
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、

　区民表彰は、区の自治の振興・発展や区民の生活と文化の向上など
に功労のあった方をたたえるために行うものです。令和4年度の受賞者
133名をお知らせします（氏名は功労別の50音順。敬称略）。▶問合せ：
総務係☎5984-2600

自治功労
市川　惠子（光が丘3）
島田　拓（光が丘3）
山内　隆夫（光が丘7）
山岡　エミ（桜台3）

地域社会育成功労
赤澤　 枝（上石神井4）
池田　雄幸（小竹町1）
池田　久美子（東大泉1）
石井　奈美江（早宮3）
伊藤　直美（旭町2）
稲垣　優子（南大泉3）
今井　澄雄（光が丘3）
𫝆福　佐喜男（大泉町5）
岩堀　七郎（豊玉南3）
内田　壽雄（平和台1）
遠藤　芳子（中村2）
大浦　立嘉（上石神井南町）
太田　茂子（下石神井6）
大場　巴（土支田3）
小川　典余（田柄3）
小野村　美代子（北町2）
小美濃　清光（大泉学園町2）
恩田　信男（光が丘2）
柿澤　勝子（下石神井2）
樫村　雅信（高松2）
勝田　修（豊玉中3）
加藤　桂子（関町北5）
鴨田　浩（土支田3）
河口　京一（石神井町4）
菊池　マツノ（練馬2）
岸本　憲二郎（石神井町5）
木寅　典恵（大泉町5）
木村　實（練馬3）
小池　直行（南大泉1）
齋藤　喩（貫井4）
坂原　利見（谷原3）

佐々木　俊一（南田中5）
佐藤　由美子（春日町2）
重村　隆子（小竹町2）
篠　幸彦（小竹町1）
清水　利明（豊玉北5）
清村　正美（上石神井3）
白﨑　敏子（氷川台3）
鈴木　政清（南大泉3）
須永　康（高松2）
田中　康雄（石神井台8）
千葉　晴子（豊玉南3）
粒良　三夫（旭町2）
當房　秀俊（南大泉1）
冨張　國守（錦2）
豊田　誠（高野台5）
永井　文子（南大泉5）
西澤　忠一（栄町）
丹羽　幸男（北町3）
藤田　フミ子（大泉町1）
二葉　幸三（光が丘6）
堀　和雄（北町3）
水島　磐男（上石神井1）
山川　徳次（南田中5）
山根　孝（板橋区）
吉川　進一（北町3）
𠮷村　厚子（桜台1）

税務功労
金澤　豊（田柄1）
金山　友也（石神井台4）

消防・防犯・交通安全功労
岩田　公子（豊玉中3）
内堀　雅巳（西大泉2）
大山　暁司（三原台3）
加藤　康夫（－）
塩谷　正仁（関町北5）
冨岡　和子（石神井町7）
牧野　昌克（－）

元井　敬一（－）
山下　和雄（－）
吉田　聡（田柄1）
吉田　聡志（練馬2）

社会福祉功労
佐藤　德枝（石神井台7）
西川　英次（－）
能登　信孝（早宮1）

保健衛生功労
小田　真也（中野区）

環境保全功労
大泉住宅共栄会
大泉町二丁目町会
春日なかよし公園花壇管理委員会
上久保児童遊園花壇委員会
石神井小関町会
竹のこ児童遊園花壇管理委員会
仲一自治会
仲町五丁目町会
練馬区北園町会
練馬区小学校PTA連合協議会OB会
花壇管理委員会
練馬みどりの会
平和台一丁目町会
南田中団地第四自治会

農林水産功労
小美濃　敏夫（大泉学園町3）
加藤　憲明（－）
小林　美知子（谷原1）
橋本　 枝（田柄4）
水橋　義輝（春日町2）
宮部　淑江（谷原2）
宮本　茂昭（高松1）

商工業功労
井口　薫（－）
鈴木　浩（大泉町1）
角　德浩（桜台2）

関根　秀男（旭丘1）
髙橋　修一（桜台4）
西山　敦（－）
真砂　由美（－）
本橋　章一郎（下石神井1）

学校教育功労
浅村　信二（渋谷区）
石塚　亨（石神井町2）
伊藤　佳子（谷原2）
小西　佐知子（上石神井3）
小林　宏至（田柄3）
権藤　守男（東大泉6）
清水　武（石神井町3）
中島　裕美（板橋区）
中村　雅史（練馬1）
濱田　実（羽沢1）
藤澤　孝人（－）

