
はじめに
本年、国内では、年明け早々に新型コロナウイ
ルス感染症の第6波、7月上旬には第7波に見舞わ
れました。インフルエンザとの同時流行が予測さ
れているなかで、現在、コロナの感染者は全国的
に増加傾向となっており、東京では感染が再拡大
しています。
そうしたなかにあっても、区は一貫して、コロ
ナ以前の区政運営を取り戻す努力を続けてきまし
た。中止を余儀なくされていた、照姫まつり、こ
どもアートアドベンチャー、防災フェスタ、練馬
薪能、練馬まつりなどを順次再開し、来春には、
練馬こぶしハーフマラソンの4年ぶりの実施も予
定しています。練馬まつりには5万2000人もの来
場者があり、区民の皆様の再開を望む思いを実感
しました。中学生の修学旅行や今年度から開始し
たイングリッシュキャンプは既に終了しました。
小学生の移動教室は年内に完了する予定です。乳
幼児の健診や健康相談を、日時指定や予約制の導
入により順次再開するとともに、まちづくり事業
では、対面による住民説明会や個別相談会を実施
しています。今後とも、感染状況などを見極めな
がら、区政を運営していきます。

新型コロナウイルス感染症対策
●コロナ対策の転換
国は、7月に基本的対処方針の改定によりコロ

ナ対策を転換し、新たな行動制限を行うことなく
社会経済活動を出来る限り維持することを基本
に、コロナと併存しつつ、平時への移行を慎重に
進めていくこととしました。感染者の全数届出見
直し、療養期間の短縮、無症状感染者等の必要最
低限の外出容認、入国制限の見直しによる水際対
策の大幅緩和、ワクチン接種間隔の短縮などを相
次いで実行しました。
都は国の動向を受け、発生届出の対象外となる感

染者を対象とする陽性者登録センターを設置するな
ど、広域自治体としての対応を強化しています。
こうしたコロナ対策の転換に伴い、区では、高
齢者や重症化リスクの高い方に、よりきめ細やか
に対応することが可能となりました。一方で、広
域行政を補完していた自宅療養支援物資配送は都
に一元化し、酸素・医療提供ステーションを閉所
しました。
区内ではこれまでに156人の方がお亡くなりに
なり、全数届出見直し後、区内医療機関から報告
される陽性者は、先月下旬から増加傾向にありま
す。お亡くなりになった方に深く哀悼の意を表す
るとともに、現在も療養されている皆様の一日も
早い回復を祈念申し上げます。
区民の皆様には、密閉・密集・密接の回避、場
面に応じたマスクの着用、手洗い・換気をはじめ
とした基本的な感染防止策の徹底、積極的なワク
チン接種、発熱した時のための抗原検査キット等
医薬品の備えをお願いします。

●ワクチン接種
区は9月9日から、従来株ワクチンによる5歳か

ら11歳までの小児に対する3回目接種、26日から、
2回目までの接種を終えた12歳以上の方を対象と
するオミクロン株対応ワクチンの接種を開始しま
した。いずれも、診療所における個別接種と、区
立施設等で行う集団接種による「練馬区モデル」に
より実施しています。先月27日からは、生後6カ
月から4歳までの乳幼児の接種を病院及び診療所
で行っています。
●コロナ禍における区民・事業者の支援
区独自に、先月開始した、国の臨時特別給付金

の支給対象とならない生活困窮世帯に対する生活
支援臨時給付金は、これまでに約400件支給しま
した。現在、真に生活に困窮する区民への更なる
支援として、低所得の子育て家庭に対して、区独
自に子ども1人あたり10万円の支給を検討してい
ます。
先月17日から、物価上昇の影響を受ける事業者

の資金繰りを支援するため、区独自の特別貸付を
開始し、先月末までに61件、5億円の融資あっせ
ん申込を受け付けました。
また、国の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急

支援給付金は、これまでに約4万1000件支給して
います。

2面へ続く

【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
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　一人ひとりが電力の使い方を見直す
ことで、大きな節電につながります。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：地球温暖化対策係
☎5984-4705

冬季も 節 電 に
ご協力を

改革ねりま第Ⅲ章を
区民協働で実現します

11月25日に第四回区議会定例会で前川区長が所信を表明

落ち葉清掃

練馬つながるフェスタ 大学生による小中学生の居場所づくり「はじまりの場所」の皆さん

花壇管理



子ども施策子ども施策
●不登校実態調査
昨年度から実施してきた不登校実態調査の結

果を取りまとめました。
不登校を経験した中学校卒業者とその保護者、

区立小中学校教員、フリースクールを対象に、ア
ンケート、インタビューによる調査を実施しま
した。不登校の実態を体系的にまとめた、全国
でも例を見ない調査です。
その結果、不登校の開始時期、きっかけ、不

登校当時の悩み、必要としていた手助け、利用
した支援とその評価、卒業後の状況などを把握
することが出来ました。調査結果を踏まえ、不
登校対策方針の見直しに直ちに着手します。
●ヤングケアラー実態調査
本年6月から7月にかけて実施したヤングケア

ラー実態調査では、小学6年生で1.6％、中学2年
生で1.5％の児童・生徒がヤングケアラーの可能
性が高いことが明らかになりました。また、子
どもが自らSOSを発しづらいこと、教員が家庭
の問題にアプローチすることに難しさを感じて
いること、民生・児童委員の日常活動での把握
には限界があること、などが浮き彫りになりま
した。
既に、今回把握できた対象者への支援に努め

ていますが、調査結果を踏まえ、新たに作成す
るチェックシートなどを活用して、早期の把握
に努めるとともに、各分野が連携した相談支援
体制を整えます。

高齢者施策高齢者施策
来年4月に「中村かしわ地域包括支援センター」

「やすらぎシティ地域包括支援センター」の2カ所
を開設します。団塊世代の全てが後期高齢者と
なる、令和7年に向けて取り組んできた、27カ所
体制が整います。
今後も、医療や介護サービスなど、様々な相

談について、より身近で利用しやすい窓口で支
援出来るよう区立施設等への移転を進めるとと
もに、高齢者人口の将来推計や地域の人口バラ
ンスを考慮して増設を検討します。

