6 令和3年（2021年）3月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、
します。 ※来園相談も可。 ※牧
野記念庭園の園芸相談は、3月31日
㈬で終了します。▶問合せ：みどり推
進課施設担当係☎5984-1664

お知らせ
オンライン開催
「ねりま若者サポートステー
ション活動報告会」
▶対象：15〜49歳の未就労やひきこ
もりなどの状態にある方、その家族・
支援者▶日時：3月13日㈯午後2時〜
4時▶申込：電話でねりま若者サポー
トステーション☎5848-8341
（木・
日曜、祝日を除く）

四季の香ローズガーデンの
園芸相談を再開します

みどりのまちづくりセンター
運営協議会の区民委員を募集

5月1日㈯から四季の香ローズガー
デン講習棟
（旧花とみどりの相談所）
での園芸相談☎3976-8787を再開

みどりのまちづくりセンターの事
業内容に関して意見・助言を行う運
営協議会の区民委員を募集します。

◆東京都平和の日

総務係
☎5984-2600

3月10日㈬ 午後2時

東京大空襲をはじめ、戦災で亡くなられた方々のご冥福を祈り、世
界の恒久平和の実現を願って、1分間の黙とうをささげましょう。

◆東日本大震災

3月11日㈭ 午後2時46分

東日本大震災により犠牲になられた方々のご冥福と被災地の復興を
祈り、1分間の黙とうをささげましょう。

申込先

〒179の地域…
☎5997-7060
光が 丘
（光が 丘区
FAX 5997-9701
民センター2階）

〒177の地域…
☎5393-2817
石神井
FAX 3995-1104
（石神井庁舎4階）
〒178の地域…
☎5905-5274
大泉
（ 大 泉 学園ゆ
FAX 5905-5277
めりあ1
〈4階〉
）

福祉・障害のある方

保健予防課精神保健 ☎5984-4764
係
（区役所東庁舎6階） FAX 5984-1211

中学校を卒業するお子さん
の 受給者証の手続きをお
忘れなく
医療証の受給資格がなくなる方
で、心身に障害のある方は引き続き
医療費の助成が受けられる場合があ
ります。▶対象：中学校を卒業する方
で、次の①〜③のいずれかをお持ち
の方 ①身体障害者手帳1・2級
（内
部障害の方は3級も含む）
②愛の手帳
1・2度③精神障害者保健福祉手帳1
級▶扶養義務者の所得制限：扶養親

電話・ファクス番号

〒176の地域…
☎5984-4612
練馬
FAX 5984-1213
（区役所西庁舎2階）

豊玉
☎3992-1188
（豊玉北5-15-19） FAX 3992-1187
北
（北町8-2-11）

☎3931-1347
FAX 3931-0851

保健相談所
③の方

黙とうをささげましょう

問合せ

族1人 の 場 合 …398万4000円 以 下
（扶養親族1人増すごとに38万円を加
算）
▶申込：お持ちの手帳と認め印、
健康保険証を持参の上、各申込先へ

総合福祉事務所
①②の方

※謝礼あり。▶対象：区内在住・在
勤（在学）で、年3回程度、平日夜間
に開催する会議に出席できる方▶任
期：4月 か ら2年 間 ▶ 募 集 人 数：2名
（選考）▶申込：「みどりのまちづく
特別相談
りセンターに期待すること」をテー
「若者のトラブル110番」
マとした作文（800字程度。様式自
（ふりがな）③年
29歳以下の契約当事者を対象に、 由）と①住所②氏名
齢④性別⑤電話番号⑥職業を記入し
悪質商法による被害や契約トラブル
たものを、3月15日（必着）までに持
などに関する電話相談を受け付けま
参または郵送で〒176-0012豊玉北
す。▶日時：3月8日㈪・9日㈫午前9
5-29-8 みどりのまちづくりセン
時 〜 午 後4時30分▶ 相 談 先・ 問 合
ター☎3993-5451
せ：消費生活センター☎5910-4860

光が 丘
（光が 丘区 ☎5997-7722
民センター1階） FAX 5997-7719

石神井
☎3996-0634
（石神井町7-3-28） FAX 3996-0590
☎3921-0217
大泉
（大泉学園町5-8-8） FAX 3921-0106

関
☎3929-5381
（関町東1-27-4） FAX 3929-0787

３/24 〜 ワクチン接種会場などになるため
9/30
（予定）

一部の区立施設が利用できません

新型コロナウイルスワクチンの接種会場や保管施設として利用するため、

補助第230号線の
一部区間が開通します

3/20㈷
7：30から

号線のうち、右図の約200ｍの区間が
3月20日㈷午前7時30分に開通しま
す。併せて、みどりバスの保谷ルート
も一部変更します
（右図参照）
。
区は、大江戸線の大泉学園町への
早期延伸を目指しており、この道路の
地下が導入空間となる予定です。