社会教育体育功労
安部　隆行（向山3）
猪俣　保（高野台1）
長内　康生（埼玉県入間市）
加藤　明（豊玉南1）
寺下　雄二（大泉学園町1）

文化事業功労
綱　まり子（三原台1）
皆葉　五男（旭町1）

人命救助
糀谷　健二（東久留米市）
糀谷　直美（東久留米市）

寄付
稲垣　靜江（南大泉4）
稲垣　百合子（南大泉4）
保健衛生・地域医療に関する功労

髙久　史麿（－）
高齢者による防犯活動に関する功労

豊玉西寿会

※本人の希望により、３名を非掲載、11名を一部非掲載としています。

区民表彰受賞者が決定

お知らせ❶
皆さまからの寄付（8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

練馬区のため 1151万8000円
（4件）

練馬みどりの
葉っぴい基金

143万7469円
（20件）

新型コロナウイルス
感染症対策への支援
のため

2,000円（1件）

医療機関のため 11万6000円
（5件）

まちの安全・安心のため 4,000円（1件）
ユニバーサルデザイン
の推進のため 4,000円（1件）

障害者福祉のため 33万1281円
（4件）

高齢者福祉のため 10万4000円
（2件）

人も動物も幸せに生き
られるまち実現のため

104万2000円
（5件）

心豊かで健康な子ども
の育ちを支えるため 4,000円（1件）

子育て支援のため 10万4000円
（2件）

練馬区社会福祉協議会へ 18万7285円
（16件）

野焼きにご理解を
～都市農地を未来に残すために

　野外や小型焼却炉での焼却は原
則、禁止されていますが、農業でや
むを得ず行う野焼きは例外として認
められています。農業者は野焼きを
行う場合、必要最小限の量にするほ
か、風の弱い日を選ぶなど周辺地域

の生活環境に配慮しています。▶問
合せ：都市農業係☎5984-1398

若者自立支援事業（ねりま若者サ
ポートステーション・居場所）自立
に悩む若者から家族へのメッセージ

　若者サポートステーションのOB・
OGが経験談をお話しします。▶対
象：15～49歳の未就労やひきこもり
などの状態にある方の家族・支援者
▶日時：11月26日㈯午後2時～4時
▶場所：春日町青少年館▶定員：30
名（先着順）▶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）

男女共同参画講座を企画・
運営する団体を募集
▶対象：代表者が区内在住・在勤（在
学）で、主に区内で活動する団体▶
実施期間：令和5年6月～6年3月▶内
容：男女共同参画に関すること（仕事
と子育てや介護の両立、女性の健康、
男性の家事・育児への参加促進な
ど）をテーマにした講座の企画・運
営▶募集数：10団体程度（選考）▶委
託料：1講座につき3万円程度（保育
を行う場合は加算あり）▶申込：男女
共同参画センターえーるや同ホーム
ページ（https://www.nerima-yell.
com/）にある募集要項をご覧の上、
12月5日（必着）までに男女共同参画
センターえーる☎3996-9007

司法書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：11月27日㈰午前10

時～午後3時の間の45分間▶場所：練
馬区社会福祉協議会（豊玉北5-14-6　
新練馬ビル5階）▶定員：20名（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☎5912-4022
FAX 3994-1224

11月1日～30日は特殊詐欺被害
防止月間です

　特殊詐欺の電
話や被害が急増
しています。電
話で「個人情報が
流 失 し て い る。
キャッシュカー
ド・通帳を用意
して」「医療還付
金の未払いがあ
る」などと言われたら詐欺です。必ず
警察や家族に確認をして被害を防止
しましょう。▶区の担当：安全安心係
▶問合せ：警 察 署【 練 馬 ☎3994-
0110、光が丘☎5998-0110、石
神井☎3904-0110】

働く
心理相談員

【会計年度任用職員】
▶対象：次の①②の両方に当てはまる
方　①公認心理師・臨床心理士・臨
床発達心理士の資格がある②地方公
共団体などで乳幼児の心理相談業務
経験がある▶期間：来年1～3月（再任
する場合あり）▶日時：平日午前8時
30分～午後5時15分（月16日）▶場
所：光が丘保健相談所▶内容：乳幼児
の成長発達に関する相談対応、助言・

指導など▶採用予定数：1名（書類選
考・ 面 接 ）▶報酬：月 額24万97円　
※交通費支給。　※期末手当・社会
保険あり。▶申込：光が丘保健相談所
や区ホームページにある申込書（写真
貼付）と資格を確認できるもの（登録
証・認定証）の写しを、11月18日（必
着）までに同所☎5997-7722

自衛官など
▶問合せ：自衛隊東京地方協力本部
練馬地域事務所☎3991-8921

種目 対象 募集期間

高等工科
学校

推
薦中卒（見込み含

む）以上17歳未
満の男子

12/2㈮
まで

一
般

来年1/6㈮
まで

自衛官
候補生

18歳以上
33歳未満の方 随時

子育て世代の就活講座
～社会保険や税金などの基礎知識

▶対象：20歳未満のお子さんがいる
方▶日時：12月6日㈫午前10時～正午
▶場所：男女共同参画センターえーる
▶講師：東京都金融広報委員会金融広
報アドバイザー／音川敏枝▶定員：25
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、11月21日㈪までにお
知らせください。
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