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高齢者施設

8月以降7月6月5月

問合せ 練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎5984-1633（平日午前9時～午後5時） FAX 3993-6553

【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通です。　※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。

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・ライフ・ヤマダデンキや区立施設にも置いています。

接種スケジュール接種スケジュールをを前倒しします前倒しします

　不要不急の外出は自粛してくださ
い。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。

緊急事態宣言が
発出されています

7/6㈫発送

6/29㈫発送

75歳以上（昭和22年4月1日以前生まれの方）

65歳～74歳（昭和22年4月2日～32年4月1日生まれの方）

基礎疾患のある方・高齢者施設などで働く方➡2面

保育所・幼稚園・小中学校などの職員 区独自  ➡2面

60歳～64歳（昭和32年4月2日～37年4月1日生まれの方）

40歳～59歳（昭和37年4月2日～57年4月1日生まれの方）

12歳～39歳（昭和57年4月2日生まれ～満12歳（※）の方）

6/22㈫発送

接種券の申請が必要です

7月中旬に
終了する
見通し

基礎疾患のある方など 保育所などの職員 64歳以下の方

※誕生月の翌月に順次発送します。※誕生月の翌月に順次発送します。



※診断書は必要ありません。予診票に記載し、必要があれば問診で病気や治療の状況などを確認します。

高齢者施設や障害者施設などで働く方（16）
　高齢者や障害者などが入所・居住する社会福祉施設、居宅サービス事業所などで働く方
　※接種当日に、施設の従事者であることの証明書（施設管理者が作成）をお持ちください。

基礎疾患のある方（1～15）
1慢性の呼吸器の病気

2慢性の心臓病（高血圧を含む）

3慢性の腎臓病

4慢性の肝臓病（肝硬変など）

5糖尿病（インスリンや飲み薬で治療中または他の病気
を併発している）

6血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）

7免疫の機能が低下する病気（悪性腫瘍を含む）

8免疫の機能を低下させる治療を受けている（ステロイ
ドなど）

9神経疾患や神経筋疾患（免疫の異常に伴うもの）

10神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた
状態（呼吸障害など）

11染色体異常

12重症心身障害

13睡眠時無呼吸症候群

14重い精神疾患（精神障害者保健福祉手帳を持っている
など）や知的障害（愛の手帳を持っている）【6月1日以降】

15BMI30以上の肥満の方
BMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
（目安）身長170cmで体重約87kg以上、

身長160cmで体重約77kg以上

1～16に当てはまる方は申請が必要です
対 象

基礎疾患のある方・高齢者施設などで働く方申請が
必要です 優先して接種券を送付します優先して接種券を送付します

6月20日（必着）までに申請した方には、6月22日㈫に接種券を発送します
※6月21日㈪以降に申請した方には、順次発送します。
※視覚障害などにより、下記による申請が困難な方は、練馬区コールセンターにご相談ください。

申請方法

①住所②氏名（ふりがな）③生年月日④電話番号⑤優先
送付の理由となる番号（下記の1～16の別）を記入の上、
〒176-8501区役所内住民接種担当課へ

インターネットで申請 ハガキで申請
区ホームページ「電子申請」から申請できます

※住民票の住所と住んでいる
場所が異なる場合は、練馬
区コールセンターにお問い
合わせください。

▶対象：区内在住で、区内の保育所・幼稚園・小中学校・学童クラブ・児童館などで働く方
※申請方法など詳しくは、施設ごとに案内します。

▲申請はコチラ

5月31日時点で下記に当てはまる方は申請不要です
・ ・ 身体障害者手帳を持っており、心臓・呼吸器・腎臓・肝臓の
機能障害がある方

・ ・ 精神障害者保健福祉手帳や愛の手帳を持っている方
・ ・ 自立支援医療受給者証（精神通院）を持っており、「重度かつ
継続」に該当する方

区独自 保育所・幼稚園・小中学校などの職員にも
　　　優先して送付します
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〈区立施設で予約をお手伝いします！〉

ワクチン接種ワクチン接種のの流れ流れ届き次第、
予約・接種できます

　スマートフォンと受診券をお持ちいただくと、その場で集団接種会場の予約をサポートします。お困りの方は、ご利用ください。
▶場所：障害者地域生活支援センター、はつらつセンター、敬老館
※総合福祉事務所や地域包括支援センターでも予約方法を案内しています。