福祉施策福祉施策
●（仮称）高野台福祉園の開園
旧高野台運動場用地を活用して、来年1月、重

度障害者の日中活動の場である「Leaves（リーブ
ズ）練馬高野台」を開設します。定員は医療的ケ
アの必要な重症心身障害者5人を含む55人とし、
新たに重症心身障害者を対象に、ニーズの高い
入浴サービスを実施します。
これに伴い、区立石神井町福祉園を廃止し、

跡地に重度障害者グループホーム、ショートス
テイ、24時間の相談支援施設の機能を備えた地
域生活支援拠点を整備します。なお、本定例会

に関係条例の改正案を提出しています。
●障害者の意思疎通支援の充実
障害者の意思疎通支援を更に充実します。
先月から、区民事務所や福祉事務所、保健相
談所など25カ所の窓口で、遠隔手話通訳を開始
しました。今後、はつらつセンターや子ども家
庭支援センターなどにも拡大し、「いつでも」「ど
こでも」手話通訳を使える環境を整備していきま
す。
様々な障害特性に応じたコミュニケーション
ガイドブックを、庁内窓口、飲食店、小売店な
どで活用出来るようにするため、障害者・事業
者との協働により作成しています。年明けから
配布を開始するとともに、区民・事業者向けの
研修を実施します。
来年1月、心身障害者福祉センターに「障害者
ICT相談窓口」を開設します。イラスト・文字で
会話を補助するアプリ、音声で文字を読み上げ
るアプリ、パソコンを視線の動きで操作出来る
機器など、障害者の意思疎通を助けるツールの
相談・体験や貸出、操作方法のサポートを行い
ます。

まちづくりまちづくり
●石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業
石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業は、
都知事の認可を得て、先月15日に事業施行者と
なる組合が設立されました。今後、組合は関係
権利者と調整し、権利変換計画案を作成します。
区は、石神井庁舎から移転する機能の施設配置
及び整備について組合と協議を進めるとともに、
引き続き、事業の円滑な実施を支援していきま
す。
再開発事業区域から富士街道までの都市計画
道路補助232号線は、先月7日に事業認可を取得
しました。関係権利者への丁寧な説明と理解の
もと整備に取り組み、再開発事業の実施とあわ
せて、交通環境の向上と魅力ある駅前空間の創
出を進めていきます。
●マンション管理計画認定制度の導入
築40年を超える分譲マンションが急増するな
かで、定期的な修繕や日常の管理が十分に行わ
れていないマンションへの対策が急務となって
います。
本年4月、マンションの管理の適正化の推進に
関する法律が改正・施行され、適切に管理して
いるマンションを公的に認定する制度が創設さ
れました。区は、「練馬区マンション管理適正化
推進計画」を年度内に策定し、来年4月から、管
理計画認定を開始します。本制度により認定さ
れると、市場における評価を得て、既存ストッ
クの活用・流通促進が期待できます。

（仮称）（仮称）取組強化プランの策定取組強化プランの策定
日本は世界の先頭を切って少子高齢化が進み、
経済が停滞するなかでコロナ禍とロシアによる
ウクライナ侵略の直撃を受けました。円安の進
行により、今後更なる物価上昇が懸念されてい
ます。国と地方を合わせた債務残高はGDPの2倍
を超える世界に類を見ない状況です。財源の裏
付けのない歳出拡大が続くことに、永く行政に
携わってきた者として強い危惧の念を覚えてい
ます。
こうした状況にあっても、区はこれまでの政
策を継続・発展させ、グランドデザイン構想で
お示しした将来像を実現すべく努力しなければ
なりません。実現に向けた政策展開は、来年度
策定する「（仮称）第3次みどりの風吹くまちビ
ジョン」で明らかにします。これに先立ち今年度
は、「区民協働」「DX」「人事・人材育成」の３つの柱

による「（仮称）取組強化プラン」を策定し、政策を
実現する具体的な仕組みや態勢の強化に取り組
みます。
来月素案を公表し、区議会並びに区民の皆様

のご意見を頂いたうえで、年度内に成案としま
す。

おわりにおわりに
先月、イギリスに赴き、ワーナーブラザース・

スタジオツアーロンドンを視察しました。一流
職人の手による、精緻な映画美術の空間が広が
り、リアルな迫力に圧倒されました。ハリー・
ポッターの世界が見事に表現されていました。
ワーナーブラザースが、ロンドンに続く2カ所

目を練馬区に決定したのは、様々な候補地が挙
がったなかで、旧豊島園の豊かなみどりがハ
リー・ポッターの世界観と一致していたことが
最大の理由だったそうです。
また、スタジオツアーロンドンが立地する自

治体の幹部から、雇用など地域経済や地域コミュ
ニティの活性化に大きく貢献していると伺い、事
業者と地元の良好なコミュニケーションと協力
が重要だと痛感しました。
区政を取り巻く状況の先行きは極めて不透明

ですが、練馬区は今、更に発展する好機を迎え
ています。来春には名誉区民、牧野富太郎博士
のNHK朝ドラ「らんまん」がスタートします。5月
1日には「都立練馬城址公園」が一部開園し、年半
ばにはハリー・ポッター スタジオツアー東京が
開業します。そして秋には全国都市農業フェス
ティバルを開催します。
政策面で見ても、順天堂練馬病院の三次救急

医療機関への指定が年度内に実現します。また、
都立練馬児童相談所の整備、都営大江戸線の延
伸、西武新宿線の高架化、美術館の再整備など、
大きなプロジェクトが目白押しです。
区長就任以来、全国の自治体を先導する理想

の自治体行政を目指して、政策と区政運営の両
面にわたり様々な施策を実現してきました。こ
れを更に前に進める、その根幹となるのは区民
協働です。
こどもの森の運営、街かどケアカフェ、みど

りを守り育てるムーブメントなど、多くの新し
い取組みを進めてきました。毎日のように地域
に出かけ、区民の皆様とひざ詰めで話し合いを
行ってきました。この2年間、コロナ禍によって
ままならない状態が続きましたが、ようやく7月
から「未来を語る会」を本格的に再開しました。区
民一人一人の生活に根差した生の声に耳を傾け、
意見交換を重ねることの大切さを改めて実感し
ています。
お約束した「改革ねりま第Ⅲ章」の実現に向け、

