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新型コロナウイルスの
感染拡大防止のために
手 洗 い の 徹 底、 マ ス ク の 着 用、
こまめな換気、
「 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感染症で

お困りの方は
お電話ください
年末年始も新型コロナウイルス感 染 症の相 談 窓口を開 設していま
す。気になる症 状 が ある方や 経 済 的にお困りの方は、下記 の窓 口に
ご 相談ください。

発熱など気になる症状がある方

経済的にお困りの 方

東京都発熱相談センター

生活相談コールセンター

☎️5320-4592
（毎日24時間）

せき

発熱や咳 、息苦しさなど気になる症状があり、受診先をお探しの
方は、お電話ください。 症状や経過を伺い、受診可能な医療機関
を案内します。

☎️5984-4703
（午前9時～午後5時）

休業や失業などで経済的にお困りの区民の方の相談を受け付け
ます。 必要に応じて、住居確保給付金や緊急小口資金特例貸付な
どの制度を案内します。

区民の皆様へ
この年末年始は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るうさなかで迎えることになりました。
区民の皆さん誰もが、自分や家族が発熱したらどうすればよいか、心配されていると思います。
区は、年末年始期間中も、練馬区医師会や医療機関の方々と力を合わせて、区民の皆さんが
安心できる体制を確保するため、全力を尽くしてまいります。
年末年始には、外出や会食の機会が多くなります。
改めて、区民の皆さんには、
「密閉」
「密集」
「密接」の回避、マスクの着用、手洗い、換気など感染防止対策の徹底を
お願いいたします。
この難局を皆さんとともに乗り越えていきたい。ご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。

年 末 年 始 の 休日医 療 関 係 機 関・区立施設 の お休みは２面で紹介
「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。

【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。
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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、

年 末 年 始 の お 知らせ
休 日 医 療 関 係 機 関 は 例 年 通り実 施します
必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。
▶問合せ：地域医療課☎5984-4673
●休日急患診療所

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。事前に各機関に電話で確認してください。
※新型コロナウイルス感染症については東京都発熱相談センター☎5320-4592へ。

急病者の応急診療を行います。
場所

受付時間

練馬区夜間救急こどもクリニック
（豊玉北6-12-1
※小児科専門医が診療。

小児科

練馬休日急患診療所（豊玉北6-12-1

内科・
小児科

区役所東庁舎2階）

石神井休日急患診療所（石神井町3-30-26

歯科

区役所東庁舎2階）

練馬歯科休日急患診療所（豊玉北6-12-1

☎3994-2238
☎3994-2238

石神井庁舎地下1階）
区役所東庁舎3階）

☎3996-3404
☎3993-9956

●休日診療当番医療機関
診療科目を必ず電話で確認の上、来院してください。
▶診療時間：午前9時～午後7時

12月29日㈫～
1月3日㈰

12月

30日㈬
31日㈭
1日㈷

1月

2日㈯
3日㈰

12/29㈫～1/3㈰10:00～11:30、13:00～16:30
※当日、電話で要予約。

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

浩生会スズキ病院（栄町7-1）

☎3557-2001

川満外科（東大泉6-34-46）

☎3922-2912

大泉生協病院（東大泉6-3-3）

☎5387-3111

田中脳神経外科病院（関町南3-9-23）

☎3920-6263

久保田産婦人科病院（東大泉3-29-10）

☎3922-0262

29日㈫

12月

●歯科休日診療当番医療機関
当日、事前に電話で連絡してください。
▶診療時間：午前9時～午後5時
29日㈫

12/30㈬～1/4㈪10:00～11:30、13:00～16:30、18:00～21:30
※予約不要（ただし、発熱のある方は必ず事前に電話で連絡してくだ
さい）。
※混雑により、
お待ちいただくことや、受付・診療時間を変更する場合が
あります。
※15歳以下の方は保護者同伴。
※換気のため室内が寒くなるので、暖かい服装でお越しください。

30日㈬

31日㈭

牧内整骨院
（北町1-1-18）

☎3931-1050

たがら接骨院
（田柄2-27-16）

☎3939-3659

赤坂接骨院（関町北1-26-7）

☎3920-4021

桶谷整骨院
（桜台4-1-6）

☎3948-7665

いとう接骨院
（田柄3-23-11）

☎3999-0009

フカサワ整骨院
（上石神井2-30-20）

☎3594-3289

坂口接骨院
（氷川台4-49-11）

☎3937-0660

塚田接骨院
（石神井町3-27-7）

☎3996-0397

大泉学園整骨院
（大泉学園町6-28-29）

☎3924-2288

あおい接骨院(北町2-25-11)

☎3550-3250

おおで整骨院
（田柄1-26-11）

☎3939-7535

ジョージ歯科クリニック（中村北2-24-15）

☎3998-8041

ありふく歯科医院（南大泉1-44-28）

☎3867-3202

相田歯科医院（田柄2-51-7）

☎3939-0631

上石神井北口歯科（上石神井2-25-5）

☎3594-3811

杉江歯科医院（早宮2-17-37）

☎3931-5400

小池接骨院
（西大泉1-33-4）

☎3923-3044

かわらい歯科医院（大泉学園町5-6-5）

☎3922-3239

はすいけ歯科医院（富士見台4-44-2）

☎3990-1188

コマツモ接骨院
（豊玉上1-8-2）

☎3991-1231

富村歯科医院（石神井台8-22-1）

☎3922-1023

塚田接骨院
（石神井町3-27-7）

☎3996-0397

山本歯科医院（北町1-5-17）

☎3937-1322

てらす整骨院
（南大泉4-55-7）

☎6767-8348

岩田歯科医院（石神井町3-24-7）

☎3996-0269

ごとう接骨院
（桜台2-1-5）

☎3994-7804

しのぶ歯科クリニック（田柄5-5-21）

☎3825-0414

マキノ接骨院
（練馬4-26-11）

☎5999-3776

タロウ歯科（上石神井2-23-17）

☎5991-8002

花道接骨院
（石神井台8-22-1）

☎3922-2634

1日㈷

1月

2日㈯

3日㈰

●東京消防庁救急相談センター ●東京都医療機関案内 ●東京消防庁救急病院案内 ●東京都小児救急相談（子供の健康相談室）

テレホン
サービス

「病院へ行く？救急車を呼ぶ？
迷ったら…」

サービス「ひまわり」

☎5272-0303
（毎日24時間自動応答）

携帯電話など…☎♯7119
ダイヤル回線…☎3212-2323

練馬消防署……☎3994-0119
光が丘消防署…☎5997-0119
石神井消防署…☎3995-0119

区役所・区立施設の窓口をお休みします

△2

×

×

×

×

1/4㈪

△1

〇

△3

△4

×

〇

その他の施設

×

図書館

〇

練馬区立美術館

12/29㈫～1/3㈰

石神井公園
ふるさと文化館・分室
×

生涯学習センター

△4

南大泉青少年館

大泉学園
ゆめりあホール

△3

練馬文化センター

防災学習センター

12/28㈪

資源循環センター
〇

区役所
石神井庁舎
△1

施設名

※区内11カ所の郵便局とコンビニで行っている住民票の写しなどの証明書発行は、
12/29㈫～1/3㈰はお休みします。
（出生・死亡・婚姻など）
は、区役所西庁舎１階でいつでも受け付けます。
※戸籍関係の届け出
※各施設の電話番号は、
「わたしの便利帳」
や区ホームページをご覧ください。

