで楽しく楽器を鳴らそう
（ドラムサークル）▶対象：主に知的障
害のある小中学生と保護者・介助者▶
日時：9月22日㈷午前10時～11時30
分▶場所：こども発達支援センター▶
講師：音楽療法士／牛田聖子▶定員：5
組（先着順）▶費用：1人30円▶申込：電
話で子どものための音楽療法サーク
ル「音の輪」・遠藤☎090-6497-0016
（午後5時～9時）

子育て学習講座
◆万能ハーブ“カレンデュラ”でおし
りかぶれ防止オイルを作ろう！▶対
象：子育て中の保護者など▶日時：9月
29日㈫午前10時～正午▶場所：光が
丘区民センター2階▶定員：10名（先着
順）▶費用：500円▶申込：電話で子育
ちプレイスふわり・松本☎090-7243-
6967（午前9時～午後5時）
◆子どもがやる気になる関わり方
～主体的に生きる姿勢を育てる▶対
象：子育て中の保護者、子育て支援に

携わる方▶日時：10月15日㈭午前10
時～正午▶場所：生涯学習センター▶
定員：60名（先着順）▶申込：電話で（社
福）あかねの会・宍戸☎3577-7421
（午前11時～午後7時）　※保育あり
（10月8日㈭までに要予約。1歳児以上
対象。定員5名。費用50円）。

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、9月29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。
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
10月4日㈰午前9時～正午（雨天中止）
▶申込先：〒178-0065西大泉2-17-
26　リサイクルマーケットジョイ☎
080-2567-3071（先着50店。問い合
わせは平日午後2時～5時）
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
▶日時：10月4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）

■ 第28回写団「すずしろ」写真展　
10月2日 ～8日 午 前10時 ～ 午 後6時 

（2日は午後1時から。8日は午後4時
まで）　大泉学園ゆめりあギャラリー　
入場無料　例会…第4土曜午後2時～ 
5時　東大泉中央地域集会所　入会金
1,000円　月会費1,000円　初回は無 
料体験可　平本☎3924-0147 Eメール  
mic35374@dp.u-netsurf.ne.jp
■ 大泉学園句会　初心者～中級者対
象　第1月曜午後1時～3時　勤労福祉
会館　月会費1,000円　初回は無料体
験可　岸☎3990-6983（午前10時～
午後7時）
■水中歩行運動・水泳　水歩会　月
4回木曜午前9時～11時　三原台温水
プール　入会金1,000円　月会費1,700
円　保険料実費　初回は無料体験可　
木村☎5934-1188（要予約）

■フィットネスダンス　ポコ・ア・
ポコ　女性対象　毎火曜午前10時15
分～11時45分　 総 合体育館　 講師　
古関美保子　入会金1,000円　月会費
2,500円　お子さん連れ可　三宅☎
FAX 5910-7374（午後6時以降）

■バドミントン　レインボークラブ　
中級以上の方対象　毎月曜午前9時30
分～正午　総合体育館　入会金1,500
円　月会費2,500円　池田☎3929-
0384（要予約）
■ 楽しい中国語会話サークル　月4
回水曜①午後6時～7時20分（初級）②
午後7時30分～9時10分（中級）　男女
共同参画センターえーるなど　中国
人講師が指導　①②とも入会金1,000
円、月会費4,000円、教材費年2,600
円　初回は無料体験可　野口☎090-
2734-6621（要予約）
■ アートとえいご　①9月14日午後
3時15分～4時45分（3歳以上の未就
学児）②9月28日・29日午前10時～
11時30分（2歳以下のお子さん）　豊
玉地域集会所　参加費1回1,000円　
クリエイティブネスト・桑原☎080-
5412-3857 Eメール creative.nest.e. 
a@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
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 ❷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。広告

(

　朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に折り込んでお届け
しているほか、駅の広報スタンドや金融機関、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。

送付サービス
　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

無料アプリ「カタログポケット」

　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。

をさまざまな方法で
ご覧になれます！

問合せ 広報係☎5984-2690 FAX 3993-1194

　日本語のほか、英・中・韓・タイ・ポルトガル・スペイン・インド
ネシア・ベトナム語に対応し、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。

こちらから、ご覧になれます 二次元
バーコード

ちょこっとライブ
～ギター・エレクトーンなどの演奏会

▶日時：9月19日㈯午後2時～4時▶
場所・問合せ：春日町青少年館☎
3998-5341▶曲目：上を向いて歩
こう、越冬つばめ、紅蓮華、フラガー
ルのテーマなど▶定員：24名（先着
順）▶申込：当日会場へ