区議会の皆様、区民の皆様と力を合わせて全力
を尽くしたい、そう決意しています。ご理解、ご
支援を心からお願い申し上げます。

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、

交流・相談・介護予防の拠点「街かどケアカフェ」を中村
かしわ地域包括支援センターに併設

練馬まつりで行われたねりまシティ・ウィザード・プロ
ジェクトのコスプレ清掃イベント
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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。   令和4年（2022年）12月11日 3

接種会場
診療所 約350カ所

病院
練馬総合病院　　浩生会スズキ病院
順天堂練馬病院　島村記念病院
大泉生協病院　　練馬光が丘病院

区立施設
など

サンライフ練馬　石神井公園区民交流センター
東京海上日動石神井スポーツセンター
勤労福祉会館
※1月7日㈯から、一部の地区区民館と地域集
会所でも接種できます。詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。

出典：厚生労働省リーフレット

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☎0120-427-417（平日午前9時～午後5時）FAX 3993-6553問合せ

１月から、区立施設などで使用するワクチンは、BA.4-5対応型からBA.1
対応型に切り替わります。診療所・病院では引き続きBA.4-5対応型を使用
します。いずれか早く打てるワクチンで接種をお願いします。

(仮称)(仮称)取組強化プラン取組強化プラン(素案)(素案)
〜区民協働  DX  人事・人材育成〜区民協働  DX  人事・人材育成にご意見をにご意見を

　区は、「グランドデザイン構想」で示した将来像の実現
に向けて政策を進めています。政策を実現する具体的な
仕組みや態勢を強化するため、（仮称）取組強化プランの
素案をまとめました。区民の皆さまからご意見を伺い、
今年度中に策定する予定です。

　素案の全文は、区民事務所（練馬を除く）や図書
館（南大泉図書館分室を除く）、区民情報ひろば（区
役所西庁舎10階）、区政改革担当課、区ホームペー
ジでご覧になれます。
　ご意見は、区民意見反映制度により
募集します。①意見②住所③氏名④電
話番号を、１月13日（必着）までに持
参または郵送、ファクス、区ホームペ
ージでお寄せください。　※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区役所内区政改革担当課（本庁舎6階）
☎5984-1092 FAX 3993-1195

ご意見をお寄せください

▲詳しくは
　コチラ

　YouTubeの練馬区公式チャンネル
では、素案の概要を動画で確認できま
す。ぜひ、ご覧ください。　　

動画で概要を確認できます

・場所や時間を選ばす、パソコンやスマホから手続き・相談ができる
ようオンライン化を推進
・高齢者などが身近な場所で繰り返し操作を学べるスマホ教室を充実
するほか、ICTを活用し障害者の意思疎通を支援
・アナログな業務を改革し、生産性向上と業務効率化を促進
※DX（デジタル・トランスフォーメーション）…デジタル技術の浸透が人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

柱Ⅱ
DX

柱Ⅲ
人事・人材育成

・団体同士がコラボした取り組みへの支援と地域活動を後押しする
「（仮称）ねりま協働ラボ」を実施
・区民参加型の広報に取り組み、区の魅力を「ALLねりま」で発信
・SNSを活用しプッシュ型で情報を発信

主な取り組みを紹介
柱Ⅰ

区民協働

・職員が活
い
かしたい能力・適性と、配置場所のマッチングを行うなど、

職員の目指す「職業人生」を後押しする人事制度を構築
・経験者採用の割合を高め、民間で学んだ専門的技術やノウハウを区
の業務に活用

6カ月〜4歳児の乳幼児接種

●従来型のワクチンを上回る効果があります
●今後の変異株に対しても有効である可能性が高いです
●インフルエンザワクチンとの同時接種もできます

●接種回数　3回
●実施期間　3月31日㈮まで
　期間中に完了するには、1月13日㈮までに1回目接種を
してください。

接種会場
診療所 約40カ所

病院 練馬総合病院
練馬光が丘病院

区立施設
12/18㈰から

勤労福祉会館
▶接種日時：毎日曜午後1時～4時30分
▶定員：1日20名

〈保健相談所へご相談ください〉
　乳幼児接種の疑問や不安については、担当地域の保健相談所へご相談
ください。

予
約
方
法

診療所 病院・区立施設など
電話で
各診療所へ

ネット予約 電話予約（毎日9:00～17:00）
https://vaccines.sciseed.jp/
nerima-vaccine/

☎0120-427-409
☎0120-525-185（12/28㈬まで）

2回以上接種した12歳以上の方
オミクロン株対応ワクチン

早めにワクチン接種をお願いします
新型コロナ インフルエンザとの同時流行に要注意！

▲詳しくは
　コチラ

拡充



　新聞未購読で、区報の入手が困難な方に無料でお届けしています。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ねりま区報をご自宅にお届けします

　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

第3期分の納期限は12/27㈫固定資産税・都市計画税

問合せ 税務署【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

●青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成できる！　　　　　
●スマホのカメラで撮影すると源泉徴収票の内容を自動
入力できる！

●マイナポータルで医療費やふるさと納税などのデータが
自動入力できる！

1月から

スマートフォンを使った確定申告がますます便利に

簡単・便利なオンラインサービスをご利用ください

●振替納税やインターネットバンキング、クレジットカードなどでも
納付できます

国税のキャッシュレス納付のご利用を

ダイレクト納付

　e-Taxから即時または日付を
指定して口座振替により納付で
きます。

スマホアプリ納付　

　専用のサイトからPayPayな
どの決済アプリを使って納付で
きます。

NEW

場所（税務署） 日時 定員（先着順）

練馬東 1/12㈭ 16：10～16：40 40名

練馬西
1/5㈭・6㈮ 13：00～14：00・

18：00～19：00 各15名
1/10㈫・12㈭ 10：30～11：30・

13：00～14：00

　インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは、売り手
の事業者が買い手から求められたときに、正確な適用
税率や消費税額などを請求書で伝えるものです。10月
の制度導入に向け、3月までに申請してください。
〈説明会を開催〉
▶申込：電話で各税務署【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