携帯電話など…☎♯8000、ダイヤル回線…☎5285-8898
看護師・保健師などが対応します。
受付時間：平日…午後6時～翌朝8時
土・日曜、祝休日、年末年始…午前8時～翌朝8時

▶問合せ：各施設

○…開いている日

×…お休みの日

みどりバス
（全ルート）は
運休します
12/29㈫～1/3㈰

△1…会議室、土・日・休日区政
案内（区役所本庁舎2階）は
利用できません。
△2…12/30㈬～1/3㈰はお休み
します。
△3…事前に予約している団体の
み研修室を利用できます。
△4…利用受け付けなどの窓口業
務 の み 行 い ます
（ 午 後8時
まで）。

練馬区公式アニメキャラクター
「ねり丸」
©練馬区

▶問合せ：交通企画課☎5984-1274

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。
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生活にお困りの方の仕事探しを応援します
生活サポートセンターでは、新型コロナウイルス感染症の影響で求職
活動をしている方を支援しています。お困りの方は、ご相談ください。
希望する仕事や働き方などに合わせて、
下記の窓口を案内します。▶対象：

国民健康保険・
後期高齢者医療制度

傷病手当金の適用期間を
3/31㈬まで延長します

新型コロナウイルスに感染した国民健康保険または後期高齢者医療

住居確保給付金・緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付
（※）
の
いずれかを利用した方▶相談日時：平日午前8時30分〜午後5時15分▶相
談窓口・問合せ：生活サポートセンター
（区役所西庁舎3階）
☎3993-9963

す。詳しくは、お問い合わせください。▶問合せ：国民健康保険…こ

●就労応援ねりま（ハローワーク）
就職支援ナビゲーターが相談者を個別に担当し、継続して就職相談・職
業紹介などを行います。

くほ給付係☎5984-4553、後期高齢者医療制度…東京都後期高齢者

●就労サポーター（職業紹介事業者） 新規 １/４㈪から

医療広域連合お問い合わせセンター☎0570-086-519

就労サポーターが相談者の希望を伺い、独自に求人情報の開拓やマッチ
ング、定着支援などを行います。

制度の加入者に傷病手当金を支給しています。支給には申請が必要で

対
象

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、給与の支払いを
受けており、次の①②のいずれかに当てはまる方
①新型コロナウイルスに感染し、療養のため働くことができない
②発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため働くことができない

※住居確保給付金…離職や休業などで減収し、
住居を失う恐れのある世帯に家賃相当額を支給。
※緊急小口資金特例貸付…休業などにより収入が減少した方への貸付。
※総合支援資金特例貸付…失業などにより収入が減少した方への貸付。

1/4㈪から

●クレジットカードで納付
〈利用アプリ〉
モバイルレジ
〈利用可能なクレジットカード〉
VISA、Mastercard、JCB、
納付書
（30万円以下）のバーコードを、スマートフォンを使ってアプリ AMERICAN EXPRESS、Diners Club
のカメラで読み取ると納付できます。ぜひ、ご利用ください。
※支払い方法は
「1回払い」
のみで、

●電子マネー
「LINE Pay
請求書支払い」
で納付
〈利用アプリ〉
LINE

国民健康保険料の納付がますます便利に!

▶問合せ：こくほ収納係☎5984-4559

決済手数料が掛かります。

4月から区立施設を管理する
指定管理者が決定しました
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。令和3年4月（四季の香ロー
ズガーデンは5月）から区立施設を管理する指定管理者が決まりましたの
で、お知らせします。

指定管理者
（一社）練馬区産業振興
区民・産業プラザ
公社
東京中高年齢労働者福祉セ 練馬建物総合管理協同
ンター（サンライフ練馬） 組合
NPO法人練馬区障害
勤労福祉会館
者福祉推進機構
練馬文化センター、
大泉学園ホール、美術館 （公財）練馬区文化振興
協会
石神井公園ふるさと文化館
光が丘福祉園
（社福）武蔵野会
北町福祉作業所
大泉福祉作業所
（社福）同愛会
大泉つつじ荘

4月1日㈭〜令和4年3月13日㈰に開催する講座を企画・運営する団体を
募集します。
青少年課育成支援係（区役所本庁舎11階）☎5984-1292

経済課庶務係
☎5984-2672

募集する講座
★ ねりま遊遊スクール（子ども・親子対象）
子どもが体験する・発見する・創作する・感じる・学ぶをテーマに
した講座です。

★ すまいるねりま遊遊スクール（主に知的障害のある小中学生と保護者対象）
遊び・体験・交流を通しての成長・発達をテーマにした講座です。

文化・生涯学習課文化振興係
☎5984-1284
文化・生涯学習課伝統文化係
☎5984-2442
障害者施策推進課地域生活支援係
☎5984-1043
障害者施策推進課就労支援係
☎5984-1387
障害者施策推進課就労支援係
☎5984-1387
障害者施策推進課地域生活支援係
☎5984-1043
地域振興課地域施設係
☎5984-4573
高齢社会対策課管理係
☎5984-1068
高齢社会対策課管理係
☎5984-1068
みどり推進課施設担当係
☎5984-1664