・・ 6月1日から、約350カ所の診療所での個別接種が始まり、練馬区モデルが本格的にスタートしました。
・・ 区は、65歳以上の高齢者が7月中旬に接種を終了できるワクチン数と接種体制を確保しています。

7月中旬に高齢者接種を終了できる体制を整えています

病院・区立施設で接種する方【集団接種】

診療所（クリニック）などで接種する方【個別接種】

予約方法の案内などを同封して
います

接種券・予診票が到着
診療所などに直接予約をします
※ 接種できる診療所などは、同封する案内
をご覧ください。

電話で予約

2回目の予約は、
接種時にできます

自動音声応答サービス
☎4565-0123

予約した日時に診療所などで
接種します

診療所などで接種

約350カ所の診療所などで
接種可能！

インターネットで予約

https://i-karada.jp/
covid-19.nerima/
yoyaku.html

予約専用ホームページ

予約した日時に病院・区立施設で
接種します

病院・区立施設で
接種

電話で予約

2回目の予約は、
接種の翌日からできます

接種券・予診票が到着

住民登録をしている方に、
区から接種券・予診票を郵送します

住民登録をしている方に、
区から接種券・予診票を郵送します

予約方法の案内などを同封して
います

問合せ
・・ 練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎5984-1633（平日午前9時～午後5時）
・・ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター☎0120-761770（毎日午前9時～午後9時）
・・ 東京都新型コロナワクチン副反応相談センター☎6258-5802（毎日24時間）

最新情報は
コチラ▶
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　新聞未購読で、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。▶問合せ：広報係☎5984-2690ねりま区報送付サービスのご利用を

　新型コロナウイルスの影響で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

固定資産税・
都市計画税

第１期分の納期限は
6/30水

問
合
せ

納入通知書・保険証の送付について…こくほ資格係☎5984-4554
口座振替について………………………こくほ収納係☎5984-4559
納付のご相談………………………納付案内センター☎5984-4547

後期高齢者医療制度 国民健康保険

対象
同一世帯の被保険者に住民税の課税
所得(※)が145万円以上の方がいる
場合で、一定の条件を満たす方

同一世帯の70～74歳の被保険者に
住民税の課税所得（※）が145万円以
上の方がいる場合で、一定の条件を
満たす方

発送日 6/28㈪ 6/23㈬

問合せ 後期高齢者資格係（区役所本庁舎2階）
☎5984-4587

こくほ資格係（同本庁舎3階）
☎5984-4554

※課税所得…収入から各種控除を引いた、住民税を算出するための所得。

高齢者高齢者のの医療費医療費にに関するお知らせ関するお知らせ

　医療費の自己負担割合は、特別区民税・都民税（住民税）の課税状況な
どにより毎年判定され、8月1日㈰から適用されます。対象となる方へ、
新しい自己負担割合が記載された保険証を7月9日㈮以降に順次送付し
ます。7月末までに届かない場合はご連絡ください。
▶問合せ：後期高齢者資格係☎5984-4587

自己負担割合が変わった方へ
～後期高齢者医療制度の保険証を送付

　70歳以上の方で、医療費の自己負担割合が3割と判定された方でも、
収入が一定額未満の場合は、申請すると負担割合が軽減されます。該当
する可能性のある方には、「基準収入額適用申請書」を送付します。持参
または郵送で申請してください。対象などは下表の通りです。

医療費の負担が軽くなると思われる方へ
～基準収入額適用申請書を送付

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、

お知らせ
弁護士による無料相談会
▶対象：借金や税金・家賃の滞納、労
働問題などで経済的にお困りの方▶
日時：7月7日㈬、8月4日㈬午後1時
～4時30分の間の1時間以内▶場所：
生活サポートセンター（区役所西庁舎
3階）▶申込：電話で同所☎3993-
9963