▲詳しくは
　コチラ

インボイス制度の申請はお済みですか

税のお知らせ

申請はe-Taxで！
源泉所得税の納付がない事業者も、e-Taxで徴収高計算書を提出できます

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：1月11日㈬、2月1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

地域福祉計画推進委員会の
区民委員を募集
　地域福祉計画の実施状況を審議す
る委員会です。区民や学識経験者な
どで構成されます。　※交通費程度
の謝礼あり。　※保育あり（1歳以
上の未就学児対象）。▶対象：区内在
住で、年2回程度、平日に開催する
会議に出席できる方▶任期：4月か
ら2年間▶募集人数：4名程度（選考）
▶申込：「区民が主体的に地域活動に
関わり、互いに支え合うまちづくり」
をテーマにした作文（800字程度。
様式自由）と①住所②氏名（ふりがな）
③年齢④性別⑤電話番号⑥職業⑦応
募動機⑧区の審議会・懇談会などの
委員の経験がある方はその名称と任
期を記入したものを、1月13日（必
着）までに持参または郵送で〒176-
8501区役所内福祉部管理課地域福
祉係（西庁舎3階）☎5984-2716

手話通訳者登録試験
　聴覚に障害のある方へ派遣してい
る手話通訳者の登録試験を行いま
す。▶対象：区内在住・在勤（在学）
の20歳以上の方で、次のⒶ～Ⓒの
いずれかに当てはまる方　Ⓐ区の手
話講習会(手話通訳者養成クラス)ま

たは同等の講習会を修了した（いず
れも来年3月修了予定者を含む）Ⓑ
前記Ⓐに相当する手話通訳技術があ
るⒸ手話通訳士の有資格者または東
京手話通訳等派遣センター登録手話
通訳者▶日時：2月5日㈰午前9時30
分～午後3時▶場所：区役所本庁舎
19階▶試験内容：筆記、手話読み取
り、手話表現、手話による面接　※
Ⓒは面接のみ。▶申込：ハガキで①
試験名と受験資格（Ⓐ～Ⓒの別。Ⓐ
は講習会名と修了〈予定〉年度も）②
住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥手話
の学習年数を、1月5日(必着)まで
に〒176-8501区役所内障害調整係
☎5984-1456 FAX 5984-1215　※
区ホームページからも申し込めます。

事業者向け
都内で調理業務に従事して
いる調理師は届け出を
　調理師は、従事状況を隔年で届け
出ることが定められています。対象
となる方は届け出用紙を、1月15日
㈰までに都が指定した機関に届け出
てください。▶届け出用紙の配布場
所：生活衛生課（区役所東庁舎6階）、
同石神井分室（石神井保健相談所内）　
※東京都ホームページ（https://
www.fukushihoken.metro.tokyo.
lg.jp/）にも掲載しています。▶問合
せ：東京都健康安全課☎5320-4358、
区役所内食品衛生担当係☎5984-
4675

医療従事者は就業状況などの
届け出を
　医療従事者は、就業状況などを隔
年で届け出ることが定められていま
す。対象となる方は届け出用紙を、
1月16日㈪までに届け出てくださ

い。▶対象・届け出先：医師・歯科
医師・薬剤師…業務に従事している
方もしていない方も、就業地または
住所地の保健所へ　保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生
士・歯科技工士…業務に従事してい
る方のみ、就業地の保健所へ　※一
部オンラインでも届け出できます。
詳しくは、区ホームページをご覧く
ださい。▶届け出用紙の配布場所：
生活衛生課（区役所東庁舎6階）▶問
合せ：医務薬事係☎5984-1352

仕事と育児・介護の
両立支援セミナー
　男性の育児休業取得の推進や仕事
と介護の両立支援の方法などを学び
ます。▶対象：経営者、人事担当者
▶日時：1月23日㈪午後2時～4時▶
場所：ココネリ3階▶定員：30名（先
着順）▶区の担当：中小企業振興係▶
申込：1月20日㈮までに電話で㈱パ
ソナ育児・介護支援事務局☎5542-
1740　※専用の申し込みフォーム
（https://ikuji-kaigo.com/host_
seminar.html）からも申し込めます。

働く
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

練馬区シルバー人材センター
契約職員
▶期間：4月から1年間（正職員登用
の場合あり）▶日時：平日午前8時30
分～午後5時15分▶場所：練馬区シ
ルバー人材センター（豊玉北5-29-8　
練馬センタービル5階）▶内容：事業
運営など▶採用予定数：1名（書類選
考・筆記選考・面接）▶申込：練馬区
シルバー人材センターや同ホーム
ページ（https://www.nerima-sc.or.
jp/）にある募集案内をご覧の上、1月
13日（必着）までに同所☎3993-7168 

ボランティア
高齢者向けホームページ
「シニアナビねりま」の取材
サポーター
　おおむね50歳以上の方向けに情
報を発信するため、企画や取材、記
事の作成をしていただく方を募集し
ます。　※交通費程度の謝礼あり。
▶対象：区内在住の50歳以上で、次
の①②の両方に当てはまる方　①添
付ファイルのある電子メールのやり
取りができる②年7回の会議と年6
回の取材に参加できる▶期間：4月
から1年間▶募集予定数：若干名(選
考)▶申込：高齢社会対策課(区役所
西庁舎3階)や区ホームページにあ
る募集要項をご覧の上、1月18日㈬
までに本人が直接、高齢社会対策課
いきがい係☎5984-4763

お休みします
〈光が丘区民センター☎5997-7718〉
…12月17日㈯【害虫駆除のため】

令和4年（2022年）12月11日  4 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、



休日急患診療所
※健康保険証が必要です。

▶受付時間：①平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日
18：00～21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日
10：00～11：30・13：00～16：30（③は14：00まで）・18：00～
21：30④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00～16：30

小児科

歯科

内科・小児科

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

12月納期分保険料の納期限は1/4㈬
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を口座振替で納
めている方は、１月4日㈬に引き落としますので、早めに入金をお願いします。