★ 子育て学習講座（大人対象）
子育てや子どもの教育をテーマにした講座です。

★ 子供安全学習講座（子ども〜大人対象）
地域で暮らす子どもの安全・安心・防犯をテーマにした講座です。

★ ねりまイクメン講座（父親・父子対象）
父親の育児や家事参加、父と子の触れ合いをテーマにした講座です。

申し込み方法など
▶募集団体：次の①〜③のいずれか

▶委託料：1企画につき講座委託料

に当てはまる団体

1万円または2万円(年間4万円まで)。

①区内の小中学校・幼稚園・保育

すまいるねりま遊遊スクールは1企

園などのPTAや父母会

画につき講座委託料2万5000円(年

②練馬区生涯学習届出団体

間5万円まで)。 ※いずれも保育を

③代表者が区内在住・在勤
（在学） 行う場合は6,500円を加算。
の20歳以上の方で、主に区内で

▶申込：青少年課や区ホームページ

活動している団体

などにある募集のしおりをご覧の

清掃リサイクル課
リサイクル推進係
☎5984-1097

▶開催場所：区立施設など

ま遊遊スクールのみ、区外で開催

援係へ

保健給食課少年自然の家係
☎5984-2441

するものも応募できます。

内容を審査の上、抽選。

光が丘図書館運営調整係
☎5383-6500
子育て支援課運営支援係
☎5984-1078

説明会

光が丘区民ホール、
関区民ホール
（社福）練馬区社会福祉
はつらつセンター
（光が丘・ 事業団
関）、光が丘デイサービス
センター
生活協同組合・東京高
高野台敬老館
齢協
第一園芸みどりのまち
四季の香ローズガーデン
共同事業体
リサイクルセンター
（関町・ 練馬エコみらいプロ
春日町）
ジェクト
リサイクルセンター
（豊玉・ アクティオ・練馬リサ
大泉）
イクル共同事業体
軽井沢少年自然の家
軽井沢フード㈱
（一財）上田市地域振興
武石少年自然の家
事業団
シダックス大新東ヒュー
平和台図書館
マンサービス㈱
平和台児童館、
（公財）児童育成協会
平和台児童館学童クラブ
東大泉児童館、東大泉児童
館学童クラブ、東大泉児童 ㈱ウィッシュ
館第二学童クラブ

問合せ

LINE

子どものための講座を、区内の団体に委託して開催しています。今回、

制度について…経理用地課管理係☎5984-2801
施設について…各問合せ先

施設名

※手数料は
掛かりません。

子どものための講座を
企画・運営する団体を募集

問合せ
問合せ

モバイルレジ

※ねり

上、1月29日(必 着)ま で に 育 成 支
※申し込み多数の場合は、

応募する団体は参加してください。▶日時：1月14日㈭
Ⓐ午前10時30分〜11時30分Ⓑ午後6時30分〜7時30分▶
場所：区役所本庁舎19階▶定員：各27名
（先着順）
▶申込：1月
13日㈬までに電話で育成支援係へ

※Zoomを使ったオン

ライン配信も行います。詳しくは、お問い合わせください。
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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、

窓 口 か ら 区 役 所 を 変 え る
さらに

区役所の手続きが便利に！
区は、目指すべき将来像の実現に向けた総合計画「第2次みどりの風吹くまちビジョン」の
中で「窓口から区役所を変える」を掲げ、窓口サービスの向上に取り組んでいます。

窓 口
転入・転出に必要な申請書をまとめて作成！

1/4 ㈪から

区ホームページで
必要な手続きがすぐ分かる！

申請書一括作成システムを導入

1月4日㈪から、パソコンやスマートフォンな
どからアクセスし質問に答えると、引っ越しや
出 生などの 際に必 要な手 続きが 分かるガイド
機能を導入します。 ぜひ、ご利用ください。

転入や転出など引っ越しの際に必要な手続きを区民事務所
の窓口で特定し、申請書を一括して作成できるシステムを導
入します。職員と一緒に専用の端末を⾒ながら入⼒し、複数
の申請書をまとめて作成するため、何度も書類を書く必要が
なくなります。▶問合せ：調整担当係☎5984-1031

マイナンバーカード
12月末 から

この機会に取得しよう！

12/28㈪から

1

窓口に行きやすくなる！

2

個人番号カード交付窓口が
区役所西庁舎1階に移転

マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、地方公共団体情
報システム機構から
「二次元バーコード付き交付申請書」が3月までに
送付されます。 二次元バーコードを読み込むと、申請手続きを行うこ
とができます。 ▶問合せ：マイナンバー総合フリーダイヤル☎012095-0178（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。 年末年始を除く）

より窓口に行きやすくなるよう、個人番号カード交付窓口が区役所
西庁舎１階に移転し、
「マイナンバーカード交付コーナー」として開設し
ます。▶問合せ：個人番号カード事務センター☎5984-4595（平日午前
9時～午後5時）

〈以下の方は対象外です〉
・75歳以上の方 ※東京都後期高齢者医療広域連合が別途、パンフ
レットを送付しています。
・今年中に、二次元バーコード付き申請書が添付された個人番号通
知書や通知カードの送付を受けた方
・地方出入国在留管理局からマイナンバーカードの申請について周
知された中長期在留者などの外国人の方 など

1/15 ㈮から

スムーズに受け取れる！

3

カードの受け取りが予約制に

受付業務

カードをお持ちでない方へ
交付申請書が送付されます

●マイナンバーカードの交付
（平日午前8時30分～午後7時、土曜午前9時～午後5時）
●マイナンバーカードの申請受け付け
（月～土曜午前9時～午後5時）
※土曜は要予約。
※職員が申請をお手伝いするオンライン申請補助サービスもあります。
●マイナポイントの予約・申し込みのお手伝い
（平日午前9時～午後5時）

〈区民情報ひろばは区役所西庁舎１０階に移転します〉
区 政 に 関 す る 資 料 の 閲 覧・ 貸 し 出 し や 公 文 書 公 開 請 求 の 受 け 付
け・相談などを行う区民情報ひろばは、区役所西庁舎1階から10階
に移転します。▶問合せ：情報公開担当係☎5984-4513
混雑を避けるため、窓口での交付が予約制になります。カードの申
請後、送付する交付通知書に同封の案内をご覧の上、事前に予約して
ください。予約受け付けは、1月8日㈮から開始します。▶問合せ：個
人番号カード事務センター☎5984-4595（平日午前9時～午後5時）

申請の流れ

交付申請書
郵送

パソコン・
スマートフォン

申請機能付き
証明写真機

顔写真を貼った交付申請
書を送付

交付申請用サイトで、撮
影した顔写真を添付し送信

交付申請書の二次元バー
コードを使って申請

要予約

3

世帯と人口【 12 月1日 現 在】
※（

1

）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

指定 の 交付場所で受け取り

世帯数
380,564
（-23）

練馬区役所

窓口

2

マイナンバーカード交付
コーナー、区民事務所で申請

郵送で受け取り

（-228） 外国人 19,929
（+111）
総人口 740,350（-117） 日本人 720,421
年齢別人口
14歳以下
15〜64歳
65歳以上
男
359,115
男
349,808
男
9,307
女
381,235
女
370,613
女
10,622 87,768（-35） 491,231（-153） 161,351（+71）

