
今号の注目情報

練馬区公式フェイスブック練馬区公式ツイッター

■感染者数が激増しています 2面
■税の申告はお早めに   6・7面
■練馬産業見本市×ねりま漬物物産展
　 12面

全ての方の接種を
さらに前倒しします

ワクチン3回目接種

●これから1・2回目の接種をする方は、サンライフ練馬や一部の診療
所などで接種できます。

● 2回目接種後に練馬区へ転入した方は、接種券の申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

●接種会場への移動が困難な方にリフト付き福祉タクシーの利用料金
を助成します。詳しくは、お問い合わせください。

※接種券は、到着まで１週間程度かかる場合があります。
※ すでに接種券が届いている方も、前倒し後の時期を目安に接種でき
ます。

接種券発送スケジュール

2回目接種日
接種券発送日

65歳以上 18～64歳
8/1～6

発送済み 2/14㈪
8/7～13
8/14～20 2/7㈪

2/28㈪
8/21～27 2/14㈪
8/28～9/6 2/21㈪

3/7㈪9/7～13 2/28㈪
9/14～20 3/7㈪

接種券が届き次第、予約できます
接種時期

約350カ所の
診療所

6カ所の
病院

10カ所の
区立施設など
(2/1現在は6カ所)

ワクチンの
種類

ファイザー
一部モデルナを使用

ファイザー モデルナ

予約方法 診療所に
電話で予約

ネット予約

電話予約

☎050-3174-  
6435（※）

（毎日24時間自動応答）

接種会場・ワクチンの種類・予約方法
状況が一変しました。オミクロン株が
猛威を振るい、かつてない勢いで急激に
感染が拡大しています。誰もが驚き、戸
惑い、先行きへの不安に襲われています。
練馬区は、全国自治体を先導しながら、

コロナ対策に全力を尽くしてきました。
先月も、65歳以上の方への3回目接種を
23区で最も早く開始しました。今月から
は、65歳未満の方・保育所など子ども
関連施設従事者・基礎疾患のある方も前倒しします。
増加する自宅療養者についても、既に昨年秋から、医師会や
薬剤師会はじめ医療関係者の皆様と協力体制を構築し、対応し
ています。
皆様と力を合わせれば、コロナ禍は必ず克服できます。しかし、
今は誰もがいつ感染してもおかしくありません。区民の皆様には、
接種券が届き次第、ワクチンを接種されるとともに、改めて、
マスクの着用、手洗いや消毒など、基本的な感染防止対策の一
層の徹底をお願いいたします。
ご自身はもちろん、ご家族はじめ大切な方々の命と健康を守
るためにも、お一人お一人が危機感を持って行動して頂きたい
と思います。
私も、全力を尽くす決意です。

練馬区長 前
ま え

川
か わ

燿
あ き お

男

コロナ禍を克服するため全力を尽くします

65歳以上の方
2回目接種の6カ月後からA 

18～64歳の方
2回目接種の7カ月後からB 

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

https://vaccines.sciseed.jp/
nerima-vaccine/

　区内在勤を含む保育所・幼稚園・小中学校などの職員と、基礎
疾患のある方は、前倒しで接種できます。接種券が届き次第、予約・
接種してください。▶接種会場：区立施設（モデルナ）

子ども関連施設の職員と基礎疾患のある方は
7カ月後より早く接種できます

2/3㈭から
❶☎050-5433-  

5548
2/2㈬まで

❷☎5984-1281
（いずれも9：00～17：00）

※ 1・2回目をモデルナで接種し、病院での3回目接種を希望する方は、
❶❷の電話番号で予約してください。

毎月1日・11日・21日発行
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施設名・所在地 定員
ナーサリールームベリーベアー練馬（練馬1-17-1 ココネリ4階） 4名
さくらさくみらい練馬（豊玉北4-33-17） 5名
豊玉第三保育園（豊玉南3-32-37） 10名
にじいろ保育園中村一丁目（中村1-15-29） 5名
上石神井保育園（上石神井4-21-3） 15名
心羽えみの保育園石神井台（石神井台3-36-10） 8名
にじいろ保育園関町北五丁目（関町北5-12-9） 5名
AIAI NURSERY 大泉学園（大泉学園町1-1-7） 11名
にじいろ保育園東大泉（東大泉1-12-10） 5名
光が丘わかば保育園（光が丘7-6-19） 4名
アンジェリカ田柄保育園（田柄1-6-3） 3名
さくらさくみらい光が丘（田柄5-6-20） 5名
みらいく高松園（高松6-28-29） 6名
にじいろ保育園平和台（平和台1-31-9） 3名
太陽の子平和台保育園（平和台4-22-16） 6名

　4月からの利用を希望する方は、保育課や区ホームページにある申
込書に記入の上、2月28日（必着）までに保育課保育支援係に提出し
てください。　※申込書は2月15日㈫から配布します。　※利用は
最長で来年3月31日㈮までです。▶対象：令和4年4月1日㈮現在1歳
で、認可保育園・地域型保育事業の4年4月の利用調整の結果、保留
となったお子さん▶利用料金（月額）：3万5000円（8時間以内）、4万
5000円（11時間以内）　※生活保護受給世帯、住民税非課税世帯は
免除。　※児童扶養手当受給世帯は1万円減額。

1歳児1年保育（待機児童対策） 2/28
（必着）

認可保育園・地域型保育事業 （2次受け付け）

　4月からの利用を希望する方は、申込書に就労証明書などの必要書
類を添えて、2月22日（必着）までに提出してください。新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いし
ます。
※申込書などは、区ホームページにも掲載しています。

2/22
（必着）

申込書の配布場所・申込先

保育課入園相談係（区役所本庁舎10階）☎5984-5848
総合福祉事務所・光が丘（光が丘区民センター2階）☎5997-7714

・石神井（石神井庁舎3階）☎5393-2802
・大泉（大泉学園ゆめりあ1〈4階〉）☎5905-5263

問合せ 保育支援係☎5984-1491

4月からの入園児
を募集

● 3密の回避、人と人との距離の確保、マスク
の着用、手洗いなど、基本的な感染防止対
策の徹底を引き続きお願いします。

● 不要不急の外出は自粛してください。特に、
感染対策が徹底されていない飲食店などの
利用を控えるようお願いします。

● 区立施設は一部利用を制限しています。
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第5波をはるかに上回る
スピードで増加
（1月20日の東京都モニタリング会議資料より）

●区内の感染者数の
　推移（1月25日時点）

第5波 第6波

　新型コロナウイルスワクチンは、発症や感染・重症化を予防する効果が確認されています。ワクチンの効果は時間の経過と
ともに低下しますが、3回目の接種により免疫を強化し、効果を持続させることができます。

ワクチン接種は感染・重症化予防に有効です

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、

感染者数が
激増しています
～感染拡大防止にご協力をお願いします
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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。

　区内の道路や公園遊具などの不具合を区民の皆さまから投稿していただきます。
区は、いただいた情報を基に素早く対応します。

　ねりレポホームページ（https://nerirepo.jp）をご覧の
上、専用アプリ「ねりレポ」をダウンロードして登録してくだ
さい。区内在住・在勤（在学）の方であれば、どなたでもレ
ポーターになれます。

ねりまちレポーターになろう！
アプリをダウンロードして

広聴担当係☎5984-4501問合せ

道路のポールが折れている！

砂場のブロックが割れている！

公園のベンチの板が外れて
いる！

道路のポールが折れている！道路のポールが折れている！

砂場のブロックが割れている！
砂場のブロックが割れている！
砂場のブロックが割れている！

消火器ボッ
クスの扉が

壊れている
！

  令和4年（2022年）2月1日 3

「ねりまちレポーター」とは

みんなの気付きでよいまちへ
ねりまちレポーターを募集

区に送信♪
壊れていて危ないな…

車止めが折れて
いる

❶不具合を撮影 ❷スマートフォンで投稿

折れた車止めを
直しました

❸区が対応

ねりレポでは、地域で見かけた「まちを笑顔に
するちょっといい行動」や、皆さん自身による
「ちょっといいことしました」の投稿も受け付けて
います。ぜひ、投稿してください。

「まちを笑顔にする皆さんの行動」も
受け付けています

すぐに対応！

写真を撮って
投稿！



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、

　職場の健康保険に加入していた方が退職して、家族が加入する健康保険
などの扶養にならない場合、健康保険の加入方法は、主に次の2つです。
月々の保険料が異なるので、退職前に調べた上で、どちらに加入するか考
えましょう。

1 国民健康保険に加入する
　加入手続きが必要です。手続きが遅れた場合でも、保険料は職場の健康
保険をやめた日までさかのぼってお支払いいただきます。
▶必要書類：①健康保険の資格喪失証明書②届け出人の本人確認書類（マイ
ナンバーカードや運転免許証など）③世帯主と加入する方のマイナンバー
が確認できる書類　※代理人が届け出をする場合は、委任状も必要です。
▶受付窓口：こくほ資格係（区役所本庁舎3階）、こくほ石神井係（石神井庁
舎2階）、区民事務所（練馬・石神井を除く）　※届け出は郵送でもできま
す。詳しくは、お問い合わせください。