問
合
せ

国民健康保険料…こくほ収納係☎5984-4559
後期高齢者医療保険料…後期高齢者保険料係☎5984-4588
介護保険料…資格保険料係☎5984-4593

問合せ 児童手当係☎5984-5824

児童１人当たり10万円を支給 申請
不要

A 令和4年度低所得の子育て世帯
に対する生活支援特別給付金
（国）を練馬区で受給した方
　12月中旬にお知らせを送付します。
▶支給時期：12月下旬　

※ 12月以降に生活支援特別給付金
を受給した方は、1月以降にお知
らせを送付します。

B 4年5月～5年3月の間で児童扶
養手当を受給した方

　1月以降にお知らせを送付します。
▶支給時期：1月以降

対  象

軽自動車をお持ちの方へ
1月
から 車検の際に納税証明書が不要になります
　1月から軽自動車税の納付状況をシステム（軽

ケイジェンクス

JNKS）で確認できるよ
うになるため、車検の際に納税証明書の提示が原則不要になります。　
※二輪の小型自動車や過去に軽自動車税の未納がある
場合などは提示が必要です。▶問合せ：税務課税証明・
軽自動車税担当☎5984-4536

練馬区子育て家庭への臨時給付金区独自

12月1日以降区内在住で、児童を養育しており、
次のABのいずれかに当てはまる方

第２期子ども・子育て支援事業計画
中間見直し（素案）にご意見を
　安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが健やかに成長できる
環境の実現を目指す計画です。児童人口の推移などを踏まえた計画見
直しの素案がまとまりましたので、区民の皆さまからご意見を伺います。 
　素案の全文は、区民事務所（練馬を除く）や図書館（南大泉図書館分室
を除く）、区民情報ひろば（区役所西庁舎10階）、こども施策企画課、
区ホームページでご覧になれます。
　ご意見は区民意見反映制度により募集します。①意見②住所③氏名
④電話番号を、１月13日（必着）までに持参または郵送、ファクス、区
ホームページでお寄せください。　※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区役所内こども施策企画課（本庁舎11階）
☎5984-1306 FAX 5984-1220 ▲詳しくはコチラ

低所得の子育て家庭を支援します

高齢者
健康長寿はつらつ教室
▶対象：区内在住の65歳以上の方▶
費用：500円▶申込：12月20日㈫ま
でに電話で介護予防係☎5984-2094
わかわか かむかむ元気応援教室
（調理実習、栄養と口腔〈こうくう〉につ
いて学ぶ）
▶日時：1/19～3/2の毎木曜9：30～11：30
【2/23を除く。6日制】▶場所：勤労福祉
会館▶定員：10名
足腰しゃっきりトレーニング教室
（室内で行う筋力強化、ストレッチなど）
▶定員：各25名
▶日時：1/12～3/2の毎木曜10：00～11：30
【2/2・23を除く。6日制】▶場所：関区民
センター 
▶日時：1/17～2/21の毎火曜10：00～11：30
【6日制】▶場所：勤労福祉会館 
▶日時：1/18～2/22の毎水曜10：00～11：30
【6日制】▶場所：光が丘区民センター2階 
▶日時：1/19～3/2の毎木曜10：00～11：30
【2/23を除く。6日制】▶場所：大泉学園町
体育館
プールで足腰しゃっきりトレーニング教室
（水中運動など）▶定員：各20名
▶日時：1/16～3/6の毎月曜13：00～14：30
【8日制】▶場所：ルネサンス光が丘(高松
5-8)
▶日時：1/17～3/14の毎火曜13：00～14：30
【2/14を除く。8日制】▶場所：大泉学園町
体育館
▶日時：1/20～3/10の毎金曜13：00～14：30
【8日制】▶場所：ルネサンス石神井公園
(石神井町2-14-14) 
※初めての方を優先の上、抽選。

健康・衛生
講演会「不安障害とうまく
付き合うコツ」
▶日時：1月23日㈪午後2時～4時▶
場所：区役所アトリウム地下多目的
会議室▶講師：陽和病院医師／榧野

真美▶定員：60名(先着順)▶申込：電
話または電子メールで①講演会名②
住所③氏名(ふりがな)④電話番号を、
北保健相談所☎3931-1347 Eメール
kitahoso@city.nerima.tokyo.jp

子ども・教育
新しい 医療証を発送します
　ひとり親家庭の方などを対象とし
た 医療証の有効期限は、12月31
日㈯です。引き続き受給できる方に
は、新しい医療証を12月19日㈪以
降に送付します。受給者または同居
親族などの令和3年中の所得が一定
額以上の方は、対象になりません。
医療制度は、受給者と同居親族

の住民税課税・非課税の状況によ
り、医療機関での自己負担額が変わ
ります。同封の「 医療証のてびき」
で確認してください。▶問合せ：児
童手当係☎5984-5824

1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

19㈭
13：00～15：00 32名

　北
☎3931-1347

20㈮
9：00～11：00 24名

光が丘
☎5997-7722

17㈫
9：00～11：00 24名

石神井
☎3996-0634

13㈮
9：00～11：00 32名

大　泉
☎3921-0217

27㈮
9：00～11：00 24名

　関
☎3929-5381

16㈪
9：00～11：00 24名

スポーツ
区民体育大会　銃剣道
▶日時：1月23日㈪午前9時から▶
場所：平和台体育館▶内容：Ⓐ個人戦
Ⓑ団体戦▶申込：ハガキで①大会名
（ⒶⒷの別も）②住所③氏名（ふりが
な）④年齢⑤性別⑥電話番号⑦段位
を、1月13日(必着)までに〒179-0081
北町3-3-18-302　練馬区銃剣道連
盟事務局・赤尾へ▶問合せ：スポー
ツ振興課事業係☎5984-1947

講座・催し
明るい選挙啓発ポスター
作品展
▶問合せ：選挙管理委員会事務局☎
5984-1399

日時 場所
12/21㈬～27㈫
9：00～22：00

石神井公園区民交流
センター

1/6㈮～13㈮
8：45～20：00 区役所アトリウム

※ いずれも初日は15：00から。最終日は
15：00まで。

令和5年健やかカレンダー
原画展
　小中学生の作品240点を展示しま
す。▶日時：12月23日㈮～1月9日
㈷午前9時～午後9時（23日は午後

1時から）　※休館日を除く。▶場
所：春日町図書館▶問合せ：青少年係
☎5984-4691

こどもエコ・コンクール作品展
　小中学生による地球環境に関する
絵画コンクールの作品約300点を展
示します。▶日時：12月22日㈭～1月
5日㈭午前8時45分～午後8時　※
年末年始を除く。▶場所：区役所ア
トリウム▶問合せ：ねり☆エコ事務局
☎3993-8011