創業！ねりま塾・実践編
「本気の起業塾」

▶対象：起業を考えている方、起業
して間もない方▶日時：10月24日～
11月28日の毎土曜午前10時～午後
3時【6日制】▶場所：ココネリ3階▶内
容：講義、グループワーク、個別面
談▶講師：中小企業診断士／川口佐
和子▶定員：24名（抽選）▶費用：2万
円▶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、10月14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。

ボディーコントロール（体幹運動）
▶日時：10～12月の第1・3火曜午
前10時～11時【6日制】▶場所：石神
井公園区民交流センター▶講師：ト
レーナー／植田麻利子▶定員：30名

（抽選）▶申込：9月18日㈮までに電
話で同所☎5910-3451

軽可搬ポンプ取り扱い講習会
　災害時の初期消火活動で使用する
軽可搬ポンプ（D級）の操作体験がで
きます。▶対象：中学生以上▶日時：
10月18日㈰午前10時～正午▶場
所：光和小▶講師：石神井消防署員な
ど▶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
講習会名②住所③氏名④年齢⑤電 
話番号を、10月7日㈬までに区民防
災第二係☎5984-2605 FAX 3993-
1194 Eメール kuminbousai02@city.
nerima.tokyo.jp

スポーツ
初心者スポーツ教室 硬式テニス
▶対象：15歳以上の方（中学生を除
く）▶日時：10月15日～11月19日
の毎木曜午後7時～9時【6日制】▶場
所：総合体育館▶定員：25名（抽選）
▶費用：2,000円（保険料、ボール代
など）▶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氏名（ふりがな）④年齢⑤性
別⑥電話番号⑦ラケットの貸し出し
希望の有無を、9月23日（必着）まで
に〒176-8501区役所内スポーツ振
興課事業係☎5984-1947
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問合せ 生活衛生課管理係
☎5984-2483

　人間と動物が共に安心して暮らせるよう、犬や猫
の飼い方について考えてみませんか。

ふんは必ず持ち帰り、尿はきれいに洗い流しましょう
�登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（年1回）は義務です
放し飼いをせずリード（引き綱）につなぎましょう
無駄吠

ぼ
えをやめないときは室内で飼育しましょう

人を咬
か
んでしまったら必ず保健所に届け出を

�室内で飼育し、交通事故や感染症などを防ぎましょう
不妊・去勢手術（一部助成あり）を受けさせましょう

最期まで飼育をしましょう
迷子札や鑑札（犬は義務）などをつけましょう�

　マイクロチップも有効です

9/20～26は動物愛護週間

ペットの防災対策はお済みですか
　自宅が安全な場合は、ペットと一緒に自宅で過ごしましょう。避
難が必要な場合は、ペットを連れて避難しましょう。

防災用品の準備
・餌と水（最低5日分程度）、食器
・ケージ（かご）、キャリー
・リード、首輪
・トイレ用品、常備薬
・健康手帳（飼い主連絡先、写真など）

避難所での生活に備えて
・ノミ、ダニの予防や各種ワクチンの接種
・日頃からケージに入る訓練

動物愛護週間啓発パネル展示

動物の愛護及び管理に関する法律が改正

▶日時：9月16日㈬～24日㈭午前8時45分～午後�
8時(24日は正午まで)▶場所：区役所本庁舎2階通路

　動物虐待に対する罰則が強化されました。殴る、蹴るだけでは
なく、十分な餌を与えないことや、病気やけがを放置することも
虐待に含まれます。

動物愛護事業への寄付を受け付けています
　いただいた寄付は飼い主のいない猫の不妊・去勢
手術費用やペットの災害対策などに活用します。申
し込み方法など詳しくは、お問い合わせください。

練馬区獣医師会会長�名川一史先生にお話を伺いました

しつけで悩みがあったら？

　ペットの鳴き声やふん・

尿などが原因で近隣トラブ

ルが起きることがあります。

悩みがあれば、獣医師や保

健所に相談してください。

近所の方や飼い主仲間など

と、ペットを介して良好な

コミュニケーションをとる

ことが理想です。

マイクロチップは安全なの？
　マイクロチップを動物の
体内に入れることに抵抗が
あるかもしれませんが、健
康上の問題はありません。
災害時の迷子や動物遺棄の
防止などに非常に有効で、
動物愛護の観点からも大切
です。

狂犬病予防注射はどうして 

必要なの？
　狂犬病は日本で50年以上

発生していませんが、世界

で毎年5万人以上の死者が出

ています。日本に狂犬病が

流入してくる可能性もある

ので、必ず予防注射を受け

るようにしましょう。

犬・猫を飼うときの
ルールとマナーを守りましょう

犬の場合 猫の場合

犬も猫も
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