2 職場の健康保険を任意継続する
　職場の健康保険に一定期間加入していた場合は、退職後20日以内に健
康保険組合などで手続きをすると、その保険を継続できます（最長2年間。
退職後２年以内に75歳になる場合はその前日まで）。　※職場の健康保険
でも、国民健康保険組合の場合は、任意継続制度はありません。

　現在、追加で募集する農園や区画数を調整しています。詳しくは、区
報2月11日号または区ホームページでお知らせします。▶問合せ：都市
農業係☎5984-1398

　区民交通傷害保険は、交通事故でけがをした場合に治療期間に応じて
保険金が支払われる制度です。自転車利用者に加入が義務付けられてい
る自転車賠償責任保険などに対応したコースもあります。詳しくは、区
ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。▶対象：4月1
日㈮現在、区内在住の方▶保険期間：4月1日㈮～来年3月31日㈮▶引受
保険会社：損害保険ジャパン㈱（承認番号SJ21-08569〈令和4年1月20日
作成〉）▶申込：申込書に保険料を添えて、3月31日㈭までに申込先へ▶申
込書の配布場所・申込先：区内金融機関・郵便局▶問合せ：損害保険ジャ
パン㈱東京公務開発部☎3349-9666、安全対策係☎5984-1309

区分
保険料（介護分保険料を含む）

※令和3年度現在。

計算の仕方 月平均最高限度額

1 国民健康保険に加入 前年の所得から算定 8万2500円
（年99万円／世帯）

2 職場の健康保険を
任意継続

退職時の標準報酬月額（給与
月額）から算定（在職中の約2
倍）

・協会けんぽ
　…3万4920円
・ 健康保険組合…健康保険組
合により異なる

コース
（※1）

保険料
（一時払）

最高保険金額

交通傷害 自転車賠償（※2）

XJ 1,400円 35万円

1億円
AJ 1,900円 150万円

BJ 2,500円 350万円

CJ 3,500円 600万円

A   900円 150万円

―B 1,500円 350万円

C 2,500円 600万円

※1  全てのコースに被害事故補償（最高保険金額600万円）が付きます。
※2   自転車運転中に他人にけがを負わせたり、他人の財物を壊したりしたときの損

害を補償します。
問合せ

国民健康保険…こくほ資格係☎5984-4554
協会けんぽ……全国健康保険協会東京支部☎6853-6111
健康保険組合…これまで加入していた健康保険組合

退職前に考えましょう  退職後の健康保険 区民農園利用者の追加募集
～後日、区報などでお知らせします

区民交通傷害保険の加入者を募集

ねりま区報送付サービスのご利用を
　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

お知らせ
防災懇談会の区民委員を募集
　区の災害対策について区民の皆さ
まの意見を伺うため、懇談会の区民
委員を募集します。　※交通費程度
の謝礼あり。▶対象：区内在住・在
勤（在学）で、任期中数回程度、平日
の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：10名程度（選考）▶申込：郵送ま
たはファクス、電子メールで①住所
②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号
⑤電子メールアドレス（ある方のみ）
⑥略歴⑦応募動機（400字程度。様
式自由）を、2月28日（必着）までに
〒176-8501区役所内危機管理課庶
務係☎5984-2762 FAX 3993-1194
Eメール kikikanri01@city.nerima.
tokyo.jp

「成人の日のつどいのお祝い
品」の引き換えはお早めに
　成人の日のつどいで配布したお祝
い品引換券の有効期限は2月10日㈭
です。対象店舗でねりコレ商品など

と引き換えてください。▶問合せ：
育成支援係☎5984-1292

弁護士による成年後見制度・
遺言・相続などの無料相談会
▶対象：高齢者・障害のある方とそ
の家族など▶日時：2月26日㈯午前
10時～午後4時の間の45分間▶場
所：石神井庁舎5階▶定員：20組（先
着順）▶申込：電話で権利擁護セン
ターほっとサポートねりまへ▶問合
せ：ほっとサポートねりま☎5912-
4022 FAX 3994-1224

国民年金
年金受給者が亡くなったと
きは早めに届け出を
　国民年金を受給している方が亡く
なったときは、未支給の年金を受け
取れる場合があります。提出先や必
要な書類は、受給していた年金の種
類によって異なります。詳しくは、
お問い合わせください。▶問合せ：練
馬年金事務所☎3904-5491　※障
害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年
金は、国民年金係☎5984-4561で
も受け付けます。

福祉・障害のある方
区からの通知を点字付き封
筒で送付します～希望する方
は申し込みが必要です

　区が送付する通知の一部の封筒
に、4月から通知名や担当部署など
の点字を付けます。併せて、通知を
発送する旨を電子メールでお知らせ
することもできます。知り合いの対
象者に紹介してください。▶対象：
区内在住で視覚障害のある方▶申
込：電話または電子メールで①点字
付き封筒②住所③氏名（ふりがな）④
生年月日⑤電話番号⑥電子メールに
よるお知らせの希望の有無（有の場
合は電子メールアドレスも）を、ひ
と・まちづくり推進係☎5984-1296
Eメール tiikifukushi08@city.nerima.
tokyo.jp

手話講習会
（手話通訳者養成クラス）
　区の手話通訳者を目指す方のため
の講習会です。受講に先立ち実技試
験を行います。▶対象：区内在住・
在勤（在学）の19歳以上で、練馬区
手話講習会上級クラス修了程度の方　
※過去に2回以上受講した方と他の
自治体の登録通訳者は受講できませ
ん。▶日時：4月19日～来年3月7日
の火曜Ⓐ午前9時45分～11時45分
Ⓑ午後6時45分～8時45分【祝日な
どを除く。42日制】▶場所：中村橋
区民センターなど▶定員：各15名

（選考）▶受講料：2,400円（障害者手
帳をお持ちの方は無料）　※教材費
実費。
〈実技試験〉
▶日時：2月27日㈰午前9時50分～
午後1時▶場所：中村橋区民センター
▶試験内容：読み取り筆記、テープ
による聞き取り表現▶申込：往復ハ
ガキまたは区ホームページ「電子申
請」で①講習会名（ⒶⒷの別も）②住
所（区外の方は勤務先〈学校名〉と所
在地も）③氏名（ふりがな）④年齢⑤
電話番号⑥職業⑦手話の学習場所・
年数⑧このクラスの受講経験の有無
（有の場合は受講年度も）⑨聴覚障害
者に関するボランティアなどの活動
経験⑩簡潔な志望動機を、2月10日
（必着）までに〒176-0021貫井1-9-1　
中村橋福祉ケアセンターへ
◎問合せ：中村橋福祉ケアセンター
☎3926-7211 FAX 3970-5676

住まい・まちづくり
都営住宅の入居者を募集
（都公募分）
　申し込み資格など詳しくは、申込
書と一緒に配布する募集案内をご覧
ください。　※地元割当分の募集は
ありません。▶申込書・募集案内の
配布期間：2月9日㈬まで▶配布場
所：区民事務所（練馬を除く）、図書
館（南大泉図書館分室を除く）、区役
所庁舎案内（本庁舎1・2階）、住宅
課（同13階）▶問合せ：東京都住宅供
給公社☎3498-8894
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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。

問合せ 議会事務局☎5984-4732 FAX 3993-2424

第一回区議会定例会

第4期分の納期限は2/28月

ねりまプレミアム付商品券の
ご利用はお早めに

2月4日㈮ 議会運営委員会、本会議（区長所信表明、議案上程）
2月7日㈪～9日㈬ 本会議（一般質問）
2月10日㈭ 常任委員会
2月14日㈪ 特別委員会
2月15日㈫ 常任委員会
2月16日㈬～3月1日㈫　予算特別委員会
3月2日㈬ 議会運営委員会、予算特別委員会
3月3日㈭ 本会議（追加上程）、予算特別委員会、常任委員会
3月4日㈮～8日㈫ 予算特別委員会
3月9日㈬ 議会運営委員会、本会議（先議）
3月10日㈭ 常任委員会、特別委員会
3月11日㈮ 予算特別委員会
3月15日㈫ 議会運営委員会、本会議（議決） 　スマートフォンの決済アプリを使って納付書のバーコードを読み取ると

納付できます。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

　ねりまプレミアム付商品券の有効期限は２月28日㈪
です。商店街の取扱店（右のポスターを掲示）で商品券
をご利用ください。詳しくは、ねりまプレミアム付商品
券ホームページ（https://premium.nerima-shotengai.
jp/）をご覧ください。▶区の担当：商工係▶問合せ：
練馬区商店街連合会☎3991-2241

2/4金～3/15火

固定資産税・都市計画税

2/28月まで

※ 日程は変更になる場合があります。傍聴や手話通訳を希望する方は、事
前にお問い合わせください。

買い物は少人数・短時間でお願いします。

高松農の風景公園の都市計
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：
2月3日㈭～17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：みどり推
進課計画係☎5984-1659

空き家活用Ⓐ説明会Ⓑ建築
士相談会Ⓒ事例見学会
▶対象：空き家を所有している方な
ど▶日時：2月27日㈰Ⓐ午前10時～
10時30分Ⓑ午前10時30分～正午
Ⓒ午前10時～午後1時の間の30分
間▶場所：ⒶⒷ東大泉中央地域集会
所Ⓒハッピーお茶屋ころころ（東大
泉1-15-10）▶定員：ⒶⒷ各10名Ⓒ6
名（先着順）▶申込：2月22日㈫まで
に電話でみどりのまちづくりセン
ター☎3993-5451　※同ホーム
ページ（https：//nerimachi.jp/）か
らも申し込めます。