練馬つながるフェスタ2022
の実行委員を募集
　区民の地域活動への関心を高める
ほか、団体間の交流を深めるため、
区内のNPO法人やボランティア団
体の活動などを紹介する催しです。
今回、来年1月に開催予定のフェス
タを企画・運営する実行委員を募集
します。実行委員会は8回程度、主
に平日夜間に開催します。▶対象：
NPO法人やボランティア・サーク
ル活動などの運営に携わったことが
ある方▶募集人数：若干名（選考）▶
申込：区民協働交流センター（ココネ
リ3階）や区ホームページなどにあ
る募集要項をご覧の上、6月25日㈮
までに申し込んでください▶問合
せ：区民協働交流センター☎6757-
2025

国民年金
厚生年金に加入している配
偶者の扶養から外れたとき
は届け出を
　会社員や公務員などの厚生年金加
入者に扶養されている方（20歳以上
60歳未満）は、次のいずれかに当て
はまる場合、第1号被保険者に切り
替える届け出が必要です。
●配偶者が退職・死亡した
● 配偶者が厚生年金加入中に65歳に達
した

● ご自身が収入増や離婚などで扶養か
ら外れた

● ご自身が雇用保険を受給するように
なった

▶問合せ：国民年金係☎5984-4561

環境・リサイクル
あき地の除草はお早めに
　梅雨の時期は雑草の成長が早くな
ります。放置すると、害虫やネズミ
の繁殖、ごみの不法投棄につながり、
近隣の方の迷惑となります。所有
者・管理者の方は、早めに除草や清
掃をしてください。▶問合せ：空き
家等対策係☎5984-1192

区立施設での節電の取り組み
　区は、節電対策として、次の取り

組みを行っています。ご理解とご協
力をお願いします。
●ノーネクタイなどのクールビズ
●室温は28℃に設定
● 照明は施設利用者の安全を確保した
上で、一部消灯

〈節電にご協力を〉
　区民の皆さまや事業者の方も、無
理のない範囲で節電へのご協力をお
願いします。
◎問合せ：環境計画推進係☎5984-
4702

働く
夏季学校プール水泳補助指
導員【登録制】
▶対象：4月1日現在、16歳以上の
方▶日時：学校が指定する日で1日6
時間以内▶場所：区立小中学校▶内
容：小中学生への水泳指導の補助▶
謝礼：1時間当たり1,100円　※交
通費は支給しません。▶申込：履歴
書（写真貼付）に水泳指導の履歴・
健康状態などを記入の上、6月17
日㈭までに本人が直接、保健給食
課学校保健係（区役所本庁舎11階）
☎5984-5729　※郵送不可。　※
簡単な面接を行います。

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15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

介護保険
令和3年度の保険料の決定
通知書を6月16日㈬に発送
　65歳以上の方の保険料は、本人や
世帯の特別区民税の課税状況などに
より算定します。今回、3年度の保
険料が決定しました。納付方法など
詳しくは、決定通知書をご覧くださ
い。　※確定申告や住民税の申告時
期延長に伴い、課税状況を介護保険
料算定に反映できていない場合があ
ります。　※事情により期限内に納
付が困難な方はご相談ください。
〈70歳以上の方の決定通知書は、東
京都シルバーパス購入の際に所得確
認書類として使えます〉
　再発行はできませんので、必要な
方は必ず保管してください。  ※東京
都シルバーパスについては5面参照。
〈保険料などの算定に住民税申告書
の提出を〉
　次の①②のいずれかに当てはまる
方は、保険料や介護保険の利用者負
担段階を決定するため、「住民税申告
書」か「介護保険料等に関する簡易申告
書」の提出が必要です。簡易申告書の
郵送を希望する方はご連絡ください。
① 保険料の所得段階が第3段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して120万円以下

② 保険料の所得段階が第5段階で、本人
の課税対象となる年金収入と合計所
得を足して80万円以下

◎問合せ：資格保険料係☎5984-
4592

令和3年度の納入通知書を
6/17木に発送

　保険料は、昨年中の総所得金額等を基に計算し、納入通知書でお知らせ
します。納付方法など詳しくは、同封の「国保のお知らせ」をご覧ください。　
※国民健康保険は世帯単位の制度です。世帯主本人が国民健康保険に加入
していない場合でも、納入通知書・納付書は世帯主宛てに送付します。
〈保険料のお支払いをお忘れなく〉
　保険料は、納め忘れのない口座振替をご利用ください。納入通知書に
同封の「口座振替依頼書」で申し込みできます。口座振替が開始されるま
での保険料は納付書でお支払いください。
　納付書で支払う場合は、金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、
区民事務所（練馬・石神井を除く)、収納課（区役所本庁舎4階）、こくほ石
神井係(石神井庁舎2階)で納付できます。スマートフォンアプリ（モバイ
ルレジ、PayPay請求書払いなど）も利用できます。　※事情により期限
内に納付が困難な方はご相談ください。