向山庭園　初釜茶会
▶対象：小学生以上▶日時：1月8日㈰
Ⓐ午前10時30分～11時45分Ⓑ午後
1時30分～2時45分▶場所：向山庭園
▶定員：各12名（先着順）▶費用：1,000
円▶申込：電話で同所☎3926-7810

区民環境行動講演会「農が
活
い

きる、みどりの練馬～地域
目線でつくる環境都市」
▶日時：2月11日㈷午後2時～4時▶
場所：区役所アトリウム地下多目的
会議室▶講師：法政大学名誉教授／
石神隆▶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講演会名②氏名（ふりがな）③
電話番号を、1月27日（必着）までに
〒176-8501区役所内環境計画推進
係☎5984-4702 FAX 5984-1227
Eメール kankyou02@city.nerima.
tokyo.jp

  令和4年（2022年）12月11日 5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。



■ウクレレサークル　プナレア　初心
者対象　第2・4金曜午後1時30分～3時
30分　土支田中央地域集会所　講師 
梁瀬喜久雄　月会費3,000円　初回は
無料体験可　年1回発表会あり　小林
☎090-7173-6258（要予約）

■女声合唱　オリーヴの花　中高年
齢の女性対象　月3回火曜午前10時
30分～正午　生涯学習センター　講師　
佐々木早苗　入会金1,000円　月会費
4,500円　合唱祭の出演あり　中澤☎
5933-3884 Eメール n-nakazawa@
pop16.odn.ne.jp（要予約）
■英会話　キッズ・イングリッシュ
小学生対象　月4回①日曜午前9時～
正午、②月曜③火曜午後4時30分～6
時30分　①②土支田中央地域集会所
③光が丘地区区民館　外国人講師が指
導　①～③とも月会費4,000円　永井
☎090-2176-4603（要予約）

■みんなで楽しくラブリーハンドメイド
（小物作りなど）　月2回主に日曜午後
1時～5時　練馬高野台駅前地域集会
所　材料費1回1,000円　村田☎090-
2942-1489 Eメール ko2-ka2-ta2@
softbank.ne.jp（要予約）
■ トールペイント＆デコパージュ
体験会（クリスマスのオーナメン
ト・ミニバッグ作り）　①12月17日
②23日午前10時～正午　石神井公園
区民交流センター　①②とも参加費
1,500円、材料費1,500円　ハピネス・
のまた☎070-6948-4422 Eメール
nomatanoriko@gmail.com（要予約）

■ヨガ・ストレッチ　mommy's oasis
女性対象　毎火曜午前10時30分～11
時30分　中村地域集会所　講師　ヨ
ガインストラクター／Chiko　会費1回
1,000円　初回は500円で体験可　中島
☎090-1559-9827 Eメール chikoyoga
@yahoo.co.jp（要予約）
■新春・新宿山手七福神巡り　7㎞
以上歩ける方対象　1月3日午前9時
30分東京メトロ丸ノ内線新宿御苑駅
集合　参加費1,000円　江戸東京
ウォーク・神長☎090-3906-9591
Eメール mtymkami@ymobile.ne.jp
（要予約）

■フットサル　FC大泉　毎金曜①午
後5時～6時（小学1～3年生）②午後6
時30分～7時40分（小学4～6年生）③
午後7時50分～9時10分（中学生）　大
泉学園町体育館　①～③とも入会金
1,000円、月会費3,500円、保険料年
800円　初回は無料体験可　渡辺☎
090-6171-5455 Eメール footbool-
maricia@ezweb.ne.jp（要予約）
■桜台囲碁サークル　毎月曜～土曜
午後1時～5時　桜台地区区民館　年
会費1,200円　年4回大会あり　ソダ
☎3557-0292（午後5時以降）

● 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 夜間頻尿・検尿の異常・生活習慣病・甲状腺 「富士見台駅」北口正面
(ファミリーマート2階)泌尿器科専門医　糖尿病・内分泌内科専門医

練馬区貫井3-10-8 山善大野ビル2階

TEL 03-5848-8777
富士見台
ほまれクリニック泌尿器科・内科

�

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

図書館名・問合せ 期間 対象
南大泉☎5387-3600 12/20㈫から 幼 小 青 大
練　馬☎3992-1580 12/20㈫～1/15㈰ 幼 小 青 大

光が丘☎5383-6500
12/20㈫～1/9㈷ 大
12/23㈮から 幼 小 青

小　竹☎5995-1121 12/27㈫～1/8㈰ 幼 小 青 大
稲荷山☎3921-4641 1/5㈭から 幼 小 青 大
南大泉分室こどもと本のひろば
☎3925-4151 1/5㈭・6㈮ 幼 小

平和台☎3931-9581

1/5㈭～9㈷ 幼 小 青 大
大　泉☎3921-0991
関　町☎3929-5391
春日町☎5241-1311
南田中☎5393-2411
石神井☎3995-2230 1/5㈭～10㈫ 幼 小 青 大
貫　井☎3577-1831 1/7㈯～9㈷ 幼 小 青 大

幼…幼児向け　小…小学生向け　青…中学生・高校生向け　大…大人向け

　図書館の職員がおすすめする本を
「福袋」に入れて、中身が分からない
状態で貸し出します。　※休館日を
除く。　※なくなり次第終了。

の福袋本本
運命の一冊に出会えるかも！？

登録しよう!
友だち登録はコチラ▶

練馬区公式LINE　
友だち募集中！
　年齢や興味のある分野を登録することで、
一人ひとりに合わせた情報を配信します。
▶問合せ：広報調整係☎5984-1283

▶日時：1月15日㈰午後1時～2時30分
▶場所：中村南スポーツ交流センター
▶出演：ワハハ本舗所属芸人
▶定員：120名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3970-9651