事業者向け
小規模事業者登録制度の
ご利用を
　区が発注する小規模工事や物品
購入、委託などの契約の受注機会
を増やすための制度です。登録方
法など詳しくは、区ホームページ
をご覧ください。　※受注を保証
するものではありません。▶対象：
次の①②の両方に当てはまる区内
事業者　①電子調達サービスで練
馬区の競争入札参加資格を取得し
ていない②従業員の数がおおむね
20名以下　※他にも要件がありま
す。▶問合せ：中小企業振興係☎
5984-1483

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、地
域で高齢者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：
2月22日㈫午前10時～正午▶場所：
関町リサイクルセンター▶定員：20
名（先着順）▶申込：電話で関町ボラ
ンティア・地域福祉推進コーナー☎
3929-1467

ジュニアリーダー養成講習会
　野外活動などを通してグループ
活動の楽しさやルール、レクリエー
ション活動の知識や技術などを学
びます。運営・指導は練馬区青少
年委員会とジュニアリーダー養成
講習会修了者が行います。▶対象：
小学4年～中学2年生　※区立小中
学校以外の方は、お問い合わせく
ださい。▶申込：区立小中学校で配
布する募集案内や区ホームページ
をご覧の上、2月16日（消印有効）
までに申し込んでください▶問合
せ：青少年係☎5984-4691

働く
介護・福祉のお仕事フェアin
ねりま「ふくしの仕事はじめ
てセミナー＆相談・面接会」
　区内の介護・障害福祉サービス事
業所で働く方が、仕事の魅力や体験
談などを紹介します。また、就職相
談や面接も行います。▶日時・内容：
2月27日㈰Ⓐ午後1時30分～3時（セ
ミナー、相談・面接会）Ⓑ午後3時～
4時30分（相談・面接会）▶場所：コ
コネリ3階▶定員：各45名（先着順）
▶申込：電話で練馬福祉人材育成・
研修センター☎6758-0145　※お
子さん連れ可。　※参加法人名など
詳しくは、同ホームページ（https://
www.nerima-carenet.jp/）をご覧
ください。

環境・リサイクル
令和2年度地球温暖化対策
報告書がご覧になれます
　一定規模のエネルギーを使用した
区立施設の年間二酸化炭素排出量、
温暖化対策の実施状況などをまとめ
た報告書ができました。報告書は、

区ホームページでご覧になれます。
▶問合せ：環境計画推進係☎5984-
4702

お休みします
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…2月11日㈷【電気設
備点検のため】
〈大泉学園町体育館☎5905-1161〉
…2月14日㈪・15日㈫【器具点検な
どのため】　※温水プールは16日
㈬・17日㈭も利用できません。
〈平和台図書館☎3931-9581〉…2月
14日㈪～18日㈮【館内整理のため】

高齢者
スマホ教室
～スマホデビューしませんか

　スマートフォンの基本的な操作を
習得できます。▶対象：区内在住の
60歳以上の方▶定員：各10名（抽
選）▶区の担当：高齢社会対策課管理
係▶申込：開催日の7日前までに電
話でスマートフォン普及啓発事業事
務局☎3804-3381（平日午前9時～
午後5時）　※スマートフォンをお
持ちでない方には、無料で貸し出し
します。

場所 日時

西大泉敬老館 2/26㈯
9：30～12：30

上石神井敬老館 3/10㈭
9：30～12：30

〈個別相談会も同時開催〉
▶時間：午後1時～4時▶申込：当日
会場へ

はつらつシニアクラブ
～「はつらつ度」測定します

　体組成（脂肪や筋肉の量など）、血
管年齢、骨の健康度などの測定やフ
レイルチェック（心身の活力低下の
有無を確認）などを行い、アドバイス
をします。また、運動や文化活動な
ど近隣で活動している団体の紹介も
行います。　※②は健康・生活相談
あり（要予約）。　※ペースメーカー
を使用中の方は一部の測定ができま

せん。　※申し込みは1人1会場です。
▶対象：区内在住の65歳以上の方▶
定員：各50名（先着順）▶区の担当：介
護予防係▶申込：電話でスポーツク
ラブルネサンス石神井公園☎5910-
3975（午前11時～午後7時）

場所 日程

①早宮地区区民館 2/15㈫

②中村南スポーツ交流センター 2/17㈭

③上石神井南地域集会所 2/25㈮

※時間はいずれも9：30～12：00。

お口とカラダの元気を引き
出すトレーニング
～ねりまお口すっきり体操講習会

▶対象：65歳以上の方▶日時：3月
4日㈮午前10時～正午▶場所：石神
井保健相談所▶講師：健康運動指導
士／原眞奈美▶定員：12名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3996-
0634

健康・衛生❶
介護相談・交流カフェ
「一人で抱えない介護のコ
ツ～助っ人は必須!?」
　介護に役立つお話のほか、介護経
験のある支援者による相談会を行い
ます。▶日時：2月26日㈯午後2時
～4時▶場所：街かどケアカフェさ
くら（桜台地域集会所内）▶講師：介
護離職防止対策促進機構理事／飯野
三紀子▶定員：10名（先着順）▶申
込：電話で同所☎5946-2311

Zoomを使用したオンライン
講演会「大災害！うちのペッ
トはどうしたらいいの？」
▶日時：2月20日㈰午後2時～3時▶講
師：NPO法人アナイス代表／平井潤
子▶定員：100名（先着順）▶申込：電子
メールで①講演会名②住所③氏名④
電話番号を、2月14日㈪までに生活
衛生課管理係☎5984-2483 Eメール
seikatueisei01@city.nerima.
tokyo.jp
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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、 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。

練馬区情報番組 2月の放送内容
【  1日～15日】●発見！ねりまの食材を使ったスイーツ
【16日～28日】●魅力再発見  練馬がいちばん

毎日午前9時・正午・午後8時の3回、ケーブルテレビJ：COM（ジェイコム）チャンネル東京（地上デジタル11チャンネル）で放送中。
※区ホームページ「ねりまほっとライン」や動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」の練馬区公式チャンネル（https://www.youtube.com/
user/nerimach）からもご覧になれます。　※番組へのご意見、ご要望を広報戦略係にお寄せください。▶問合せ：広報戦略係☎5984-2693

　令和4年度分の住民税の申告と3年分の所得税（復興特別所得税含む）の確定申告を受け付けます。

申告は3/15火まで

税の種類 申告期限 納期限 問合せ

特別区民税・都民税（住民税）
3/15㈫

※ 所得税の確定申告をする方は、
住民税・個人事業税の申告は不
要です。

普通徴収の場合、年4回
（6・8・10・1月の末日）

区役所内
税務課区税第一～第四係
☎5984-4537

所得税
復興特別所得税

3/15㈫
※口座振替は4/21㈭。

税務署
練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711

個人事業税 年2回（8・11月の末日） 豊島都税事務所☎3981-1211
贈与税 3/15㈫ 3/15㈫ 税務署

練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711個人事業者の消費税・地方消費税 3/31㈭ 3/31㈭

※口座振替は4/26㈫。
※期限を過ぎて申告した場合、4年度住民税の特別徴収税額通知書・普通徴収納税通知書への反映が間に合わない場合があります。

の申告はお早めに税

1公的年金等を受給している方へ
〈所得税〉
　3年中の公的年金等の収入が次のいずれかに
当てはまる場合は確定申告が必要です。
①公的年金等の収入金額が400万円を超える
② 公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ
以外の合計所得が20万円を超える
③外国の法令に基づく公的年金等を受給している
※ 確定申告が不要な場合でも、還付を受けるた
めに、確定申告をすることができます。

〈住民税〉
　確定申告が不要な場合でも、公的年金等に
係る雑所得以外の所得がある場合や、控除内

4 主な税制改正のお知らせ
　住宅ローン控除の特例の延長や、子育てに関
する助成の非課税措置などが改正さ
れました。詳しくは、区ホームペー
ジをご覧ください。
5 ふるさと納税ワンストップ特例制度
の適用除外について

　医療費控除などの確定申告書や住民税申告書
を提出する場合、地方公共団体に対するその年
の寄付が6カ所以上の場合は、ワンストップ特
例（確定申告を行わず、住民税から寄付金税額
控除を受けられる特例）の適用は受けられませ
ん。確定申告で控除の適用を受けてください。

容に変更・追加のある場合は住民税の申告が
必要です。
2医療費控除を申告する方へ
　医療費控除の申告を行う場合は、「医療費控除
の明細書」の提出が必要です。領収書の添付な
どでは受け付けられませんのでご注意くださ
い。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間
保存してください。
3 上場株式等の所得に係る課税方法の
選択について

　特定配当等・特定株式等譲渡所得について、
確定申告とは別に住民税の申告をすることで、
所得税と異なる課税方法（申告不要制度、申告

6 ふるさと納税の申告手続きが簡単に
なります

　地方公共団体が発行する「寄付金の受領書」の
代わりに、特定の事業者が発行する「寄付金控
除に関する証明書」でふるさと納税の寄付金控
除の手続きができます。事業者の一
覧は、国税庁ホームページでご覧に
なれます。