国民健康保険
のお知らせ

●保険証を一斉更新します～普通郵便での送付を希望する方は申し込みを
　現在の保険証の有効期限は、9月30日㈭です。新しい保険証は、9月中
に簡易書留郵便で送付します。普通郵便での送付を希望する方は、申し
込んでください（転送はできません）。▶申込：便箋またはハガキで①普通
郵便希望②保険証の記号番号③住所④世帯主の氏名⑤申込者の氏名・電
話番号を、7月30日（必着）までに〒176-8501区役所内こくほ資格係へ
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休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

歯科

内科・
小児科

▶受付時間：①～③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～
11：30・13：00～16：30・18：00～21：30　※①は平日20：00～
22：30も対応しています。④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00
～16：30

①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
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

問合せ

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
　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
　⑥はつらつセンター関☎3928-1987

施設名 利用できない部屋 その他の業務など 期間

①サンライフ練馬
会議室（9/1㈬から）、
体育室、クラブ室、
職業講習室 左記以外の部屋は、利用

できます
来年3/31㈭
まで

② 石神井公園区民交流
センター

大会議室、研修室、
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 窓口業務は行います
（平日午前9時～午後5時）⑤北町第二地区区民館 全室

⑥はつらつセンター関 講習室 左記以外の部屋は、利用
できます

8/1㈰～来年
2/28㈪

※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。

　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、
下表の区立施設が利用できません。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

ワクチン接種会場などになるため
一部の区立施設が利用できません

防災学習センターで学ぼう！
夏休み子どもカリキュラム
の受講生を募集
　初期消火や家具の転倒対策など、防災の基礎
知識や災害時に身を守る方法を体験学習や講義
を通じて楽しく学びます。
▶対象：小学4～6年生▶場所：防災学習センター▶
定員：各50名（先着順）▶申込：電話またはファクス、
区ホームページ「電子申請」で①講座名（A～Cの別
も）②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤学校名・
学年⑥電話番号⑦保護者の氏名を、7月21日㈬ま
でに同所☎5997-6471 FAX 5997-6472

日程【2日制】
A 7/29㈭・30㈮

B 7/31㈯・8/1㈰

C 8/4㈬・5㈭
※ 時間はいずれも10：00
～12：00。

昨年の様子

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。

福祉・障害のある方
区内障害福祉サービス
（通所施設）個別相談会
▶対象：障害があり通所を希望する
方、特別支援学校高等部を来年3月
に卒業見込みの方など▶日時：7月16
日㈮午後2時～4時▶場所：石神井公
園区民交流センター▶相談を行う施
設：就労移行支援事業所、就労継続
支援事業所、生活介護事業所など▶
申込：当日会場へ▶問合せ：就労支援
係☎5984-1387 FAX 5984-1215

子ども・教育
赤ちゃんと一緒にエクササ
イズ～子育てママの健康講座
▶対象：首のすわった4～12カ月児
と妊娠中に血圧・血糖値が高めと
言われた母親▶日時：7月27日㈫午
前10時～正午▶場所：北保健相談所
▶内容：講義、実技▶講師：健康運
動指導士／加藤有里ほか▶定員：13
組（先着順）▶申込：電話で同所☎
3931-1347

7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
▶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

8㈭
13:00～15:00 32名

　北　
☎3931-1347

30㈮
9:00～11:00 24名

場所（保健相談所）
・申込先 日時 定員

（先着順）

光が丘
☎5997-7722

6㈫
9:00～11:00 24名

石神井
☎3996-0634

9㈮
9:00～11:00 32名

大　泉
☎3921-0217

16㈮
9:00～11:00 24名

　関　
☎3929-5381

12㈪
9:00～11:00 24名

9月までの新規購入のお知らせ9月までの新規購入のお知らせ東京都シルバーパス
　東京都シルバーパスは、70歳以上の方が利用できるバス・都営地下鉄などの乗車証です。
新規購入の方は誕生月の初日から申し込めます。表1の用意するものを持参の上、表2の窓口
で申し込んでください。　※パスの有効期限は9月30日㈭です。

