
問合せ みどりのまちづくりセンター（豊玉北5-29-8　練馬センタービル3階）☎3993-5451（平日午前9時～午後5時）

アイデアあふれるまちづくりの活動に
助成します

〈対象となる活動など〉
部門名 対象となる団体 助成上限額 審査方法 応募期間

たまご部門 これからまちづくり活動を始め
ようとしている3名以上の団体 10万円 書類審査

2/20㈪～9/29㈮　
※ 事前相談は1/20㈮
～9/15㈮。

みどり・
はばたき部門

まちづくり活動の成果が期待で
きる3名以上の団体

30万円×助成率
※ 助成率は助成を受
けた回数によって
異なります。

公開審査
2/20㈪～3/17㈮　
※ 事前相談は1/20㈮
～3/3㈮。

　区民の方が主体となって行う、身近な生活空間の保全・改善・創造の
ためのまちづくり活動に対して、費用の一部を助成します。みどりのま
ちづくりセンターや同ホームページにある募集要項をご覧の上、事前

相談（予約制）を受けてから応募してください。　※オンライ
ン相談もできます。詳しくは、お問い合わせください。

春日町周辺で地域のアイデアを発掘・
実現する「ご近所さん」プロジェクト

たまご部門

石神井川で自然体験活動の指導者を
育成する自然体験塾

みどり・はばたき部門

まちづくり活動
助成事業

　勉強や仕事、子育てをしながらまちと関わる楽しみを語り合います。
▶日時：2月4日㈯午後1時30分～3時40分▶場所：ココネリ3階▶講師：
㈱Groove Designs代表取締役／三谷繭子ほか▶定員：40名（先着順）

▶申込：1月31日㈫までに電話または同ホームページでみどりのまち
づくりセンターへ　※保育室（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。　※オンラインでも配信
します。詳しくは、同ホームページをご覧ください。

まちづくり講座 ワカモノまちづくり大懇談会2023

　区議会の情報などをツイートします。ぜひ、ご
覧ください。▶アカウント名：＠Nerima_Kugikai
▶問合せ：議会事務局☎5984-4732

練馬区議会公式ツイッターを開始フォロー
しよう！

お知らせ
コミュニティ助成事業で
防災資器材を整備
　（一財）自治総合
センターのコミュ
ニティ助成事業
（※）による宝くじ
の助成金を受け、
希望のあった区民
防災組織に消火用資器材のスタンド
パイプセットを整備しました。　※
コミュニティ活動の促進と健全な発
展を図るとともに、宝くじの社会貢
献広報を目的としています。▶問合
せ：区民防災第三係☎5984-4504

練馬区議会議員選挙
立候補予定者説明会
　4月23日㈰に行われる練馬区議会
議員選挙の立候補を予定している方
への説明会です。立候補予定者や関
係者は必ず出席してください。▶日
時：2月4日㈯午後1時から▶場所：区
役所アトリウム地下多目的会議室▶
申込：電話で選挙管理委員会事務局
☎5984-1399

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)の家族懇談会
▶対象：15～49歳の未就労やひき
こもりなどの状態にある方の家族・
支援者▶日時：1月28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・日曜を除く）

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19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☎5912-
4022 FAX 3994-1224

税
償却資産の申告期限は
1月31日㈫
　償却資産（事業用の構築物・機械・
器具・備品）を所有している方は、
1月1日現在の資産を申告してくだ
さい。エルタックスホームページか
らも申告できます。詳しくは、お問
い合わせください。▶問合せ：練馬
都税事務所☎3993-2261

福祉・障害のある方
障害者青年学級の参加者募集
▶対象：次の①～⑥の全てに当てはま
る方　①区内在住で下表の障害があ
り、障害者手帳を持っている②15～
39歳（在学中の方を除く）③看護師な
どによる医療管理や介護を必要とし
ない④着替え・食事・排せつの介助
を必要としない（あすなろ青年学級は
応相談）⑤集団活動に適応できる⑥
自分で施設まで通える▶募集人数：
各若干名（面談）▶保険料：年1,850円　
※教材費など実費。▶申込：1月25日
㈬までに電話で春日町青少年館☎
3998-5341 FAX 3998-5394
学級・対象 場所 日時 主な