分離課税、総合課税〈配当所得のみ〉）を選択で
きます。納税通知書が届く前に専用の住民税申
告書で手続きをしてください。専用の住民税申
告書は、税務課で配布するほか、区ホームペー
ジにも掲載しています。　※3年分の確定申告
から、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部
を申告不要とする場合に、確定申告書で住民税
の申告不要を選択できるようになりました。

知っておきたい税のはなし

■住民税の申告が必要な場合
・練馬区に住んでいる
・区外に住んでいて、区内に事務所・事業所などがある
　※いずれも4年1月1日現在。

〈次のいずれかに当てはまる場合は申告不要です〉
・税務署に所得税の確定申告をする
・ 3年中の所得が給与所得のみで、勤務先から区に給与支払報告書が提出
されている

・ 3年中の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、年金支払先から公的年金等
支払報告書が提出されている（下の「知っておきたい税のはなし」1参照）

■申告書の配布と発送
　申告書は、区民事務所（練馬を除く）と税務課（区役所本庁舎4階）で配布
するほか、区ホームページにも掲載しています。昨年、住民税の申告をし
た方などには、2月3日㈭に申告書を発送します。

■ネット申告のご利用を
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、スマートフォンやパソコン

での申告にご協力をお願いします。
〈スマートフォンでの申告がさらに簡単・便利に！〉
・スマートフォンのカメラで源泉徴収票を撮影すると自動入力できます
・株取引（特定口座など）の譲渡損失額をスマートフォンで入力できます

■税理士による無料申告相談会
小規模納税者の所得税（復興特別所得税を含む）と消費税、年金受給者と給

与所得者の所得税の申告が対象です。土地、建物、株式などの譲渡所得と退
職所得は除きます。
　入場には整理券が必要です。整理券がなくなり次第、受け付けを終了します。
〈整理券の入手方法〉
①電話・インターネットで事前に申し込み

■にせ税理士にご注意ください
税理士資格のない者が税務相談などを受けることは、法律で禁止されて

います。税理士バッジ・証票を確認してください。

■ 税務署の確定申告書作成会場は
2/1㈫～3/15㈫に開設

　受付時間は午前8時30分～午後4時です（相談は午前9時15分から）。申告
書の提出のみの場合を除き、入場には整理券が必要です。整理券がなくな
り次第、受け付けを終了します。　※区内全域の方を対象に、練馬東税務
署で2月20日㈰・27日㈰に申告書の受け付けと作成の相談を行います。
〈整理券の入手方法〉
①LINEで事前に申し込み
　国税庁のLINEアカウントを「友だち」に追加して手続きを行
うと、事前に整理券を入手できます。
②当日会場で申し込み ▶アカウント名：国税庁

■住民税の申告は郵送または窓口で
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお
願いします。次の書類を税務課に提出してください。
〈提出書類〉
①住民税の申告書（ある方のみ）
②所得や経費の明細が分かるもの（給与所得の場合は源泉徴収票）
③ 控除額が分かるもの（医療費控除の明細書(※)、生命保険料・地震保険料・
国民年金保険料などの領収書や証明書の原本、社会保険料の支払金額が
分かるもの、障害者手帳など）　※住民税の医療費控除・セルフメディケー
ション税制の明細書は、申告書を郵送する場合に同封します。また、区ホー
ムページにも掲載しています（下の「知っておきたい税のはなし」2参照）。
④ マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しなど
と本人確認書類　※郵送の場合は写し（マイナンバーカードは両面）を提
出してください。

問合せ 区税第一～第四係☎5984-4537 問合せ 練馬東税務署☎6371-2332、練馬西税務署☎3867-9711

●申告窓口

場所 日程
（土・日曜、祝休日を除く） 時間

税務課（区役所本庁舎4階） 2/16㈬～3/15㈫ 8：30～17：00

石神井庁舎5階 2/16㈬～28㈪

9：00～12：00

13：00～16：00

東大泉中央地域集会所 2/17㈭・18㈮

早宮・上石神井南地域集会所 3/1㈫・2㈬

大泉町地域集会所 3/3㈭・4㈮

光が丘区民センター2階
3/9㈬～11㈮

関区民センター

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

住民税の申告 所得税・消費税・贈与税の
確定申告申告は区役所へ 郵送申告が

オススメ！ 申告は税務署へ

詳しくは、国税庁ホームページの
確定申告書等作成コーナー
（https://www.keisan.nta.go.jp/）をご覧ください。

保険料の正しい算定のために申告をおすすめします
　国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料などは、住
民税の申告内容に基づき算定します。各保険の加入者で、昨年中に所
得がなかった方や、所得が一定以下の方は、申告をしてください。保
険料の軽減などには世帯全員分の申告が必要です。

②当日会場で申し込み

管
轄

日程
（土・日曜を除く） 受付時間 場所

練
馬
東

税
務
署

2/1㈫～4㈮
9:30から

光が丘区民センター2階
2/8㈫～10㈭ ココネリ3階

練
馬
西

税
務
署

2/2㈬～7㈪ 9：30～11：30
13：00～15：30

関区民センター
2/7㈪～10㈭ 石神井庁舎5階

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。
※ 会場で作成した申告書等の提出もできます。管轄区域が異なる場合は、管轄の税務署
へ提出（郵送可）してください。

ネット申告が
オススメ！

（https://www.keisan.nta.go.jp/）をご覧ください。

問合せ

124の所得税、6について…
練馬東税務署☎6371-2332、
練馬西税務署☎3867-9711
124の住民税、35について…
区税第一～第四係☎5984-4537

練馬東税務署管轄区域 練馬西税務署管轄区域

☎0570-006-597
インターネット インターネット

☎0570-006-598

https://coubic.com/nerima-ezei/
booking_pages

https://coubic.com/nerima-wzei/
booking_pages

※電話予約は、午前9時～午後6時に受け付けます。
※インターネット予約は、相談日の2日前までに申し込んでください。
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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、

必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

6
日
㈰

小間沢接骨院（早宮4-25-3） ☎5999-1550
たけくま整骨院（高松6-26-2） ☎3995-7378
大賀接骨院（大泉学園町7-19-5）☎3867-0702

11
日
㈷

羽沢接骨院（羽沢1-20-8） ☎3993-0890
いとう接骨院（田柄3-23-11） ☎3999-0009
ほがらか接骨院（上石神井1-5-6）☎6904-7183

13
日
㈰

杏文接骨院（氷川台3-29-4） ☎5920-2121
大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232
たかつか接骨院（大泉学園町4-18-41）☎3978-1127

20
日
㈰

牧内整骨院（北町1-1-18） ☎3931-1050
ゆうし接骨院（高松3-13-7） ☎5848-3252
てらす整骨院（南大泉4-55-7） ☎6767-8348

23
日
㈷

三晴接骨院（小竹町2-8-8） ☎3958-4325
いとう接骨院（田柄3-23-11） ☎3999-0009
関口接骨院（東大泉7-29-22） ☎3921-4970

27
日
㈰

ごとう接骨院（桜台2-1-5） ☎3994-7804
小林接骨院（練馬4-20-6） ☎3992-9805
愛身堂東映通接骨院（東大泉2-18-2）☎5387-6789

●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

練馬総合病院（旭丘1-24-1） ☎5988-2290

●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：日曜・祝休日の午前9時～午後7時

●テレホンサービス
●東京消防庁救急相談センター
　「救急車を呼ぶべきか迷ったら…」
　　携帯電話など ☎♯7119
　　ダイヤル回線 ☎3212-2323
●東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
　☎5272-0303（毎日24時間自動応答）
●東京消防庁救急病院案内
　練馬消防署 ☎3994-0119
　光が丘消防署 ☎5997-0119
　石神井消防署 ☎3995-0119

2月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

●休日急患診療所
場所 受付日時

小
児
科

練馬区夜間救急こどもクリニック
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎2階）
☎3994-2238
※ 小児科専門医が診療。

平日の20：00～22：30
土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30、18：00～21：30
※予約不要。
※ 15歳以下の方は保護者同伴。

内
科
・
小
児
科

練馬休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎2階）
☎3994-2238

土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30、18：00～21：30
※予約不要。
※ 15歳以下の方は保護者同伴。

石神井休日急患診療所
（石神井町3-30-26　石神井庁
舎地下1階）☎3996-3404

歯
科
練馬歯科休日急患診療所
（豊玉北6-12-1　区役所東庁舎3階）
☎3993-9956

日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～16：30
※当日、電話で要予約。

　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。事前に各機関へ電話で
確認してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低
所得の子育て世帯の方に、令和3年5月から給付金を
支給しています。対象や申請方法など詳しくは、お
問い合わせいただくか、区ホームページをご覧くだ
さい。▶支給額：児童1人当たり5万円（1
回限り）▶問合せ：練馬区子育て世帯臨時
特別給付金コールセンター☎5984-1191

低所得の
子育て世帯向け

生活支援特別給付金の
申請は2/28㈪までに

健康・衛生❷
ペット相談
　獣医師がしつけや病気などについ
て無料で相談を受け付けます。　※
ペットを連れての来場はご遠慮くだ
さい。▶日時：2月8日㈫・22日㈫
午後1時30分～4時30分▶場所：区
役所アトリウム▶申込：当日会場へ　
※電話相談☎3993-1111（代表）も
できます。▶問合せ：生活衛生課管
理係☎5984-2483