表2　新規交付窓口
窓口名 所在地 電話番号

都営バス 北自動車営業所練馬支所 豊玉上2-7-1 3993-0432

都営地下鉄 練馬駅定期券発売所 都営大江戸線練馬駅構内 5999-8712

関東バス 青梅街道営業所 関町南1-9-3 3928-2121

西武バス

練馬営業所 南田中1-13-5 3996-2525

上石神井営業所 石神井台6-16-1
3867-2525
（上石神井営業

所内）
石神井公園案内所 石神井町4-3-17

大泉学園駅北口案内所 東大泉1-28-1
グランエミオ大泉学園1階

西武観光バス 練馬営業所 高野台1-19-7 5910-6867

国際興業バス 練馬営業所 北町1-13-28 3934-1123

※受付時間など詳しくは、各営業所へお問い合わせください。

表1　用意するもの
対象 課税状況の証明など 本人確認書類 負担料金

① 令和3年度住民税が
課税で、③以外の方 不要

健康保険証、
運転免許証
など

1万255円

② 3年度住民税が非課
税の方 次のア～ウのいずれかの書類

ア  介護保険料納入（決定）通知書
（所得段階が１～６の方）　※2
イ  住民税課税（非課税）証明書
ウ  生活保護受給証明書（生活扶助
の記載があるもの）

1,000円③ 3年度住民税が課税
で、2年の合計所得
金額(※1)が135万
円以下の方

※1　 譲渡所得に係る特別控除がある方は、合計所得金額から控除した額で必要書類が異な
る場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

※2　 6月16日㈬に発送予定（4面参照）。所得段階が7の方でも、税法上の合計所得金額が
135万円以下の場合は対象になります。その場合は、住民税課税証明書を用意してく
ださい。

問合せ （一社）東京バス協会☎5308-6950
（平日午前9時～午後5時）
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ミニガイド
◆護身術と合気道体験講習会▶対
象：小学生以上▶日時：6月22日㈫・
29日㈫午後4時～5時30分【2日制】▶
場所：大泉学園町体育館▶費用：200
円（小学生は無料）▶申込：電話または
ハガキで①講習会名②住所③氏名④
年齢⑤性別⑥電話番号を、6月19日
（必着）までに〒178-0062大泉町3-2-
13-403　練馬区合気道連盟・新元☎
042-798-2335
◆オンライン開催・区民健康医学
講座「症状のでない弁膜症～大動脈
弁疾患の最近の治療方法」▶日時：
6月26日㈯午後2時～3時▶申込：6月
23日㈬までに、順天堂大学練馬病院
ホームページ（https：//hosp-nerima.
juntendo.ac.jp/）から申し込んでくだ
さい▶問合せ：順天堂大学練馬病院☎
5923-3111
◆江古田プチバザール▶日時：6月
27日㈰午前10時～午後2時▶場所：西
武池袋線江古田駅北口駅前通り▶内
容：フリーマーケット▶問合せ：江古田
駅北口商店会・佐久間☎3993-4435

◆SSC平和台夏のクラブまつり▶日
時：7月4日㈰Ⓐ午前10時～正午Ⓑ午後
1時30分～3時30分▶場所：平和台体
育館▶内容：ニュースポーツ体験、ボッ
チャなど▶定員：各60名（先着順）▶申
込：電話またはファクス、電子メール
で①催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号を、6
月25日㈮までにSSC平和台☎ FAX
5921-7800 Eメール ssc-heiwadai@
nerimassc.gr.jp
◆緑陰ウオーク「旧日光道中～草加
宿を歩く」▶日時・場所：7月10日㈯
午前9時東京メトロ銀座線浅草駅集合
～東福寺（埼玉県草加市）～札場河岸公
園～午後0時30分東武伊勢崎線獨協
大学前駅解散（約6㎞）▶定員：40名（抽
選）▶資料代など：500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、6月25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）
◆普通救命講習会▶日時：7月16日㈮
午前9時～正午▶場所：練馬消防署▶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▶定員：8
名（先着順）▶テキスト代：1,500円▶申