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。

住まい・まちづくり

お知らせ

どんぐり山の森緑地の都市計
画変更原案がご覧になれます

高齢者福祉施設整備促進の
ための土地活用セミナー

意見のある方は意見書を提出でき
区内に土地を所有している方を
ます。また、説明会と公聴会
（区から
対象に、所有地への認知症高齢者
の説明や質疑応答を行わず、原案に
グループホームなどの高齢者福祉
対してご意見を伺う場）を開催しま
施設の整備を検討していただくた
す。公述
（意見を述べること）
を希望
め、施設の概要や補助制度などを
する方は申し出てください。▶縦覧・
紹 介 す る セ ミ ナ ー を 開 催 し ま す。 意見書提出の期間：1月4日㈪〜25日
▶日時：１月23日㈯午後2時〜3時
㈪▶縦覧・意見書提出の場所：都市
30分▶場所：区役所本庁舎20階▶
計画課
（区役所本庁舎16階） ※区
定員：20名（先着順）▶申込：電話で
ホームページでもご覧になれます。
高 齢 社 会 対 策 課 施 設 係 ☎5984- 〈説明会〉
4586
▶日時：1月14日㈭午後7時から▶
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◎問合せ：都市計画課都市計画担当
係☎5984-1534

場所：北町第二地区区民館▶定員：
30名
（先着順）▶申込：電話または電
子メールで参加者全員（2名まで）の
住所・氏名・電話番号を、1月4日
㈪〜12日㈫にみどり推進課計画係
☎ 5984-1659 Eメール midorisuisin
@city.nerima.tokyo.jp
〈公聴会〉
▶日時：1月29日㈮午後7時から▶
場所：北町第二地区区民館▶公述の
申し出方法：都市計画課や区ホーム
ページにある申出書を、1月25日（必
着）までに持参または郵送で都市計
画課へ ※公述人がいない場合は、
公聴会は行いません。傍聴（先着順）
を希望する方は、事前にお問い合わ
せください。

ボランティア
高齢者支え合いサポーター
の活動紹介・相談会
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：1月26日 ㈫ 午 前10時 〜11時
30分▶場所：大泉図書館▶定員：20
名（先着順）▶申込：電話で大泉ボラ
ンティア・地域福祉推進コーナー☎
3922-2422

区 職員 の 給 与 の 状 況 などをお知らせします
区民の皆さまに、区政に対してより一層のご理解をいただけるよう、
「練馬区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、区職員の給与や職員数の状況などをお知らせします。 ※区ホームページでもご覧になれます。

問合せ 人事係☎5984-5782

給与などの決定の仕組み
● 一般職員の給与
東京23区共同で設置している特
別区人事委員会が、毎年、23区内
の民間企業の給与実態などを調査
して行う勧告に基づき、区議会の
審議を経て、条例で定めています。
● 区長や区議会議員など
特別職の給料・報酬
学識経験者などで構成される練
馬区特別職報酬等および議会政務
活動費審議会の答申に基づき、区
議会の審議を経て、条例で定めて
います。

職種別給与支給実績（主な職種のみ）
区分

職員数

平均
年齢

平均給料月額

一般事務
部長級
課長級
係長級
主任級
主事
福祉
保育士
児童指導
土木技術
調理
用務
作業Ⅲ
全職員

2,017人
15人
62人
536人
681人
723人
261人
861人
190人
167人
176人
119人
189人
4,513人

41歳
57歳
50歳
50歳
45歳
29歳
43歳
47歳
47歳
42歳
54歳
56歳
50歳
44歳

29万2830円
47万5745円
41万1141円
37万 657円
30万2689円
21万1779円
30万5958円
32万 616円
31万5585円
30万1729円
29万2815円
28万6261円
29万9990円
30万1781円

（令和2年4月1日現在）

年間平均期末・
勤勉手当支給額
173万9244円
337万7262円
288万6069円
225万 949円
179万7439円
116万8063円
184万1012円
190万6150円
184万7845円
187万9700円
166万2474円
163万7006円
176万2095円
179万4945円

年間給与支給額
合計
132億4246万2787円
1億7693万2951円
6億5272万3979円
44億6857万8772円
45億4764万3192円
33億9658万3893円
17億9325万7453円
61億5992万9518円
13億6583万4725円
11億5597万 414円
11億7506万5811円
7億6815万3940円
14億1807万5603円
306億7721万3455円

元年度実績
年間平均
給与支給額
671万8651円
1179万5530円
1052万7806円
854万4127円
681万8055円
482万4693円
706万 68円
692万1269円
669万5268円
704万8600円
599万5233円
604万8456円
723万5079円
678万3992円

年間平均共済費等
事業主負担金
134万 863円
207万2672円
199万6968円
169万8652円
138万3812円
96万 996円
140万2812円
139万9891円
135万5552円
140万4391円
123万2541円
121万6798円
145万8880円
135万9171円

年間平均
職員人件費
805万9514円
1386万8202円
1252万4774円
1024万2779円
820万1867円
578万5689円
846万2880円
832万1160円
805万 820円
845万2991円
722万7774円
726万5254円
869万3959円
814万3163円

※一般事務以外の区分には、部長級・課長級・係長級などを含む。 ※給与支給額は、給料に諸手当を加えたもの。

人件費
住民基本 歳出額 実質収支
台帳人口 （A） （黒字額）

（元年度）
人件費 人件費率 (参考)平成30
（B） （B／A）年度の人件費率

73万
2647億 57億
428億
16.2％
9435人 384万円 3916万円 2660万円

16.4％

※数値は、元年度普通会計
（国の定める基準による。練馬区にお
いては、一般会計のみ）決算による。
※住民基本台帳人口は、2年1月1日現在。
※人件費には、諸手当、共済費（社会保険料の事業主負担分）、
特別職に支給される給料・報酬などを含む。

一般行政職の初任給
区分

練馬区

（2年4月1日現在）

東京都

大学卒 18万3700円 18万3700円

国
総合職
一般職

高校卒 14万7100円 14万5600円

18万6700円
18万2200円

特別職の報酬など
区分

区長

期末
手当

毎月決まって支給されるもの
①給料 仕事の内容や責任に応じて6種類の給料
表、級などにより定められています。
②地域手当 民間における賃金や、物価が特に高
い地域に勤務する職員に支給されます。
支給額は、
給料・扶養手当・管理職手当の合計額の20％
（職
員1人当たりの平均支給月額6万1894円）
です。
③扶養手当
配偶者