り
通
橋
荘
別

都が整備を進めている補助第230

事業
中

り
（現行
通
ルート
） 土支田

（新 開通
ルー
補助
ト）
第2
30

担当職員が延伸計画の概要や取り組み状況についてパネルを使って説
明します。▶申込：電話または電子メールで①参加者全員の住所・氏名・
当係☎5984-1564

Eメール

場所

施設名

とⒶⒷの別）を、大江戸線延伸推進担

enshin@city.nerima.tokyo.jp
日時

その他の業務など

体育室、クラブ室、
職業講習室
左記以外の部屋は、利用で
大会議室、研修室、 きます
料理実習室

③大泉北敬老館

全室

窓口業務もお休みします

④大泉北地域集会所

全室

⑤北町第二地区区民館

全室

窓口業務は行います
（平日午前9時〜午後5時）

新型コロナウイルスワクチン接種について
…住民接種担当係☎5984-1475
接種以外の施設利用について
…①サンライフ練馬☎3990-0185
問合せ
②石神井公園区民交流センター☎5910-3451
③高齢社会対策課管理係☎5984-1068
④大泉北地域集会所☎3922-0191
⑤北町第二地区区民館☎3931-1270

「ねりま区報」
が東京都広報コンクール
最優秀賞を受賞
東京都広報コンクールは、都内区市町村の広

3/17㈬Ⓐ17：00からⒷ18：00から

大泉北地域集会所

3/19㈮Ⓐ17：00からⒷ18：00から

北大泉地区区民館

3/20㈷Ⓐ17：00からⒷ18：00から

光が丘区民センター5階

3/21㈰Ⓐ17：30からⒷ18：30から

※パネルの内容は、3/17㈬からYouTube
（ユーチューブ）の練馬区公式チャンネル
でもご覧になれます。

3月の放送内容
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報活動の充実を図るため、毎年行われています。

☎3993-1111（代表） ℻ 3993-1194
https：//www.city.nerima.tokyo.jp/

平和祈念の黙とうを
全国戦没者追悼式が、８月15日㈯に
行われます。戦争でお亡くなりになっ
た方々のご冥福を祈り、世界の恒久平
和を願って、正午から１分間の黙とう
をささげましょう。▶問合せ：総務係☎
5984-2600

令和2年8月11日号のねりま区報（＝写真）が組
カフェのオーナー

編集者

パティシエ

フォトグラファー

バーのマスター

ヨガインストラクター

み写真部門で最優秀賞を受賞しました。
コロナにより、多くの中小企業がダメージを

土支田地域集会所

練馬区情報番組

②石神井公園区民交流センター

利用できない部屋

※③④に併設の大泉北地域包括支援センターは、通常通り業務を行います。

号線

大江戸線延伸に向けた取り組みに
関するオープンハウスを開催
〜

をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

①サンライフ練馬

補助第230号線について
…東京都第四建設事務所工事第一課☎5978-1765
みどりバスについて
問合せ
…交通企画課☎5984-1274
大江戸線の延伸について
…大江戸線延伸推進課☎5984-1584

電話番号②希望日時・場所
（

3月24日㈬〜9月30日㈭
（予定）
は下表の区立施設が利用できません。ご迷惑

受けた中、16枚の写真で行政の応援メッセー

獣医師

コロナに負けるな！

皆さんの ビジネス を全力で

ߒߊߪ㕙߳

練馬ビジネスサポートセンター
（ネリサポ）
は、区内中小企業の経営改善や販路拡大のほ
か、起業を志す方の知識習得や事業計画作成をサポートする総合窓口です。ぜひご利用く
ださい。▶問合せ：練馬ビジネスサポートセンター☎6757-2020

FAX

三味線演奏家

サ ポ ート！
ネリサポ公式キャラクター
さぽっとくん

6757-1014

ジをリアルに演出した点が評価されました。今
後も、より一層、区民の皆さまに分かりやすく

シアバターセラピスト

レーザー加工技師

介護福祉士

片付けアドバイザー

オーナーシェフ

柔道整復師

施工管理技士

親しみやすい紙面を制作していきます。▶問合
美容師
※取材用にマスクを外して撮影しています。

せ：広報係☎5984-2690

特別定額給付金の申請は
8月14日㈮〈消印有効〉まで

1人につき10万円の特別定額給付金の申請がお済みでない方は忘れずに申請してください。
▶問合せ：練馬区特別定額給付金コールセンター☎5984-1041
（午前9時〜午後7時）

【1日〜31日】 ●自宅でできる！
「ねりま ゆる×らく体操」
（再放送） など