込：電話で同所☎3994-0119
◆新日本スポーツ連盟練馬テニス
大会（硬式）チーム対抗団体戦（女
子・男子・ミックスダブルス）▶対
象：女性3～6名と男性3～6名で構成さ
れたチーム▶日時・内容：予選リーグ…
8月14日㈯（Ⅰ部・Ⅱ部）・15日㈰（Ⅰ
部・Ⅱ部）　決勝トーナメント…8月
21日㈯　※予備日22日㈰。　※組み
合わせ抽選会を8月7日㈯午後6時30分
から光が丘体育館またはオンラインで
実施。▶場所：土支田庭球場▶定員：各
12チーム（先着順）▶費用：1チーム1万
2000円▶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

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
◆やってみよう！ペガーボール▶対
象：小中学生　※保護者の参加も可。
▶日時：6月26日㈯午前10時～11時
30分▶場所：光が丘区民センター3階
▶定員：30名（先着順）▶申込：電話で練
馬区ペガーボール協会・原田☎090-
3234-5584

ねりまイクメン講座
◆パパとおいしいぎょうざを作ろう
▶対象：小学生と父親▶日時：6月27日
㈰午前11時30分～午後2時30分▶場
所：勤労福祉会館▶定員：12名（先着順）
▶費用：1人500円▶持ち物：エプロン、
三角巾▶申込：電話でマイ・クッキン
グ・鈴木☎3921-7317（午後1時～5時）

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：6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：
6月15日㈫午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068
◆江古田ゆうゆうロード▶日時：6月
15日㈫午前10時～午後8時▶問合せ：
萩原☎090-7735-1804

介護学べるサロン
　介護や健康に役立つ講座です。▶問
合せ：在宅介護支援係☎5984-4597
◆もしバナゲームとACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）ガイドブッ
ク「わたしの思い手帳」▶日時：6月25
日㈮午後6時～8時▶場所：ココネリ3階
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話でミ
ニケアホームきみさんち☎3929-2208

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 と

■小学生軟式野球　練馬アークス・
ジュニア・ベースボールクラブ　毎
土・日曜、祝休日の4時間以内　城北中
央公園など　入会金5,000円　月会費
6,000～8,000円　初回は無料体験可　
中桐☎070-8564-3212 Eメール info@
arx-junior-baseball.tokyo（要予約）
■ 優しい英語　50歳以上の初心者対
象　毎火曜午前11時～正午　石神井庁
舎5階　入会金1,000円　月会費4,000
円　初回は無料体験可　浜本☎080-
1520-8481（要予約）
■ 60代からの初級者英会話レッス
ン　フジフラワー　月3回金曜午後
1時～2時　生涯学習センター　外国
人講師が指導　入会金1,000円　月会
費4,200円　初回は無料体験可　原沢
☎070-3824-4297（要予約。平日午
後4時まで）

● 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

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

　練馬区美術家協会会員による洋画・日本画・彫刻・工
芸などの作品約70点を展示します。▶日時：7月2日㈮～
11日㈰午前10時～午後6時（11日は午後4時まで。入館
は閉館の30分前まで）　※5日㈪は休館。▶場所・問合
せ：練馬区立美術館☎3577-1821▶招待出品：人間国宝
（江戸彫金）／桂盛仁

観覧無料 第67回 練馬区美術家協会展

6/21㈪～7/1㈭【展示作業のため】お休みします

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、

講座・催し
ディズニー映画から考える
「わたしたちのメディアリ
テラシー」
　ディズニー映画からジェンダーに
関する表現を学ぶほか、メディアか
ら発信される情報を主体的に読み取
る力を身に付けます。▶日時：7月3日
㈯午後2時～4時▶場所：男女共同参
画センターえーる▶講師：武蔵大学名
誉教授／国広陽子▶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（ふりが
な）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、6月18日㈮までにお
知らせください。

歴史講座
「中村の歴史と今昔風景」
　デジタル化した地域資料「中むら
の昔」を通して、中村地域の歴史を学
びます。▶日時：7月11日㈰午後2時
～4時▶場所：貫井図書館▶講師：郷
土史家／葛城明彦▶定員：30名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3577-1831