6,000円

子

9,000円

父母など

6,000円

④住居手当
月額2万7000円以上の家賃
を支払っている職員
27歳以下
28〜32歳

8,300円
1万8700円加算
9,300円加算

⑤その他
通勤手当、管理職手当、初任給調整手当など

2万8860円

②特殊勤務手当 著しく特殊な勤務に従事した
ときに支給される手当
手当の種類
手当支給職員の割合
支給職員1人当たりの平均支給月額

③その他

副議長

議員

6月期1.55月分
12月期1.65月分
3月期0.20月分
合計で3.40月分

職員数などの状況

毎月勤務実績に応じて支給されるもの
①超過勤務手当 勤務時間を超えて勤務したとき
に支給される手当
職員1人当たりの平均支給月額

副区長 議長

6月期1.55月分
12月期1.60月分
3月期0.20月分
合計で3.35月分

給 与 の 概 要（2年4月1日現在）
職員1人当たりの支給額は、元年度支給実績に
よるものです。

報酬

月額 113万8000円 91万円 91万円 78万5000円 61万5000円

15万 600円

※国の総合職・一般職は、国家公務員採用試験区分による。

（2年4月1日現在）

給料

全4種類
11.0％
8,871円

休日給、宿日直手当など

一定の時期に支給されるもの
①期末・勤勉手当
給料月額に対する支給率は下表の通りです。
職務の級などにより加算措置があります。
区分
6月期
12月期
3月期
合計
期末手当 1.15月分 1.15（1.20）月分 0.25月分 2.55（2.60）月分
勤勉手当 1.025月分 1.025月分
―
2.05月分
※
（ ）
内の数字は元年度、表内の数字は2年度からの支給率
です。

②退職手当
退職時の給料月額に、勤続年数や退職事由
に応じた支給率を乗じて計算します。元年度
に退職した職員1人当たりの平均支給額は普通
（自己都合）退職で、539万2000円、定年・勧
奨退職で1955万4000円でした。

職員数適正化への取り組み状況
平成23年〜27年の4年間で職員数を250名削
減する目標に対し、275名の削減を行いました。
29年12月に練馬区職員定数管理計画を策定し、
30年から5年間で職員定数を200削減する数値目
標を設定しました。
（単位：人）
区分
職員数
増減数

平成
令和
28年度 29年度 30年度
元年度
27年度
4,435
―

4,429
△6

4,444
15

4,487
43

4,522
35

2年度
4,513
△9

※職員数は、各年度の4月1日現在の数値。

職層別職員数

（2年4月1日現在／単位：人）

課 長
区分 部長級 課長級
補佐級
男
20
73
169
女
3
19
54
合計 23
92
223

係長級 主任級
464
499
963

一般

合計

685
609 2,020
1,341
577 2,493
2,026 1,186 4,513

※課長補佐級には統括技能長を、係長級には技能長を、主任
級には技能主任を含む。

懲戒処分
区分
人数

免職
0

（元年度／単位：人）
停職
2

減給
1

戒告
2

合計
5

※懲戒処分とは、地方公務員法や地方公務員法に基づく条例
などに違反した場合に行う処分。
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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、

事業者向け
ビジネス講座「やっと見つけた
私の理想の福祉・介護ビジネス」
▶対象：事業者、創業を考えている
方▶日時：1月21日㈭午後7時〜9時
▶場所：ココネリ3階▶講師：リンク
ス㈱代表取締役／鈴木貴達▶定員：
30名（先着順）▶申込：電話または
ファクスで①講座名②氏名（ふりが
な）③事業所の郵便番号・住所・名
称・業種・電話番号・ファクス番号
または電子メールアドレス（ある方
のみ）を、1月19日㈫までに練馬ビ
ジ ネ ス サ ポ ー ト セ ン タ ー ☎6757-

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
◆JA東京あおば ふれあいの里歳
末感謝セール▶日時：12月26日㈯〜
30日㈬午前10時〜午後4時
（30日は午
後3時まで）
▶場所・問合せ：ふれあい
の里
（桜台3-35-18）
☎3991-8711▶内
容：花・植木・野菜などの販売
◆公衆浴場で正月朝湯▶日程：1月2
日㈯ ※開始時間は各浴場にお問い合
わせください。▶場所：区内公衆浴場
▶費用：470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
◆ほんちょう通りの鏡開き▶日時：1
月9日㈯午後2時から▶場所：富士見台
本町通り商店街▶内容：ミニようかん
をプレゼント
（なくなり次第終了）
▶定
員：400名
（先着順）
▶問合せ：富士見台
本町通り商店会・牧田☎3999-2257

◆税に関する絵はがきコンクール
の作品を募集▶対象：小学生▶申込：
ハガキの裏面に税をテーマにした絵と
標語を描画し、表面の下段に①住所②
氏名③学校名・学年・クラス④電話番
号を記入の上、1月13日
（必着）
までに
〒176-0011豊玉上2-23-10 練馬東
法人会☎3994-7272 ※参加賞、優
秀作品に賞品あり。

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。

働く
保育のお仕事
就職相談・面接会
区内に保育施設がある事業者が、
就職相談・面接会を行います。▶日
時：1月17日 ㈰ Ⓐ 午 後1時 〜2時20
分Ⓑ午後2時40分〜4時▶場所：コ
コネリ3階▶定員：各40名（先着順）
▶申込：電話または区ホームページ
「電子申請」で保育人材育成担当係☎
5984-1708

㈫までに電話でSSC谷原へ 当日会場
へ▶問合せ：SSC谷原☎3997-2500
スポーツ教室
（ⒶⒷジュニアテニス
Ⓒかけっこ）
▶対象・時間：Ⓐ午前9時
30分 〜10時30分
（ 小 学3〜5年 生 ）Ⓑ
午前10時40分〜11時40分
（年長児〜
小 学2年 生 ）Ⓒ 午 前10時40分 〜11時
40分
（小学生）
▶定員：各20名
（先着順）
スポーツ体験
（トランポリン、ビー
チボールバレー、スラックラインなど）
▶時間：午後1時〜3時

この計画（素案）では、食品の検査
や食品取扱施設への立ち入り、監視
指導の重点項目などについて定めて
います。今後、3月までに計画を策
定する予定です。
●計画（素案）を配布します
計画
（素案）は、生活衛生課や同石
神井分室（石神井保健相談所内）で配
布します。また、区民情報ひろば（区
役所西庁舎1階
〈12月28日㈪から西
庁舎10階に移転〉
）や図書館（南大泉

2567-3071
（先着50店。問い合わせ
は平日午後2時〜5時）

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
◆自然素材で正月飾りを作ろう▶対

◆ 練 馬 東 法 人 会 創立70周年 記 念 ◆いろんな楽器で遊んで世界でひ
舞の海秀平氏講演会▶日時：2月4日 とつの音楽をつくろう
「楽器屋台」
▶
㈭午後5時30分〜7時▶場所：練馬文化
センター▶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催し名②参加者全員
（2名まで）
の住
所・氏名・電話番号を、1月18日
（必着）
までに〒176-0011豊玉上2-23-10 練
馬東法人会☎3994-7272 FAX 39489205 Eメール houjinkai@nerima.
or.jp