オーラルフレイルを予防す
る！すこやか健

けん

口
こう

教室
▶日時：3月9日㈬午前10時～正午　
※正午～午後1時30分に個別相談会・
歯科健診あり。▶場所：石神井公園区
民交流センター▶内容：講義、実技▶
定員：50名（先着順）▶申込：電話で歯
科保健担当係☎5984-4682　※参加
者には、舌ブラシを差し上げます。

そうだ、薬剤師に聞いてみよう
～お薬相談会

▶日時：2月16日㈬午後1時～3時▶
場所：区役所アトリウム▶申込：当日
会場へ　※電話相談☎3993-1111
（代表）もできます。▶問合せ：医務
薬事係☎5984-1352

血圧が高いと言われたら
～高血圧とうまく付き合う生活と食事

▶日時：3月2日㈬午後1時30分～3
時▶場所：関保健相談所▶内容：講義
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話
または電子メールで①講座名②住所

③氏名④年齢⑤電話番号を、同所☎
3929-5381 Eメール sekihoso@city.
nerima.tokyo.jp

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：3月1日㈫午後2時～3時30
分▶場所：石神井保健相談所▶講師：
スポーツプログラマー／山内道子▶
定員：15名（先着順）▶申込：電話で
同所☎3996-0634

ゲートキーパー養成講座「ゲー
トキーパーの役割を考える」
　ゲートキーパーとは、悩んでいる
人に気付き、話を聴いて、必要な支
援につなぎ見守る人のことです。講
座では、病気への理解や周囲がとる
べき対応について学びます。▶日時：
2月28日㈪午後1時15分～2時45分
▶講師：NPO法人ゲートキーパー
TONARINO／大久保光男▶申込：
電子メールで①講座名（12の別
も）②住所③氏名（ふりがな）④電話
番号を、2月14日㈪までに精神支援
担当係☎5984-4764 Eメール hoken
yobou07@city.nerima.tokyo.jp　
※1は電話でも申し込めます。
1区役所本庁舎20階で開催
▶定員：50名（先着順）
2Zoomで開催
▶定員：100名（先着順）

ゲートキーパー・フォロー
アップ講座「傾聴・相談の
スキルアップのために」
▶対象：ゲートキーパー養成講座を受
講した方▶日時：3月2日㈬午後1時
30分～4時30分▶場所：ココネリ3階

▶講師：NPO法人メンタルケア協議
会理事／西村由紀▶定員：60名（先着
順）▶申込：電話または電子メールで
①講座名②住所③氏名（ふりがな）④
電話番号⑤ゲートキーパー養成講座
の受講年度を、2月24日㈭までに精
神支援担当係☎5984-4764 Eメール
hokenyobou07@city.nerima.
tokyo.jp

子ども・教育
国立・都立・私立小中学校
への入学には届け出を
　お子さんが区立以外の小中学校へ
入学する場合は、届け出が必要です。
▶届け出方法：郵送…区ホームページ
にある書類に入学許可書または入学
承諾書の原本を同封して、学務課学
事係へ　窓口…入学許可書または入
学承諾書の原本を、区民事務所また
は学務課学事係（区役所本庁舎12階）
へ▶問合せ：学務課学事係☎5984-
5659

3月の赤ちゃん準備教室
～沐

もく
浴
よく
体験コース（平日）

▶対象：妊娠中の方　※家族1名の参
加も可。▶内容：お風呂の入れ方の
実習など▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：電話またはファクスで①教室
名②住所③氏名（ふりがな）④電話番
号⑤出産予定月を、各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日程 定員
（先着順）

光が丘☎5997-7722
FAX 5997-7719 18㈮ 16組

石神井☎3996-0634
FAX 3996-0590 11㈮ 20組

　関　☎3929-5381
FAX 3929-0787 7㈪ 10組

※ 時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

3月の赤ちゃん準備教室
～沐浴体験コース（土・日曜）

▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方　※家族1名の参加も可。▶内
容：お風呂の入れ方の実習など▶持
ち物：母子健康手帳▶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（1はⒶⒷの別も）②住
所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤出

産予定月を、2月14日（必着）までに
各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日時 定員
（抽選）

1豊玉
（〒176-0012
豊玉北5-15-19）
☎3992-1188

12㈯
Ⓐ9：00～
　12：10
Ⓑ13：45～
　15：05

Ⓐ48組
Ⓑ24組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

19㈯
9：00～
11：40

30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

5㈯
9：00～
12：00

20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

オトコの暮らし力アップ講座
～パパと赤ちゃんのゆったりヨガ

▶対象：首のすわった3カ月～1歳6
カ月児と父親▶日時：3月5日㈯午前
10時～正午▶場所：男女共同参画セ
ンターえーる▶講師：ベビーヨガイ
ンストラクター／中島千草▶定員：
10組（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
参加者全員の氏名（ふりがな）③お子
さんの年齢④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、2月
18日㈮までにお知らせください。

今の家事、そのままでイイ？
～家族が笑顔になる「家事シェア」
のヒント！

▶対象：子育て中の夫婦　※1名での
参加も可。▶日時：2月27日㈰午前10
時30分～午後0時30分▶場所：男女
共同参画センターえーる▶講師：整理
収納アドバイザー／飛永友▶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②参加
者全員（2名まで）の氏名（ふりがな）・
年齢③代表者の電話番号を、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、2月13日㈰
までにお知らせください。
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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。

▶対象：区内在住で、週1回以上の来
園と、土曜または日曜に開催する農
業教室（全15日程度）に参加できる
世帯▶利用期間：4月1日㈮～来年1
月31日㈫▶定員：100世帯(初めての
方を優先の上、抽選)▶年間利用料：
3,000円　※野菜の種や肥料など
は、実費(共同購入)です。▶申込：往
復ハガキで①農業教室②代表者の住
所・氏名(ふりがな)・電話番号を、
2月18日(必着)までに〒176-8501
区役所内みどり推進課施設係へ　※
申し込みは1世帯1通です。　※結果
は2月28日㈪までに通知します。

●丁寧な指導で初心者でも安心して野菜を作れる！
●１区画約6㎡の畑で9種類の野菜を作れる！ 
（共同畑では、他の野菜も作れます）

農業教室の講習生を募集！ 問合せ みどり推進課施設係
☎5984-1664

▶交通：西武バス・国際興業バスで「土支田二丁
目」下車徒歩7分、「土支田地蔵」下車徒歩5分、みど
りバス保谷ルートで「土支田地域集会所」下車徒歩
10分　※体が不自由な方を除き、車での来園はご
遠慮ください。

案内図
バス停
「土支田二丁目」

補助230号線

バス停
「土支田地蔵」

至光が丘駅

バス停
「土支田地域集会所」

薬局
銀行

（土支田3-34-26）

土支
田通
り

土支田農業公園

おすすめポイント！

土支田農業公園

（共同畑では、他の野菜も作れます）

▶対象：4月1日㈮現在、次の①～③の全てに当てはまる方　①区内在住・在学
の小学4年生～17歳②月3回土曜午後に生涯学習センター分館で行う練習に参
加できる③原則、希望する楽器の経験がある▶日時：4月16日㈯午後2時から
▶場所：生涯学習センター分館▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①オー
ディション②住所③氏名（ふりがな）④年齢（学生は4月からの学校名・学年も）
⑤電話番号⑥保護者の氏名⑦希望する楽器と経験年数を、3月28日（必着）ま
でに〒176-0001練馬1-17-37　練馬文化センター☎3993-3311 Eメール neri.jr.
ok@neribun.or.jp

弦楽器… バイオリン（第3ポジション以上を習得している方）、ビオラ（バイ
オリン経験者も可）、チェロ、コントラバス（※）

管楽器… フルート、オーボエ（※）、クラリネット、ファゴット（※）、ホルン、ト
ランペット、トロンボーン

※…ピアノなどの経験があり、楽譜が読めれば未経験者も応募可。

募集する楽器

練馬区ジュニア・オーケストラ 第37回 定期演奏会
▶対象：4歳児以上▶日時：3月20日㈰午後2時開演▶場所：練馬文化
センター▶曲目：ヨハン・シュトラウス／喜歌劇「こうもり」序曲など
▶出演：田邉賀一（指揮）ほか▶定員：500名（先着順）▶申込：2月3日
㈭午前10時から電話で練馬文化センター☎3948-9000（チケットの
引き換えは窓口のみ）

入団オーディションを開催

入場
無料

少年少女スポーツ
ふれあいひろば

　光が丘体育館を無料開放し、指導員がさ
まざまなスポーツを教えます。▶対象：幼児
～中学生　※幼児は保護者同伴。▶持ち物：
上履き▶申込：当日会場へ▶問合せ：スポー
ツ振興課事業係☎5984-1947

種目
バドミントン、ストラックアウト、スピードガン（球速測定）、卓球、輪投げ、
縄跳び、ダーツ
※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