ハーブテラスの催し～ラベン
ダーバンドルズ（スティック）作り

▶日時：6月17日㈭Ⓐ午前11時～11
時40分Ⓑ午後1時～1時40分Ⓒ午後

2時～2時40分▶場所：区役所アトリ
ウム▶講師：NPO法人自然工房めば
えスタッフ▶定員：各8名（先着順）▶
申込：6月16日㈬までに電話でみど
り推進課保全係☎5984-1683

オンライン講座「オリンピッ
ク・パラリンピックと人権
～どんな関係が？」
▶日時：7月16日㈮午後6時30分～8
時▶講師：東京都立大学客員教授／
舛本直文▶定員：20名（先着順）▶申
込：電話またはファクス、区ホーム
ページ「電子申請」で①講座名②代表
者の住所・氏名・電話番号③参加人
数を、7月9日㈮までに人権啓発担
当係☎5984-1452 FAX 3993-6512
〈区役所本庁舎20階で同時放映〉
▶定員：20名（先着順）▶申込：上記と
同じ　※保育室（6カ月以上の未就学
児対象。定員4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、7
月5日㈪までにお知らせください。

マイフレンド講座「障害を
知り、必要な配慮を学ぶ」
　障害の特性や障害のある方への配
慮などを学ぶほか、障害者施設の様
子を紹介します。▶日時：7月7日㈬
午前10時～正午▶場所：区役所本庁
舎20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、7
月6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。　※
手話通訳・点字資料を希望する方
は、6月30日㈬までにお知らせくだ
さい。

スポーツ
区民体育大会　ライフル射撃
▶対象：鉄砲所持許可証、日本ライ
フル射撃協会推薦銃をお持ちの方▶
日時・内容：Ⓐ7月3日㈯・4日㈰午
前9時から…ARS・ARP・AP・HRⒷ
9月26日㈰午前8時30分から…SFR
3P60・SFRP60Ⓒ12月5日㈰午前8
時30分から…LBR3P60・LBRP60▶
場所：Ⓐ総合体育館ⒷⒸ長瀞射撃場
（埼玉県長瀞町）▶申込：ハガキで①
競技会名②種目（Ⓐ～Ⓒの別）③住所
④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥性別⑦電
話番号を、開催日の2週間前までに
〒177-0033高野台3-36-15-208　
練馬区ライフル射撃協会事務局へ
▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
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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

　日頃、商店街を利用している方への感謝の気持ちを込めて、各商店街
で「練馬区商業まつり中元売出し」を行います。詳しくは、練馬区商店街
連合会ホームページ（https://www.nerima-kushoren.jp/eventlist）を
ご覧ください。　※開催期間や抽選方法は、商店街により異
なります。▶区の担当：商工係▶問合せ：練馬区商店街連合会
☎3991-2241

　期間中、商業まつりに参加し
ている商店街（右のポスターを
掲示）で買い物をした方を対象
に「練馬区内共通商品券」などが
当たる抽選を行います。

抽選で景品が抽選で景品が
当たります当たります

6/236/23水水～7/31～7/31土土

練馬区商業まつり中元売出し

　サハリン（樺太）の植物や風景に
魅せられた版画家・船崎光治郎(明
治33年～昭和62年)は、植物学者・
牧野富太郎と交流がありました。
今回、船崎光治郎が出版した「図説
樺太の高山植物 上巻」の原画や「樺
太名勝八景」の下絵を紹介します。

ギャラリートーク
（学芸員による展示解説）

▶日時：6月27日㈰、7月18日㈰
Ⓐ午後2時30分～2時50分Ⓑ午後3
時～3時20分▶定員：各15名（先着
順）▶申込：電話で同所へ

シュミットソウ
船崎光治郎画
（個人蔵）

奥鉢五湖　船崎光治郎画（個人蔵）

ヒトツバオキナグサ
東京都立大学牧野標
本館蔵

6/12㈯～8/15㈰9：30～16：30 ※火曜休館。

企画展
入場無料

樺太の植物と風景
～船崎光治郎と牧野富太郎

場所・問合せ 牧野記念庭園記念館☎6904-6403

発見！ 地図から練馬を見てみよう

　江戸時代の村絵図や近代の地形図などさまざまな種類の地
図から、かつての練馬区の様子や移り変わりを紹介します。

　東西に石神井川（水

色部分）が流れていて、

川沿いに水田（黒部分）

が広がっていることが

分かります。▲  上石神井村絵図（練馬区登録文化財・栗原家文書）　
　江戸時代

Pick Up!