リサイクル・マーケット

10時東京メトロ有楽町線護国寺駅集 に申込先へ ※700円以下の出店料が
合〜清土出現所〜鬼子母神堂〜仙行寺 掛かります。 ※車での来場・搬入は
〜午後0時30分西武池袋線池袋駅解散 ご遠慮ください。
（富士見台3-53-1）
（約3㎞）▶定員：10名
（抽選）▶保険料 ◆こぶし公園
▶日
（雨天
など：500円▶申込：往復ハガキで①催 時：1月11日㈷ 午 前10時 〜 正 午
▶申込先：〒177-0034富士見台
し名②参加者全員
（4名まで）の郵便番 中止）
号・住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・性 3-62-13-203 島 裕 子 ☎090-6496（先着10店。問い合わせは午後6
別・電話番号を、1月4日
（必着）
までに 5366
〒176-0001練馬1-17-1 産業・観光 時〜10時）
（光が丘2-5-2）
情報コーナー☎3991-8101
◆秋の陽公園
▶日時：1
◆スポーツ交流会▶日程：1月23日㈯ 月24日㈰午前9時〜正午（雨天中止）▶
▶場所：総合体育館▶保険料など：200 申 込 先：〒178-0065西 大 泉2-17-26
円▶持ち物：上履き▶申込： 1月12日 リサイクルマーケットジョイ☎080-

広告

令 和3年 度 食 品 衛 生 監 視 指
導計画（素案）にご意見を

象：小学生 ※小学1・2年生は保護者
同伴。▶日時：12月26日㈯午後1時〜3
時▶場所：春日町リサイクルセンター▶
◆発表会＆チャレンジスポーツ体 定員：20名(先着順)▶申込：電話で光が
験会
（ チアリーディング ラート 丘エコクラブ・宮澤☎080-1106-6847
フラダンス タンブリング）
▶日 ◆親子で英語体験！お歌やお話で
時：1月24日 ㈰ 午 後0時45分 〜2時30 あそぼう▶対象：1〜３歳児と保護者
分▶場所：大泉学園町体育館▶申込：電 ▶日時：1月15日㈮午前10時〜11時▶
場所：西大泉地区区民館▶定員：5組
（先
話またはファクスで①催し名
（ 〜
の別も）②住所③氏名④年齢⑤性別 着 順 ）▶費 用：1組100円▶申込：電話
⑥電話番号を、1月23日㈯までにSSC でぺこぺこあおむしの会・金☎0805193-2844
（午前9時〜午後8時）
大泉☎3921-1300 FAX 3921-1691

◆ねりまのねり歩き2021・お正月
特別企画
「開運・雑司が谷七福神め ▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
ぐり」▶ 日時・場所：1月14日㈭午前 名③電話番号を、開催日の5日前まで

広告

条例・計画など

対象：3歳以上の未就学児と保護者▶日
時：1月16日㈯午前11時〜午後0時15
分▶場所：生涯学習センター分館▶定
員：15名(先着順)▶申込：電話でNPO
法人日本インドネシア・バリ教育文化
協 会・ 増 田 ☎080-4006-3412
（午前
10時〜午後6時）
◆親子でリトミック▶対象：①1〜2
歳児と保護者②4カ月〜1歳6カ月児と
保護者▶日時：1月26日㈫ ① 午前9時
40分〜10時40分②午前11時〜正午▶
場所：早宮地域集会所▶定員：各15組
(先着順)▶費用：1組100円▶申込：電
話でキラキラプロジェクト・戸ヶ崎☎
080-4426-2295
◆スポーツなど▶申込：当日会場へ
※未就学児は保護者同伴。 ※
は
保護者の参加も可。
大泉学園町体育館▶対象：3歳児〜
中学生▶日時：1月23日㈯午前9時30
分〜11時30分▶内容：マット運動、跳
び箱、トランポリンなど▶定員：30名
（先着順）
中村南スポーツ交流センター▶対
象：5歳児〜中学生と保護者▶日時：1
月25日㈪午後4時〜6時▶内容：フラッ

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。

図書館分室を除く）、区ホームペー
ジでもご覧になれます。
●ご意見を募集します
①意見②住所③氏名を、
1月15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。
〈問合せ・ご意見の送付先〉
〒176-8501区役所内生活衛生課食品
衛生担当係
（東庁舎6階）
☎5984-4675
FAX 5984-1211 Eメール seikatueisei
02@city.nerima.tokyo.jp

お休みします
〈光が丘図書館☎5383-6500〉
…1月
12日㈫〜18日㈪
【館内整理のため】

グフットボール▶定員：30名
（先着順）
桜台体育館▶対象：5歳児〜中学生▶
日時：1月30日㈯①午前9時15分〜10
時45分②午前9時30分〜11時45分▶
内容：①ダブルダッチ②ラケットテニ
ス▶定員：各20名
（先着順）

すまいるねりま遊遊スクール
◆いろんな楽器で遊んで世界でひ
とつの音楽をつくろう
「楽器屋台」
▶対象：主に知的障害のある小中学生

と保 護 者▶日時：1月16日 ㈯ 午 後1時
15分 〜2時30分 ▶ 場 所：生 涯 学 習 セ
◆１月の水泳ワンポイントレッスン ンター分館▶定員：10名(先着順)▶申
▶対象：4歳児〜中学生 ※小学3年以 込：電 話 でNPO法 人 日本 インドネシ
下のお子さんには水着を着用した保護 ア・バリ教育文化協会・増田☎080者が付き添ってください。▶日時：1月 4006-3412
（午前10時〜午後6時）
16日㈯・23日㈯・30日㈯午前9時〜
朝・夕・青空市
11時▶場所：三原台温水プール、上石
神井体育館、平和台体育館、中村南ス ◆江古田いちば通り商店街▶日時：
ポーツ交流センター▶内容：時間内に 12月25日㈮午前10時〜午後7時▶問
来場したお子さんに指導者が助言 ※ 合せ：目黒☎3994-8068
2時間の講座ではありません。▶費用： ◆ 光が 丘 I MA南 館前▶ 日時：12月
プール利用料
（保護者のみ）
▶持ち物： 27日㈰午前10時〜午後3時▶問合せ：
冨永☎090-4374-3888
水着、水泳帽▶申込：当日会場へ

区 民 の ひ ろ ば
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。

■ 練 馬 木 版 会 第21回 作 品 展 1月
13日 〜17日 午 前10時 〜 午 後6時
（13
日は午後1時から。17日は午後4時ま
で） 練馬区立美術館 入場無料 例
会…月2回土曜午後1時〜4時 サンラ
イフ練馬など 講師 齋藤昭治 入会
金2,000円 月会費2,000円 箕島☎
3904-2548