2/19土
10：00～15：00

講座・催し❶
心身障害者青年学級作品展
▶日時：2月20日㈰までの午前9時～
午後9時▶場所：春日町図書館▶内
容：絵画・陶芸作品などの展示▶申
込：当日会場へ▶問合せ：春日町青少
年館☎3998-5341 FAX 3998-5394

名人に学ぶ！
春からの野菜作り
▶対象：18歳以上の方▶日時：2月20
日㈰午前10時～正午▶場所：関町リ
サイクルセンター▶講師：NHK趣味
の園芸やさいの時間講師／加藤正明
▶定員：15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年齢⑤電話番号を、2月10日（必
着）までに〒177-0051関町北1-7-14　
関町リサイクルセンター☎3594-
5351　※リサイクルセンターホーム
ページ（https://www.nerima-rc.
jp/）からも申し込めます。

ふれあいバザールねりま
～障害者施設の自主製品展示・販売会

▶日時：2月8日㈫・9日㈬午前10時
～午後2時▶場所：区役所アトリウ
ム▶内容：クッキーや織物、陶芸品
などの展示・販売▶問合せ：障害者
施策推進課管理係☎5984-4598　
FAX 5984-1215

青年自主企画講座
「なるほど ざ わーるど！」
　青少年館を利用する若者が企画し
た講座です。多文化共生をテーマに、
生活習慣などから互いの違いや共感
を見つける座談会を行います。▶対
象：18歳以上の方▶日時：2月19日㈯
午後2時～4時▶場所：春日町青少年
館▶講師：多言語情報支援員▶定員：
15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住所
③氏名④電話番号または電子メール
アドレスを、同所☎3998-5341 FAX
3998-5394 Eメール youth1@city.
nerima.tokyo.jp

寿大学通信講座　書き初め展
　60歳以上の方を対象とする通信
講座の受講生の作品を展示します。
▶日時：2月19日㈯・20日㈰午前9
時～午後5時（20日は午後4時まで）
▶場所・問合せ：生涯学習センター
☎3991-1667

地域パトロール団体の活動
紹介パネル展
▶日時：2月10日㈭～15日㈫午前8
時45分～午後8時（15日は午後3
時まで）▶場所：区役所アトリウム▶
問合せ：安全安心係☎5984-1027

  令和4年（2022年）2月1日 9



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、

ミニガイド
◆スポーツウエルネス吹矢～コロナ
に負けない呼吸器づくり▶対象：60
歳以上の方▶日時：2月4日～3月25日
の毎金曜午後0時30分～2時（2月11日
を除く）▶場所：桜台体育館▶定員：各
15名（先着順）▶費用：1回1,000円　※
用具をお持ちでない方は別途100円。
▶申込：開催日の前日までに電話でSSC
桜台・南波☎090-1408-9900
◆ライフキッズスポーツクラブ▶
対象：3歳児～小学3年生と保護者▶日
時：2月7日～3月28日の毎月曜午後4
時～5時【3月14日・21日を除く。6日
制】▶場所：大泉学園町体育館など▶定
員：20組（先着順）▶費用：1組1,200円
（3名以上はお子さん1名につき1,000
円追加）▶申込：電話またはファクスで
①催し名②住所③参加者全員の氏名④
お子さんの年齢⑤電話番号を、2月5日
㈯までにSSC大泉☎3921-1300 FAX
3921-1691
◆行政書士による「暮らしと事業の
無料相談会」▶日時：2月10日㈭午前
11時～午後4時▶場所：光が丘区民セン
ター2階▶申込：当日会場へ▶問合せ：
東京都行政書士会練馬支部・橋本☎
5393-5133（平日午前11時～午後4時）

◆親子で体操▶対象：3歳児～小学2
年生と保護者▶日時：2月13日㈰午前
10時～11時30分▶場所：平和台体育
館▶定員：20組（先着順）▶費用：1組
1,000円▶申込：電話またはファクス
で①催し名②住所③参加者全員の氏名
④お子さんの年齢・性別⑤電話番号
を、2月10日㈭までにSSC平和台☎
FAX 5921-7800（平日午前9時～午後
5時）
◆脳活わくわく（スマホ講座・体
操・音楽）▶日時：2月26日㈯午後1
時～3時▶場所：土支田地域集会所▶
定員：30名（先着順）▶費用：500円▶
申込：電話で楽しい有志の会・皆川☎
090-3474-1680
◆高島特別支援学校　学校見学会
▶日時：3月1日㈫午前9時15分から▶
内容：授業見学、校内見学など▶申込：
ハガキで①学校見学会②住所③氏名
④電話番号を、2月21日（必着）までに
〒175-0082板橋区高島平3-7-2　高島
特別支援学校☎3938-0415　※同ホー
ムページ（http://www.takashima-sh.
metro.tokyo.jp/site/zen/）からも申
し込めます。
◆陸上自衛隊第1音楽隊「第46回定
期演奏会」▶日時：3月3日㈭午後6時
30分～8時▶場所：練馬文化センター▶
申込：往復ハガキまたは電子メールで参
加者全員（2名まで）の住所・氏名・年
齢・性別・電話番号を、2月10日（消印

有効）までに〒179-0081北町4-1-1　
陸上自衛隊第1師団広報班☎3933-
1161 Eメール adminpr-1d@inet.gsdf.
mod.go.jp
◆大泉高校公開講座「ミニバスケッ
ト教室」▶対象：小学4～6年生▶日時：
3月7日㈪・10日㈭・11日㈮・14日㈪・
17日㈭～19日㈯午後6時～9時【7日
制】▶保険料：800円▶申込：往復ハガ
キで①講座名②住所③氏名（ふりがな）
④生年月日⑤年齢・学年⑥性別⑦電話
番号⑧ファクス番号（ある方のみ）を、
2月10日（必着）までに〒178-0063東
大泉5-3-1　大泉高校☎3924-0318
◆再就職をめざす女性のための職
業訓練～ワード・エクセル基礎科▶
対象：主に結婚、出産、育児、介護で
退職後、再就職を希望し、ハローワー
クで求職登録をした方▶日時：3月14
日㈪～18日㈮午前10時～午後3時【5
日制】▶場所：石神井公園区民交流セン
ター▶定員：10名（抽選）▶テキスト代：
2,200円▶申込：石神井公園区民交流
センターや男女共同参画センターえー
る、図書館、人権・男女共同参画課（区
役所東庁舎5階）、区ホームページな
どにある募集案内をご覧の上、2月18
日㈮までに募集案内に記載の申込先へ　
※保育室（6カ月以上の未就学児対象）
を利用したい方は、併せて申し込んで
ください。▶問合せ：東京都能力開発
課☎5320-4807

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
◆作ってあそぼう！願いだことブ
ンブンごま▶対象：小学生▶日時：2月
13日㈰午前10時～正午▶場所：サン
ライフ練馬▶定員：20名（先着順）▶費
用：50円▶申込：電話でNPO法人子ど
もの夢と思い出作り舎・山本☎6760-
3378（午後7時～9時）
◆北島愛子のおり・かみしばい▶対
象：3歳児～小学生と保護者▶日時：2月
20日㈰午前10時30分～正午▶場所：
練馬区職員研修所（豊玉北5-27-2）▶定
員：15組（先着順）▶費用：1人100円▶
申込：電話でねりま子ども劇場・橋本☎
080-7008-4775（午後7時～9時）
◆コンサート＆ライブペインティン
グ～きみも小さなアーティストにな
ろう▶対象：3歳児～小学生と保護者
▶日時：2月20日㈰午後2時～3時▶場
所：下石神井小▶定員：40名（先着順）
▶費用：1人500円▶申込：電話でエト
ワール事務局☎080-1075-6243（平
日午前9時～正午）
◆0歳からのスプリングコンサート
withリトミック▶対象：中学生以下の
お子さんと保護者▶日時：3月13日㈰
午前10時30分～11時30分▶場所：東
大泉地区区民館▶定員：20名（先着順）

▶申込：電話でペガサスアンサンブル
事務局☎070-8367-1816
すまいるねりま遊遊スクール

◆飛び出す読み聞かせ「ジップ＆
キャンディ～ロボットたちのクリ
スマス」▶対象：主に知的障害のある
小中学生と保護者▶日時：3月12日㈯
午後2時～3時▶場所：関区民センター
▶定員：100名（先着順）▶申込：電話で
HexaBeat・宮下☎090-4421-4761
（午前10時～午後6時）

子育て学習講座
◆子どもが自分でできる衣類の整
理、親子で一緒に簡単おやつ▶対
象：3歳以上のお子さんの保護者▶日
時：2月17日㈭午前10時15分～11時
30分▶場所：光が丘区民センター6階
▶定員：12名（先着順）▶費用：100円▶
申込：電話で東京第一友の会光が丘方
面・金子☎6676-0057（午後6時～10
時）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：2月4日㈮
午前9時から▶問合せ：鈴木☎3990-
6004

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：2月11日㈷
午前10時～正午・午後1時30分～4時
▶問合せ：東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所☎0422-32-1100