区民交流事業

新春新春おお笑笑いライブいライブ

年末年始の資源回収・年末年始の資源回収・
ごみ収集はお休みしますごみ収集はお休みします
　年内の収集最終日と来年の開始日は、集積
所看板や区民事務所で配布している一覧、区
ホームページなどで確認できます。
　例年、収集最終日に排出が集中します。早
めに出しましょう。　※年末年始は収集時間
が通常より早まることがあります。各収集日
の午前8時(びん・缶・ペット
ボトルは午前9時)までに出し
てください。

集積所の掲示

種類 お休み期間
A可燃・不燃ごみ

12/31㈯～1/3㈫B容器包装プラスチック、古紙

Cびん・缶・ペットボトル

D古着・古布、使用済み食用油 12/29㈭～1/3㈫

問
合
せ

AB 〒176・179の地域…練馬清掃事務所☎3992-7141
 〒177・178の地域…石神井清掃事務所☎3928-1353
CD リサイクル推進係☎5984-1097

令和4年（2022年）12月11日  6 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
◆歳末クリスマスセール▶日程：12
月25日㈰まで▶場所：石神井公園商
店街▶内容：抽選で景品をプレゼント　
※お買い上げ金額3,000円で抽選1回
(抽選会は23日㈮～25日㈰正午～午後
6時。なくなり次第終了)。▶問合せ：
石神井公園商店街振興組合・小川☎
3996-0414
◆庚申の会ビッグサービスデー▶
日程：12月15日㈭▶場所：江古田ゆう
ゆうロード▶内容：クーポン券の配布、
ボックスティッシュのプレゼント　※
なくなり次第終了。▶問合せ：栄町
本通り商店街振興組合・萩原☎090-
7735-1804
◆オンライン開催・区民健康医学
講座「健康診断からみる予防医学」
▶日時：12月17日㈯午後2時～3時▶申
込：12月16日㈮までに順天堂練馬病院
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：順天堂練馬病院☎
5923-3111
◆公衆浴場でゆず湯▶日程：12月
21日㈬・22日㈭　※実施日は施設に
よって異なります。各浴場にご確認く
ださい。▶場所：区内公衆浴場▶費用：
500円（75歳以上の方300円、小学生
200円、未就学児100円）▶問合せ：練
馬区公衆浴場組合・風間☎3991-5092
◆職業訓練セミナー▶日時：12月26
日㈪、1月10日㈫午後2時～3時45分
▶場所：ハローワーク池袋（豊島区東池
袋3-3-5　サンシャインシティアネッ
クス6階）▶定員：各45名（先着順）▶申
込：開催日の3週間前から電話で同所☎
5911-8609（部門コード45♯）
◆大泉桜高校公開講座「油彩で静物
画を描く」▶日時：1月21日～2月18日
の毎土曜午後1時～3時30分【1月28日
を除く。4日制】▶定員：12名（抽選）
▶費用：1,000円▶持ち物：油彩道具、
キャンバス▶申込：往復ハガキで①講
座名②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話
番号を、12月22日（消印有効）までに
〒178-0062大泉町3-5-7　大泉桜高校
☎3978-1180

◆労働セミナー「非正規雇用として
働くためのポイント解説」▶日時：１
月25日㈬午後2時～4時▶場所：ココ
ネリ3階▶講師：特定社会保険労務
士／宍倉健作▶定員：40名（先着順）▶
申込：電話またはファクスで①セミ
ナー名②氏名（ふりがな）③電話番号
を、東京都労働相談情報センター池袋
事務所☎5954-6501 FAX 5954-6502　
※TOKYOはたらくネットホームペー
ジ（https：//www.hataraku.metro.
tokyo.lg.jp/）からも申し込めます。　
※保育室（6カ月以上の未就学児対象）
を利用したい方は、お子さんの氏名（ふ
りがな）・年齢も、1月10日㈫までに
お知らせください。　
◆普通救命講習会▶日時：1月29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：
18名（先着順）▶テキスト代：1,500円
▶申込：電話で同所☎3994-0119

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
◆アートバルーンで飾り付け体験
▶対象：5歳児～小学生と保護者▶日
時：12月21日㈬午後3時～4時30分▶
場所：石神井庁舎5階▶定員：30名(先
着順)▶申込：電話で練馬まち環境倶楽
部・加藤☎3997-0784（午後6時～9
時）
◆自然素材で正月飾りを作ろう▶対
象：小学生　※小学1・2年生は保護者
同伴。▶日時：12月24日㈯午後1時～3
時▶場所：春日町リサイクルセンター▶
定員：20名(先着順)▶申込：電話で光が
丘エコクラブ・宮澤☎080-1106-6847
◆親子でおせち料理を作る▶対象：
小学生と保護者▶日時：12月25日㈰午
前11時30分～午後2時30分▶場所：勤
労福祉会館▶定員：8組（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）
◆0歳から楽しめるコンサート▶対
象：小学生以下のお子さんと保護者▶
日時：1月8日㈰午後1時30分～2時30
分▶場所：石神井公園ふるさと文化館
▶定員：50名（先着順）▶申込：電話で

うたはぴまーと・渡邉☎090-9139-
2508（午後5時～7時）

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
◆認知症について学ぶ　在宅で生
活していくための正しい理解▶日
時：12月17日㈯午後1時～3時▶場所：
おでかけ専科デイサービスかたかご
（谷原2-8-3）▶内容：講義、相談▶定員：
20名（先着順）▶申込：電話で同所☎
6915-9439
◆病院のリハビリと老健のリハビ
リの違い▶日時：12月17日㈯午後2
時~3時30分▶場所：介護老人保健施
設ミレニアム桜台▶内容：講義▶定員：
10名（先着順）▶申込：電話で同所☎
5946-5508

献血にご協力を
◆石神井公園駅中央口▶日時：12月
17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