■ 消しゴムで作るスタンプと作画 ■ 感染防止対策をして市谷亀岡八幡
こぶしの会 第4土曜午後1時〜4時 宮と牛天神で初詣 50〜70代の方
田 柄 地 域 集 会 所 会 費1回1,500円
（要予約）
関口☎ FAX 3975-3019

対象 1月7日午前9時30分西武池袋
線練馬駅集合 参加費無料 交通費な
「私のシェアハ ど 実 費 例 会 …50〜70代 の 方 対 象
■ 谷口月沖日本画展
ウス」 1月8日〜13日午前11時〜午 主に第1木曜午前10時〜午後4時 勤
後6時
（13日は午後4時まで） オリエ 労福祉会館など 入会金2,000円 年
ンタルハート
（石神井町3-16-17） 入 会 費2,700円 保 険 料1,850円
（65歳
場無料 谷口☎090-7258-8519
以上の方1,200円） 年に数回遠足な
（ 油 彩・ 水 彩・ 水 どあり さまざまな趣味の仲間が集う
■ 第35回 究 美 展
墨・パステルなど） 12月22日〜27 同 好 サ ー ク ル 玄 暉 会・ 宇 敷 ☎090日午前10時〜午後6時
（22日は午後1時 3406-5302 Eメール ushiki2@hyper.
（要予約）
から。27日は午後5時まで） 練馬区立 ocn.ne.jp
美術館 入場無料 例会
（クロッキー・ ■ 植物の恵みを楽しむ ハーブの
デッサン）…毎土曜または日曜午後1 会 60歳以上の方対象 第3火曜午
時〜4時 春日町地域集会所 会費6 前11時〜午後1時 光が丘地区区民館
カ 月3,000円 モ デ ル 代1回1,000円 会費1回1,100円 山口☎090-32050796
（要予約）
究美会・末岡☎3923-6752

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

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。

健康・衛生
在宅療養講演会
「自分らしく
自宅で最期まで過ごすために」
▶日時：1月31日㈰午後2時〜4時▶
場所：光が丘区民センター3階▶講
師：メディケアクリニック石神井公園／
長濱久美▶定員：60名
（先着順）▶申
込：電話で地域医療課☎5984-4673

体と心をリフレッシュ！
〜練馬区健康いきいき体操講習会

▶日時：1月22日㈮午後2時〜3時30
分▶場所：大泉保健相談所▶講師：ス
ポーツプログラマー／山内道子▶定
員：8名(先着順)▶申込：電話で同所
☎3921-0217

高齢者

マーシャル理恵子▶定員：20名
（先着
順）
▶申込：電話または電子メールで
①講習会名②氏名③お子さんの学年
④電話番号を、同所☎6385-9911
Eメール oubo@city.nerima.tokyo.jp

1月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
離乳食や家族の食事について、個
別に相談ができます。▶対象：0歳
児の保護者（1歳ごろまで参加可）▶
申込：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）
8㈮ 9:30〜11:30
豊 玉 ☎3992-1188 14㈭ 13:30〜15:30
25㈪ 13:30〜15:30
北

☎3931-1347 15㈮ 13:30〜15:30

光が丘 ☎5997-7722 19㈫ 13:30〜15:30
12㈫ 13:30〜15:30
石神井 ☎3996-0634 20㈬ 9:00〜11:00
27㈬ 9:00〜11:00
大 泉 ☎3921-0217 18㈪ 9:00〜11:00
関

初めての方には料理本を差し上げ
ます。▶講師：いきいきクッキング
ねりま会員▶定員：各10名
（先着順）
▶ 材 料 費：600円 ▶ 持 ち 物：エ プ ロ
ン、三角巾▶申込：電話で介護予防
生活支援サービス係☎5984-4596
場所

日時

光が丘区民センター
2階

1/8㈮
10:30〜13:00

勤労福祉会館

1/22㈮
10:30〜13:00

区立中学校の入学通知書を発送
4月に中学校に入学するお子さん
（平成20年4月2日〜21年4月1日生
まれの区内在住の児童）の保護者に、
1月上旬に入学通知書を発送します。
通知後、特別な事情がある方は、通
学区域外の学校に変更できる場合が
あります。1月22日㈮までにご相談
ください。▶問合せ：学事係☎59845659

1月の1歳児子育て相談
▶対象：1歳〜1歳4カ月児▶内容：歯
科相談、食事相談▶持ち物：母子健康
手帳▶申込：電話で各保健相談所へ

北

21㈭
（30名）

☎3931-1347

20㈬
（15名）

光が丘 ☎5997-7722

14㈭
（18名）

石神井 ☎3996-0634

13㈬
（30名）

大 泉 ☎3921-0217

27㈬
（15名）

関

☎3929-5381

21㈭
（15名）

※時間はいずれも9：00〜11：00。

講座・催し
人権セミナー
「 同 和 問 題（ 部 落 差 別 ）の 今
と、これからの人権教育」

▶日時：1月19日㈫午後6時30分〜
8時▶場所：区役所本庁舎20階▶講
師：教育ファシリテーター／武田緑
▶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セ
ミナー名②住所③氏名④電話番号
を、人権啓発担当係☎5984-1452
FAX 3993-6512 Eメール jinkendanjo
子育て講習会
「子どもとの関わ
か ら だ
@city.nerima.tokyo.jp ※保育室
り方〜思春期の心、身体、脳」 （6カ月以上の未就学児対象。定員4
▶対象：小中学生の保護者▶日時：1
名）を利用したい方は、お子さんの
月30日㈯、2月13日㈯・27日㈯午前
氏名
（ふりがな）・年齢も、手話通訳
10時〜正午
【3日制】
▶場所：学校教育
を希望する方はその旨も、1月8日
㈮までにお知らせください。
支援センター▶講師：臨床心理士／