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

■ 社交ダンス無料講習会　初心者～
初級者対象　2月1日～22日の毎火曜
午後7時～9時　春日町青少年館など　
講師　山田裕文　例会…初心者～初級
者対象　毎火曜午後7時～9時　春日
町青少年館など　月会費2,000円　YP
ダンスサークル・内池☎080-1144-
6207（要予約）
■ ゆうき歌謡教室（ピアノ伴奏によ
る演歌の歌唱指導）　60歳以上の初
心者対象　月3回火曜午後2時～4時　
勤労福祉会館　入会金1,000円　月会
費3,000円　田中☎070-5571-9178
（要予約）
■ 韓国語学習　トラジ会　初級者～
中級者対象　第1・3火曜午前9時45
分～11時45分　生涯学習センター分
館　月会費2,500円　年1回韓国料理
教室あり　堀内☎5998-2723（要予
約。午後6時以降）
■ 中国語サロン　①初級者②中級者
対象　毎火曜①午後1時～2時②午後2
時10分～3時50分　光が丘地区区民
館など　中国人講師が指導　月会費①
4,000円②4,500円　教材費年2,640
円　初回は無料体験可　須加☎090-
4414-6932（午後6時～9時）Eメール
rakugaku805@gmail.com（要予約）

■ ほほえみパソコン教室（オンライ
ンによるエクセル・パワーポイン
ト・インターネット関連講座）　パ
ソコンの操作ができる方対象　毎木曜
午後8時～9時、毎金・土曜午前10時
～正午　月会費1,000円　関口☎080-
3013-2707 Eメール keiseki463@
yahoo.ne.jp（要予約）
■ 着付けサークル　麻の葉　初心者
対象　月2回月曜午前10時30分～正
午　都営練馬四丁目アパート集会所　
会費1回1,000円　伊藤☎080-3440-
2323（要予約）
■ 豊洲・築地市場の出張海鮮イベ
ント（調理の体験・仕込みを覚えて
家計の手助け・高級魚貝の試食会）　
毎火・木・土曜午前11時～午後4時　
文化交流ひろば　会費1回1,000円　
石井☎080-5184-1374（要予約。午
後5時～9時）
■ 練馬アカデミー合唱団（混声合唱
組曲「筑後川」「ローレライ」など）　
月3回金曜午後6時30分～9時、月1回
日曜午後2時～4時30分　生涯学習セ
ンターなど　講師　泉翔士　入会金
2,000円　月会費5,000円（学生2,000
円）　楽譜代実費　演奏会分担金あり　
11月5日に大泉学園ゆめりあホールで
演奏会あり　冨永☎3970-2706
■ ヨガサークル satoyoga　40～60
代の初心者対象　第2または第3土曜午
前10時30分～11時45分　土支田地域
集会所　入会金1,000円　会費1回
1,000円　初回は無料体験可　大川☎
080-6922-8607 Eメール o.3103.0108.
jeny.o@ezweb.ne.jp（要予約）

■ 油絵・水彩　やよい会　月4回土
曜または日曜午前10時～正午　練馬
区立美術館　講師　真島直子　入会
金1,000円　月会費6,000円　中田☎
3998-2402
■ 基礎から楽しい俳句　優俳句会
初心者対象　主に第4月曜午後1時～
5時　ココネリ3階　年会費2,000円　
月会費1,000円　初回は無料体験可　
狩野☎3979-1606（要予約）
■ 光が丘レディス囲碁サークル　
60歳以上の初級者の女性対象　毎木
曜午後1時～4時　光が丘地区区民
館　月会費200円　初回は無料体験可　
柴田☎3999-7225 Eメール haru436
shiba@jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 講演会「あの日の福島、その後の
福島」　2月5日午前10時～午後0時
30分　ココネリ3階　講師　フリーラ
イター／吉田千亜ほか　参加費500円
（高校生以下と避難者は無料）　NPO
法人福島こども保養プロジェクト・
練馬・宮下☎090-1253-3180 Eメール
info@hoyounerima.org
■ やさしい英会話　桜　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　外国人講師が指導　
入会金1,000円　月会費4,000円　初
回は無料体験可　浜本☎080-6375-
6622（要予約）
■ マンドリン・ギターの演奏　大泉
マンドリンサークル　初心者～初級
者対象　第2・4水曜午後1時～5時　
勤労福祉会館など　講師　山本雅三　
月会費3,000円　楽譜代月1,000円　
野村☎3904-8455（要予約）

■ 詩吟（漢詩・和歌・俳句・歌謡吟
など）　富士吟道会白秀すみれ教室
月3回火曜午後1時～4時30分　ココ
ネリ3階　月会費3,000円　髙森☎
3991-7765 Eメール cas-takamori@
jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 夏目漱石を読む練馬読書会と図書
館共催「夢十夜の深淵」無料公開講
座　2月12日午後1時～3時　大泉図
書館　講師　劇作家／島田九輔　千葉
☎080-4069-8941（要予約）
■ 講演会「続くコロナ禍で、教育の今
を考える」　2月12日午後6時30分～
9時　ココネリ3階　講師　中央大学教
授／池田賢市　参加費500円　練馬教
育問題交流会・中川☎080-6635-0225

■ 混声合唱団こぶし（名歌・抒情
歌・発声練習）　第2・4日曜午後1時
～4時　生涯学習センターなど　講師　
内田裕見子　入会金1,000円　月会費
2,000円　姫野☎090-7840-0574
Eメール himenokaikei@docomo.ne.
jp
■ 吟詠会（漢詩・新体詩・和歌・
俳句など）　第1～3金曜午後1時～
3時30分　三原台地域集会所　入会
金500円　月会費2,100円　テキス
ト代800円（初回のみ）　初回は無料
体験可　小川☎5387-2576 Eメール
cham12@jcom.home.ne.jp（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

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。

株式会社サン・クリーン/練馬電機商会
（平日10-17時 土日祝日休）
〒176-0012東京都練馬区豊玉北4-1-3 TEL：03-3994-1422

お申込みは 
WEBか
お電話で

【テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機】回収を致します。
※家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金と収集運搬料金を頂戴しております。家電を正しくリサイクル！家電を正しくリサイクル！

▶掲載の対象：区民の方や区内の団
体（代表者と構成員の半数以上が区
民の方）が、区内の公的施設を利用
して行う自主的な活動で、原則とし
て1回の会費が1,500円以内のもの
※営利活動、売名行為、政治・宗教
関係、対象が著しく限定されている
もの、物品などの交換は掲載できま
せん。
▶申込：持参または郵送、ファクス
で〒176-8501区役所内広聴広報
課広報係（本庁舎7階）FAX 3993-
1194　※区ホームページからも申
し込めます。
※掲載は先着順（申し込みからおお
むね3カ月後）です。日付指定の催し
は、掲載希望号の1カ月前が原稿締

め切りです。
※掲載後、次回掲載まで8カ月以上
あけていただきます。
※掲載内容は練馬区が編集・決定を
行います。
▶掲載内容の確認：掲載日の10日ほ
ど前に、委託会社・マムズラボ㈱が
掲載内容の確認を行います。
［記載事項］
①団体名②活動内容・催し名③対象
（経験や年齢、性別などを限定して
いる場合）④日時⑤場所⑥講師⑦入
会金・月会費など⑧予約の有無⑨問
い合わせ先の方の氏名・電話番号・
住所（掲載はされません）⑩掲載希望
号（日付指定の催しのみ）
◎問合せ：広報係☎5984-2690

区民のひろば・投稿のきまり

講座・催し❷
勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶申込：13月
15日㈫2316日㈬までに電話で
同所☎3923-5511
1就労支援講座「セカンドキャリア
準備」
▶日時：3月18日㈮午後6時～8時▶
講師：2級キャリア・コンサルティン

グ技能士／萩原一郎▶定員：30名
（先着順）
2ライフプラン講座「自分なりの終
活の仕方」
▶日時：3月19日㈯午後2時～4時
▶講師：終活支援アドバイザー／早
川修▶定員：30名（先着順）▶費用：
200円
3簡単おもてなし家庭料理教室
▶日時：3月20日㈰午前11時～午
後2時▶献立：五目ずし、小松菜とカ
ニカマのごまあえなど▶講師：食育栄

養インストラクター／須沼三枝子▶
定員：16名（先着順）▶費用：2,000円

スポーツ
都民体育大会練馬区選考会　
ソフトテニス（男子・女子
ダブルス）
▶対象：18歳以上の方（高校生、体
育・スポーツ団体に登録している大
学生を除く）▶日時：3月27日㈰午前

9時から　※予備日4月3日㈰。▶場
所：土支田庭球場▶内容：Ⓐ一般（18
歳以上）Ⓑ成年（35歳以上）Ⓒ壮年
（45歳以上）▶保険料など：1人300
円▶申込：ハガキで①大会名（Ⓐ～Ⓒ
の別も）②2人の住所・氏名（ふりが
な）・年齢・学校名と学年（学生の
み）・性別・電話番号を、3月11日
（必着）までに〒178-0061大泉学園
町1-28-23　練馬区ソフトテニス連
盟・久下へ▶問合せ：スポーツ振興
課事業係☎5984-1947
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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。

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。

法改正セミナー（無料）「パワハラ防止措置義務化とメンタルヘルス対策」
対象：経営者・人事担当者様 日時：2/24㈭13：30～15：30（要予約・前日まで）場所：ココネリ お申し込みはＨＰ又は☎から