広告 ☎03-3825-3572☎03-3825-3572英語・英会話
上戸アカデミー・ジャパン

〒176-0023練馬区中村北4-13-3-2F
中村橋駅より徒歩3分
Eメール　info-kaj@sunny.ocn.ne.jp

小・中学生英会話と英検対策クラス好評！
シニア英会話も人気！

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

　募集要項をご覧の上、1月12日（必着）までに申し込んでください。
▶募集要項の請求方法：電話または電子メールで①参加区分（1～3の別）②
代表者の住所・氏名（団体の場合は団体名も）・電話番号を、照姫まつり事務局
☎050-3627-8907 Eメール info.nerima.teruhime@gmail.com　
※照姫まつりホームページ（https://teruhime-matsuri.com/）から
も申し込めます。

▶対象：A～Cは区内在住、D～Lは
区内在住・在勤（在学）で、約3㎞の
行列コースを歩ける方

※A～Cの結果･･･書類選考後、2月12日㈰のオーディションで決定します。
※D～Lの結果･･･2月下旬に郵送で通知します。
※年齢は来年4月1日㈯現在です。　
※演出上、定員は変更となる場合があります。

照姫行列の出演者１

▶対象：区内で活動している団体
▶場所： 石神井公園野外ステージ・

特設ステージ

ステージ出演団体2
役柄 年齢 性別 定員

A 照姫 12～20歳 女  1名
B 豊島泰経（照姫の父） 30歳以上 男  1名
C 奥方（照姫の母） 21歳以上 女  1名
D 警護武者 15歳以上

男
 7名

E 旗持武者 18歳以上  4名
F 舞楽者 15歳以上 不問  9名
G 女武者 12歳以上

女
 4名

H 花拍子 12～17歳  6名
I 稚児童姫 8～11歳 20名
J 若武者 8～14歳 男  8名
K 龍玉持ち

15歳以上 不問
 1名

L 龍神  6名

申し込み方法

▶対象：区内で活動している団体・企業など
▶場所：石神井公園けやき広場・くつろぎ広場など出展団体3

ステ

第36回 照姫まつり照姫まつり
出演者・出展団体を募集
5/14㈰

区の担当 まつり係まつり係 問合せ 照姫まつり事務局☎050-3627-8907照姫まつり事務局☎050-3627-8907

照姫

奥方

豊島泰経

  令和4年（2022年）12月11日 7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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ホームページ「映像∞文化のまち ねりま」で配信！
https://nerima-eizobunka.com
　佐久間良子さんや千葉真一さん、仲代達矢さんが
出演する過去の動画もご覧になれます。

ねりま映画サロン 配信第4弾

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

来年の夏、としまえん跡地に映画製作の舞台裏を
体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー
東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が世界
で2番目、アジアで初めてオープンします。
それを記念し、世界で愛されるハリー・ポッター

シリーズをスクリーンで上映します。
▶区の担当：文化芸術担当係　
▶問合せ：練馬区文化振興協会☎6914-7305

ハリー・ポッターシリーズハリー・ポッターシリーズハリー・ポッターシリーズ
全8作品を一挙上映全8作品を一挙上映全8作品を一挙上映

ハリー・ポッターと
賢者の石（152分）

ハリー・ポッターと
アズカバンの囚人（142分）

A2/18㈯ 13：00～19：00

B2/19㈰ 13：00～18：45

対象  区内在住・在勤（在学）の小学生以上
場所  ユナイテッド・シネマとしまえん（練馬4-15-20）
料金  1日券2,000円（全席指定）
申込  往復ハガキで①上映会（A～Dの別も。複数申し込み可）②座席（一般・車いす席

の別）③参加者全員（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・電話番号④チケットの
引き換え場所（ねりま観光案内所・大泉学園ゆめりあホールの別）を、12月21日
（必着）までに〒176-0012豊玉北5-28-3　練馬区文化振興協会へ　※申し込みは
1人1通です。　※結果は1月12日㈭までに通知します。　※座席は選べません。
※申し込み多数の場合は上映日ごとに抽選を行います。

日本語吹き替え

伊
い と う し ろ う
東四朗

　昭和12年生まれ、東京都出身。33年石井均一座でデビュー。37年に
てんぷくトリオを結成。40年にテレビ「九ちゃん！」のレギュラーに抜てき
され、お茶の間の人気者に。「おしん」をはじめテレビドラマ史に残る作品や
バラエティー番組に出演。映画、舞台、ラジオ、CMと幅広く活躍。

毒
どくまむしさんだゆう
蝮三太夫

　昭和11年生まれ、東京都出身。12歳で舞台「鐘の鳴る丘」でデビュー。「東
宝」「大映」の青春映画に出演し、34年に日本大学芸術学部映画学科を卒業。
「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の隊員役で人気を博す。44年からラジオ
「ミュージックプレゼント」でパーソナリティーとして活躍し、現在に至る。

山
やまかわしずお
川静夫

　昭和8年生まれ、静岡県出身。31年アナウンサーとしてNHKに入局。「ウ
ルトラアイ」「ひるのプレゼント」など、人気番組の司会を担当。「紅白歌合戦」
の司会を通算13回務めるなどNHKの顔として活躍した。「名手名言」で日本
エッセイスト・クラブ賞を受賞するなど名随筆家としても知られる。

提供：オルテ企画

喜劇役者・伊東四朗が語る
　区には昔から映画撮影所やアニメ会社などが多くあり、たくさんの名作が作られてきま
した。区と映像のつながりを伝える「ねりま映画サロン」の第4弾として、日本を代表する
喜劇役者の伊東四朗さんに、役者になったきっかけや喜劇人との思い出などを伺いました。
▶問合せ：文化芸術担当係☎5984-1358

ハリー・ポッターと
秘密の部屋（161分）

ハリー・ポッターと
炎のゴブレット（157分）

ハリー・ポッターと
不死鳥の騎士団（138分）

ハリー・ポッターと死の秘宝 
PART1（146分）

C2/25㈯ 13：00～18：40

D2/26㈰ 13：00～18：20

ハリー・ポッターと
謎のプリンス（154分）

ハリー・ポッターと死の秘宝 
PART2（130分）

出演者

12/11㈰9：00から練馬区文化振興協会ホ
ームページ（https://www.neribun.or.jp/
joueikai/）からも申し込めます

各日ゲストトーク付き！

来年の夏、としまえん跡地にスタジオツアー東京がオープン！