上石神井村絵図

※月曜休館（ただし、8/9㉁は開館）。
6/12㈯～8/9㉁   9:00～18:00

場所・問合せ 石神井公園ふるさと文化館☎3996-4060

企 画 展

展示解説会
▶日時:7月2日㈮・25日㈰午後2時～2時30分▶定員:各30
名（先着順）▶申込:当日会場へ

観覧無料

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。   令和3年（2021年）6月11日 7



　感染した人の血を吸った蚊が、他の人の血を吸うことで広がる病気で
す。感染すると、発熱などの症状が出る場合があります。蚊が多く発生
する10月ごろまでは注意が必要です。

　蒸し暑い日や、風が弱く気温・湿度が高い日は、体温調節がうまくで
きなくなり、熱中症にかかりやすくなります。今年は外出自粛が続き、
暑さに慣れていないことから、より注意が必要です。適切な予防法を知
り、熱中症を防ぎましょう。

　食中毒は、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事にも、危険が
たくさん潜んでいます。細菌による食中毒が増加する夏に向けて、予防のポイントを紹介します。

　めまい、立ちくらみ、筋肉痛、多量の汗、吐き気、頭痛などがありま
す。特に意識がない、けいれん、高熱、まっすぐ歩けないという症状が
ある時は救急車を呼びましょう。

　高齢者、乳幼児、持病（心臓疾患や糖尿病など）のある方、肥満の方、
暑さに慣れていない方、長時間の作業や運動をする方、閉め切った室内
でエアコンをつけない方など。

　生の魚や肉に付いていた細菌が、手指や調
理器具から食品に付き、食中毒の原因になる
ことも。常に清潔にしましょう。

　細菌が増えないよう、早く食べましょう。
また、保存する場合は冷蔵庫に入れましょう。

　多くの細菌は熱に弱いので、食品の中心ま
で十分に加熱しましょう。また、食器や調理
器具などは、熱湯や塩素系漂白剤で消毒しま
しょう。

　樹木の剪
せん
定
てい
や草むしりなどを

して、蚊が潜む場所を減らしま
しょう。

熱中症予防～5つのポイント

食中毒予防～3つのポイント

　屋外では適宜マスクを外す

付けない！

ボウフラの発生場所を
なくす

蚊が潜む場所を
減らす

❶

❶ ❷

❸

❶ ❹

❺

❷

❸

増やさない！ やっつける！

　日傘や帽子を活用し暑さを避ける

　室内でもこまめに水分や
　塩分をとる

　エアコンや扇風機を活用する

　炎天下や風通しが悪い場所での
　運動や作業は控える

コロナ禍の熱中症熱中症予防

家庭でできる食中毒食中毒予防

デング熱デング熱熱中症熱中症 食中毒食中毒 暑暑いい夏夏をを安全安全にに過過ごそうごそう

デング熱・ジカウイルス感染症デング熱・ジカウイルス感染症予防

都や区の取り組み
　都と区は、石神井公園や光が丘公園、豊玉公園、こどもの森緑地、
大泉さくら運動公園、武蔵関公園で蚊のサーベイランス調査（監視調
査）を実施します。調査結果は、区ホームページでご覧になれます。
また、区では、感染症が拡大する恐れが生じた場合に、速やかに駆除
などの対応ができる体制を整えています。

　ボウフラ（蚊の幼虫）は少量の水
たまりがあれば生息できます。家の
周りの水たまりをなくしましょう。

主な症状

このような方は注意

蚊の発生対策～2つのポイント

問
合
せ

デング熱・ジカウイルス感染症について
…感染症対策係☎5984-4671
蚊の発生予防や駆除について
…環境衛生監視担当係☎5984-2485

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☎3929-5381】

問合せ 食品衛生担当係☎5984-4675

距離を十分に

2m以上

❷
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