ツノヤマ社会保険労務士事務所
練馬区石神井町 1-7-29-211

メンタルヘルス法務主任者
特定社労士  角山史朗

https://www.tsunoyama-sr.com  ☎090-6208-1200

クリヤ・マコト／納浩一／則竹裕之
～アコースティック・ウェザー・リポート

万作・萬斎狂言の会
～しびり・川上・小傘

　超一流のジャズメンが集結します。
出 演　 クリヤ・マコト（ピアノ）、納浩一（ベース）、則竹裕之（ドラム）、エリッ

ク・ミヤシロ（トランペット）、中川英二郎（トロンボーン）
曲 目　 バードランド、アクチュアル・プルーフなど
入場料　 3,500円（全席指定）
予 約　 2月27日㈰午前10時から❶❸

（購入は28日㈪午前10時から❶❷❸）

　野村万作・萬斎による楽しい狂言を
分かりやすい解説付きでお届けします。
入場料　 5,000円（全席指定）
予 約　 2月20日㈰午前10時から❶❷❸

（購入は21日㈪午前10時から
❶❷❸）

ねりぶんJAZZ練馬文化センター（小ホール）

練馬文化センター（小ホール）

割引

割引

優先 小学生

小学生

野村萬斎

3/18 金 5/5 祝

5/11水

13：00開演 15：00開演

19：00開演

練馬文化センター避難訓練コンサート
　警視庁音楽隊によるコンサートと災害発
生を想定した避難訓練を行います。
曲 目　 くるみ割り人形より「花のワルツ」、

「主よ、人の望みの喜びよ」など
定 員　 400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）・年齢・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、2月18日(必着)までに
〒176-0001練馬1-17-37　練馬文化センターへ　※❸からも申し込
めます。※車いす席を利用したい方や避難訓練時に配慮が必要な方は、
その旨もお知らせください。

練馬文化センター（大ホール） 0歳以上

チケット
予約・購入
はこちらで

友の会会員は優先予約ができます。 友の会会員は 1割引きで購入できます
（各公演 2枚まで）。

友の会会員には各種特典があります。入会については、お問い合わせください。

●❶練馬文化センター（練馬駅下車中央北口徒歩1分）
☎3948-9000（チケット予約電話。午前10時～午後5時）
●❷大泉学園ゆめりあホール（大泉学園駅下車北口徒歩１分。大泉学園ゆめりあ１〈５階〉）
●❸練馬文化センターホームページ　https：//www.neribun.or.jp/nerima.html
※車いす席・難聴者用イヤホンを利用したい方は、●❶にお問い合わせください。
※電話予約で完売の場合は、窓口での販売はありません。

優先 割引

未就学児は入場できません。小学生 該当年齢から入場できます。●歳以上

☎3993-3311
https://www.neribun.or.jp/nerima.html問合せ練馬文化センターの催し
入場無料

警視庁音楽隊

納浩一、クリヤ・マコト、則竹裕之
©KoichiMorishima

エリック・ミヤシロ 中川英二郎

野村万作

ベルデゴールデンウィーク期間（4/29㈷～5/7㈯）の

抽選申し込みを開始
●結果
　2月24日㈭に発送を予定しています
●抽選後の空き室予約方法
　電話で旅行サービスコーナーまたはイン
ターネットで
●区内在住・在勤（在学）の方
　…3月10日㈭から
●区内在住・在勤（在学）でない方
　…3月11日㈮から

●対象
　区内在住・在勤（在学）の方など　※区内
在住・在勤（在学）でない方が半数を超える
グループは、申し込みができません。
●申込
　右の申込書に記入の上、往復ハガキの往
信の裏面に貼って、2月14日（必着）までに
〒176-8501区役所内少年自然の家係へ　
※2通以上申し込んだ場合は、無効になり
ます。

　ベルデ（少年自然の家）は、長野県軽井沢町（軽井沢）・上田市（武
たけし
石）、千葉県南房総市（岩井）にある宿泊施

設です。利用は1グル－プ1回のみで2泊までです。　※ベルデ下田は3月31日㈭で一般営業を終了します。

1 希望施設と日程（2泊まで）を第3希望まで
（和室、洋室の指定はできません）

2希望する部屋数
(左下の表参照)

第
1
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室

第
2
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室

第
3
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室

3利用者数　 大人　　  人・中学生　　  人・小学生　　  人
　　　　　　 幼児（3歳以上　　  人・2歳以下　　  人）
　　　　　　 （うち車いす利用者　　  人）

4申込代表者
〒　　　-
住所 練馬区

氏
ふり

名
がな

                                    ☎                                 
利用当日まで連絡の取れる電話番号を記入してください

5運動施設・研修室の利用を希望する場合は、付帯設備名、利
用日時を○で囲み、どちらかの□にチェックを入れてください。
【付帯設備名】　グラウンド ・ 体育館 ・ テニスコート ・ 研修室
【利用日時】　　初日午後    ２日目午前・午後    ３日目午前
□付帯施設が利用できない場合は、宿泊も希望しない
　□付帯施設が利用できなくても、宿泊を希望する

ゴールデンウィーク一般利用抽選申込書（4/29㈷～5/7㈯）

https://verde.city.nerima.tokyo.jp/shizen/

インターネット
でも

申し込めます
予約受け付けサイトはこちら

部屋の種類と個室利用料金 ※別途、基本料金などが掛かります。

施設名 3人定員
（3,000円／室）

4人定員
（4,000円／室）

8人定員
（無料／室）

軽 井 沢☎0267-46-4141 8室 11室 24室
武石本館☎0268-86-2526 6室 － 18室
武石新館☎0268-86-2525 1室（※1） 14室 －
岩 井☎0470-57-4141 4室（※2） 6室 16室（※2）
※1　車いす対応の部屋です。　※2　団体のみ利用できます。

問合せ 旅行サービスコーナー
☎5984-1234

　旅行サービスコーナーは3月31日㈭で営業を終了します。4月1日㈮以降に電話予約
をする際は、各ベルデに直接、ご連絡ください。

4月以降に電話予約をする際は「各ベルデ」へ
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問合せ 練馬漬物事業組合（㈱雅香岡田内）☎3995-6601

問合せ 練馬産業見本市事務局☎3423-3602練馬産業見本市ねりまEXPO
特徴ある商品・技術を展示・販売！

人気の「練馬大根のたくあん漬け」も販売！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または内容に変更がある場合があります。令和4年（2022年）2月1日  12

　「加藤農園（三原台）」の新鮮なイチゴなどを販売します。　※なくなり次第終了。

練馬産イチゴの直売会も開催！

　区内事業者の技術やサービスを紹介する「練馬産業見本市」と、練馬大根の
たくあん漬けなどを販売する「ねりま漬物物産展」を同時開催します。ぜひ、
お越しください。▶ 区の担当：中小企業振興係

産業見本市 漬物物産展
ねり
まの「いいもの」大集合！

ココネリ3階2/20● 10:00～16:00日

第34回ねりま漬物物産展

約50種類の漬物が勢ぞろい！
　練馬大根を塩と米ぬかで漬け込んだ「ねりま本干た
くあん」のほか、べったら漬け、奈良漬け、はりはり
漬けなど、さまざまな漬物を販売します。こだわり
の逸品を、ぜひご賞味ください。

たくさんの大根
を干せる伝統の
「たち編み」で天
日干しにします

塩と米ぬかで漬け
込んで「ねりま本
干たくあん」ので
きあがり！

漬物物産展
N

都営
大江戸線

至池袋
練馬駅

練馬文化センター練馬文化センター

西武池袋線西武池袋線

ココネリ
3階

区内の38事業者が出展！

　練馬ならではのおいしい食品を販売し
ます。　※会場内での飲食はできません。
出展内容　お弁当、パン、和洋菓子など

食料品・飲食ゾーン
　区内事業者の最先端の技術を紹介します。
出展内容　 LED商品、アクリル製造、情報セ

キュリティなど

機械・技術・製造ゾーン

　日々のくらしを快適にする商品やサー
ビスを紹介します。
出展内容　化粧品、おもちゃ、衣類など

くらしのゾーン
詳しくは、練馬産業見本市ホームペー
ジ（https://nerima-sangyo-mihonichi.
com/ ）をご覧ください。

＼他にもさまざまなブースが出展！／

販売場所・問合せ
練馬地区アグリセンター（春日町1-17-34）☎3999-7851
とれたて村石神井（石神井町5-11-7）☎3995-3132
ふれあいの里（桜台3-35-18）☎3991-8711
こぐれ村（大泉学園町2-12-17）☎3925-3113
にりん草（板橋区高島平3-12-21）☎3975-2189
※なくなり次第終了。   ※営業日時はJA東京あおばホームページをご覧ください。

　区民事務所（練馬を除く）やココネリ3階、石神井観光案内所、経済課（区
役所本庁舎9階）などにある注文用紙に記入の上、郵送の場合は2月10日
（消印有効）、ファクスの場合は2月14日㈪までに練馬漬物事業組合へ

郵送やファクスでも申し込めます

JA東京あおばでも販売します
　「ねりま本干たくあん」を1本650円で販売します。
▶販売開始日：2月21日㈪▶区の担当：農業振興係

オンラインでも販売します

※2月23日㈷以降にお届けします。

ねり漬.com
https://neritsuke.com

申し込みは2/14㈪まで！

▶交通：練馬駅下車北口徒歩1分