広告

広告

▶場所・問合せ：石神井公園ふるさ
と 文 化 館 ☎3996-4060▶ 費 用：②
100円④50円⑤⑥300円▶申込：当
日会場へ

1月23日 ㈯ か
ら石神井公園ふ
るさと文化館で
定員
（※）
内容
日時
（先着順）
開催する特別展
ふれあい土曜事業
のオープニング
9㈯
イ ベ ン ト で す。
①ゆらゆらゆれ
Ⓐ13:00から 各15名
るだるまさん
当日絵本を購入 福音館書店
Ⓑ14:00から
した方を対象に、
16㈯
②雪と星のペー
作者の小風さちさんと山口マオさん
Ⓐ13:00から 各15名
パーモビール
Ⓑ14:00から
のサイン会を行います。 ※サイン
③クイズラリー
は1人1冊です。▶日時：1月23日㈯
23㈯
−
ふるさと文 化
13:00〜16:00
午前10時〜正午▶場所
：石神井公園
館を探検しよう
ふるさと文化館▶定員：30名（抽選）
30㈯
④節分の赤鬼お
Ⓐ13:00から
各9名
▶申込
：往復ハガキまたは電子メー
面
Ⓑ14:00から
ルで①催し名②参加者全員
（2名ま
正月事業
で）の住所・氏名
（ふりがな）
・年齢
⑤和 凧 作りを楽 10㈰
（
小
学
生
以
下
の
み
）
・
電
話
番
号 を、
20名
しもう
13:00〜15:00
1月7日（必着）までに〒177-0041
⑥ビー玉ころころ 11㈷
20名
石神井町5-12-16 石神井公園ふ
ツリー迷路
13:00〜15:00
るさと文化館☎3996-4060 Eメール
※Ⓐの定員を超えた場合はⒷの整理券を配布
します。
event-furusato@neribun.or.jp
だこ

1月の健康相談などの日程
（無料）
内容

場所
（保健相談所）
・申込先 日程・定員
（先着順）
豊 玉 ☎3992-1188

「こわい？こわくない？わにわ
にの絵本展〜石神井公園生ま
れのワニのおはなし」
サイン会

事前に予約が必要です。

場所

日程・受付時間

5㈫・19㈫
豊
健康相談
5㈫・19㈫
北
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、歯
7㈭
光
科に関する相談
光 26㈫
7㈭
石
禁煙に関する相談
石 26㈫
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関の 大
5㈫・26㈫
紹介など
4㈪・18㈪
関

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

心身障害者
（児）
歯科相談

つ 9〜30の毎土曜 13:00〜16:30

◆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

豊
北
光
石
石
大
関

◆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）

28㈭
21㈭
19㈫
7㈭
18㈪
7㈭・28㈭
29㈮

14:00〜16:15
14:00〜16:00
14:30〜16:10
14:00〜15:30
9:00〜10:30
14:00〜16:00
14:00〜15:30

豊 13㈬
北 27㈬
光 20㈬
6㈬
石

13:30〜16:30
14:00〜16:00
14:10〜15:40
14:00〜16:00

豊 20㈬
豊 27㈬◎

14:00〜16:15
14:00〜16:00

◆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

石 28㈭

9:00〜10:30

◆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

豊
6㈬
石 14㈭

9:45〜12:00
14:30〜16:00

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

25カ所の地域包括支援センター
で実施
（要予約）
。詳しくは、在宅
療養係☎5984-4597

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。

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︒

子ども・教育

☎3929-5381 22㈮ 9:00〜11:00

1月のふるさと文化館の催し

7

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

高齢者向け料理本
「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室

令和2年
（2020年）
12月21日

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

特

8 令和2年（2020年）12月21日

新型コロナウイルス感染症の影響で延
期していた
「真夏の音楽会 vol.3」
を開催
します。日本を代表するバイオリニスト
の大谷康子さんと読売日本交響楽団が、
世界各地の珠玉の音楽を皆さまにお届け
します。▶問合せ：文化振興係☎59841284 FAX 5984-1228 ※チケット販
売に関する問い合わせは、
（公財）
練馬区
文化振興協会☎3993-3311。

出演

大谷康子
（バイオリン）
渡邊一正
（指揮）
読売日本交響楽団
（管弦楽）
曲目

♪古関裕而
「東京オリンピックマーチ」
♪歌劇アイーダより
「凱旋行進曲」
♪映画スター・ウォーズより
「メインテーマ」 など

日時

2/28㈰

場所

練馬文化センター大ホール

14：00開演
（13：15開場）

S席3,500円、A席2,500円、
（全席指定） 車いす席1,000円
（同伴者１名は無料）
入 場料
申込

（先着順）

集

12/25㈮10:00から電話で練馬文化センター

☎3948-9000（10:00～17:00）

大谷康子
人気・実力ともに日本を代
表するバイオリニスト。東京芸
術大学、同大学院博士課程修
了。文化庁「芸術祭大賞」受
賞。東京音楽大学教授、東京
芸術大学講師などを務め、平
成28年４月から
（公財）練馬
区文化振興協会理事長。

※
（公財）
練馬区文化振興協会ホームページ
（https://www.neribun.or.jp/）
からも申し込めま
す
（利用登録が必要です。チケットの代金支払い・受け取りは窓口のみです）
。 ※12月26日㈯か
ら練馬文化センターや大泉学園ゆめりあホールの窓口でも販売します
（午前10時～午後８時）
。
25日㈮に完売した場合、窓口での販売はありません。 ※車いす席・難聴者用イヤホンを利用し
たい方は、電話で練馬文化センターに申し込んでください。 ※未就学児は入場できません。

新型コロナウイルス感染
拡大防止にご協力を

・マスクの着用や受付時の検温・消毒などにご協力ください。
・感染拡大防止のため、内容が変更または中止になる場合が
あります。

街かどケアカフェに

新たに3カ所が加わりました
問合せ

地域包括支援係☎5984-2774

Ⓒ尾形正茂

エッセンシャルワーカーを
無料で招待！
▶対象：区内在住・在勤のエッセンシャルワー
カー ※同伴者1名の参加可。▶定員：100名
（抽選）▶申込：往復ハガキまたは電子メール
で①催し名②参加者全員（2名まで）の住所・
氏名（ふりがな）
・電話番号③エッセンシャル
ワーカーの方の従事している分野（医療、保
育、高齢者介護、障害者児支援、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、1月7日
（必着）ま
でに〒176-8501区役所内文化振興係 Eメール
bunkashougai@city.nerima.tokyo.jp
※結果は1月下旬に通知します。

「街かどケアカフェ」は、高齢者などが自由に立
ち寄り、お茶を飲みながら介護予防について学ん
だり、健康について相談したりできる場です。今回、
新たに3つの地域団体などが加わりました。新型コ
ロナウイルス感染症に気を付けながら、介護予防
に取り組みましょう。 ※街かどケアカフェの一覧
は、区ホームページでご覧になれます。

新しい街かどケアカフェ
名称（所在地）
・問合せ

日時

主な事業

つながるサロン
（東大泉7-36-15）
☎080-6757-1965

毎土曜10：00～15：00

茶話会、体操

カフェ すてきな笑顔
（平和台4-23-22）
☎3934-1282

第4土曜14：00～16：00

茶話会、介護相談

地域の集いの場
「心つなぐ」
（平和台2-50-1）
☎5921-1005

第2土曜13：00～16：00

体操、講座

※一部有料の事業があります。詳しくは、お問い合わせください。

※お休みする場合がありますので、事前に地域包括支援係または各施設にお問い合わせください。

認知症予防体操