活動内容

あすなろ青年
学級（肢体不
自由な方）

光が丘
区民セン
ター2階

主に
第1日曜
13:00～
16:00

絵画、
陶芸

ひまわり青年
学級（重度の
知的障害の
ある方）

春日町
青少年館

主に
第2日曜
10:30～
15:00

ハイキング、
音楽、
スポーツ

ともしび青年
学級（中度の
知的障害の
ある方）

主に
第3日曜
10:30～
15:30

クラブ活動、
スポーツ、
音楽

日曜青年学
級（軽度の知
的障害のあ
る方）

主に
第4日曜
9:30～
15:00

クラブ活動、
スポーツ

区内障害福祉サービス事業
所(通所)の利用説明会
▶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：2月
13日㈪午前10時～正午▶場所：コ

コネリ3階▶説明を行う施設：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：地域生活支援係
☎5984-1043 FAX 5984-1215

バリアフリー映画会（音声
ガイド・日本語字幕付き）
▶申込：電話またはファクスで①作
品名②氏名（ふりがな）③電話番号
を、各申込先へ
上映作品 日時・定員

（先着順）
場所（図書館）・
申込先

キネマの
神様
（2021年・
日本）

2/12㈰
14：00～
16：20
（30名）

貫井
☎3577-1831
FAX 3577-1834

幸福の黄色
いハンカチ
（1977年・
日本）

2/18㈯
14：00～
16：30
（20名）

関町
☎3929-5391
FAX 3929-5394

ニッポン
無責任時代
（1962年・
日本）

2/19㈰
14：00～
15：40
（25名）

石神井
☎3995-2230
FAX 3995-2624

ぼくらの
七日間戦争
（1988年・
日本）

2/23㈷
14：00～
16：00
（25名）

大泉
☎3921-0991
FAX 3921-0993

点と線
（1958年・
日本）

2/26㈰
13：30～
16：00
（14名）

南田中
☎5393-2411
FAX 5393-2413

ボランティア
保育サービス講習会
～空いた時間を活用して、子育て
のお手伝いをしませんか

　地域で育児を支え合う会員組織
「ファミリーサポート事業」の援助会
員になるための講習会です。修了後
は、援助会員（有償ボランティア）と
して、午前7時～午後8時の間の都合
の良い時間に利用会員のお子さんを
預かっていただきます。▶対象：次の
①②の両方に当てはまる方　①20歳
以上②月1回の定例会に参加できる

▶日時：2月13日㈪～17日㈮午前9時
30分～午後4時30分【5日制】▶場所：
石神井庁舎5階▶定員：30名（選考）
▶テキスト代：2,000円▶申込：電話
またはファクスで①住所②氏名（ふ
りがな）③電話番号を、1月31日㈫ま
でに練馬区ファミリーサポートセン
ター☎3993-4100 FAX 3993-8205

心のふれあい相談員【登録制】
　申し込み方法など詳しくは、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。▶期間：4月から
1年以内▶日時：原則として平日午前
8時～午後5時の間の5時間程度（週
2･3日）▶場所：区立小中学校・小中
一貫教育校▶内容：児童・生徒の悩
み相談など▶謝礼：1時間当たり
1,300円　※交通費は支給しません。
▶申込期限：1月31日㈫▶問合せ：学
校教育支援センター☎6385-9911

国民年金
20歳になった方へ国民年金
加入のお知らせを送付
　日本年金機構から「国民年金加入
のお知らせ」が、20歳の誕生日から
おおむね2週間で届きます。保険料
の支払いが困難な方や学生には、免
除などの制度があります。　※厚生
年金に加入している方を除く。▶問
合せ：練馬年金事務所☎3904-5491

前払いすると保険料が
割り引かれます
　前払いには、6カ月、1年、2年な
どがあり、納付書や口座振替、クレ
ジットカードで納付できます。詳し
くは、お問い合わせください。　※
未納分を支払う場合は、割引はあり
ません。▶問合せ：練馬年金事務所
☎3904-5491

  令和5年（2023年）1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。


