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「ねりまシティ・ウィザード・フェスティバル」を開催！　
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詳しくは2面へ

フラッグ設置場所はコチラ
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春日町本通り商店会会長
志村電機珈琲焙煎所

志村大次郎さん

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
ゼネラルマネジャー　トーベン・イェンセンさん

?

　地域と共に歩んできたとしまえんが閉
園となり、さみしい気持ちでした。しか
し、スタジオツアー東京の開業やフラッ
グの設置をきっかけに、地域ににぎわい
が戻ることが期待でき、楽しみが膨らん
でいます。地元商店会としては、お客様
に買い物を楽しんでいただけるようにし
たいです。ぜひ、スタジオツアー東京へ
の行き帰りには、フラッグを見ながら商
店街に立ち寄っていただきたいと思いま
す。お待ちしております！

　フラッグを設置いただき、心から感謝
申し上げます。フラッグ設置は、スタジ
オツアー東京にとって大きな弾みとなり
ます。周辺商店街に設置されることから、
ご通行される区民の皆さまに、開業への
期待を持っていただけることを信じてや
みません。皆さまとの連携は不可欠であ
り、開業が地域に大きなにぎわいを創出
し、地域経済の振興に役立つことを心か
ら願います。今後も皆さまと練馬区の活
性化に取り組んでまいります。
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デザインは

お楽しみに
！

【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・サミット・ヤマダデンキ・コジマや区立施設にも置いています。

新型コロナ・インフルエンザ
の同時流行に要注意！

「密閉」「密集」「密接」の回避、場面
に応じたマスクの着用、手洗いなど
基本的な感染防止策を引き続きお願
いします。

設置
場所
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　映画製作の舞台裏を体験できる施設スタジオツアー東京が世界で2番目、
アジアで初めてオープンします。映画のセットをはじめ、撮影で実際に使
われた衣装や小道具を展示します。5月に開園する練馬城址公園と併せ、
練馬の魅力を高める新たなにぎわいの拠点となります。
▶問合せ：観光係☎5984-1032 FAX 5984-1902

◆練馬駅
◆豊島園駅
◆中村橋駅　の周辺商店街

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and 
© Warner Bros. Entertainment Inc. ‒ Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.
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2/11㊗～3/31㊎9：30～16：30

牧野富太郎図鑑牧野富太郎図鑑

博士のノート

牧野記念庭園では早春を彩る花た
ちが咲き始めています。その一

つがユキワリイチゲ。淡いピンク色の
花びらのように見えるのは「がく」で、
日当たりの良い午後に開きます。

ユキワリイチゲは近畿より西に分布し
ています。博士のノートには「土佐

高岡郡佐川町原産　今日大泉ノ我ガ庭ニ
繁殖ス 昭和廿

にじゅう

五
ご

年三月」とあります。牧
野記念庭園では、博士の生まれ故郷の高
知県佐川町から移植したものが見られま
す。

ユキワリイチゲユキワリイチゲ

生誕160年・朝ドラ化決定記念
　連載企画

第10巻第10巻 我が植物園の仲間たち④

ユキワリイチゲ

▲

植物標品貼付帖（個人蔵）

▲

場所・問合せ ： 牧野記念庭園☎6904-6403

牧野記念庭園☎6904-6403場所・問合せ 入場無料

　高知県立牧野植物園など、博士ゆ
かりの地を巡回した展示です。博士
や自然、植物への思いをつづった
手紙コンテスト「拝啓 牧野富太郎さ
んへ」で入選した12作品を紹介しま
す。手紙を通して博士の業績や人柄
に触れてみませんか。

練馬のまちが魔法にかかる⁉

　3月18日㈯から展示を一部入れ替え、
博士の生涯を描いた小説「ボタニカ」の表
紙などに使われた銅版画家・村上千彩さ
んの作品を展示します。

「ボタニカ」 表紙　作・村上千彩

▲

※火曜休園（ただし、3/21㈷は開園。22㈬は閉園）。

ねりま観光センター☎4586-1199問合せ

2 令和5年（2023年）2月1日  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、

特製ねり丸マグカップをゲットしよう！シティ・ウィザード・マップでまちを巡ろう！

各店舗が工夫を凝らした魔法メ
ニューが集合します

区で活躍する方（シティ・ウィザード
〈まちの魔法使い〉）が登場します

あの映画のテーマ曲などを演奏
します

魔法使いのコスプレをしたねり
丸と写真が撮れます

▼配布場所：ねりま観光案内
所、石神井観光案内所など
※シティ・ウィザード・プロ
ジェクトホームページでも
ご覧になれます。

　シティ・ウィザードをモチーフにしたカードです。配布店
など詳しくは、マップをご覧ください。
　カードを10種類集めた方を対象に、ねり丸フィギュアや、
フード付きタオルが当たる抽選会をフェスティバル会場で
実施します。 ▼定員：12名（抽選）

〈シティ・ウィザード・カードを集めよう！〉

オリジナル魔法メニュー
を味わおう！

シティ・ウィザード
トークショー ！ ねり丸と写真を撮ろう！ 魔法をテーマにした音楽

を楽しもう！

　アプリ「とれたてねりま」を使って、スタンプを
2つ集めると、フェスティバル会場でマグカップ
をプレゼントします。

▼引換時間：午前10時30
分～正午 ▼定員：300名
（先着順）

アプリのダウンロードはコチラ

アイフォーン アンドロイド

さらに抽選で30名に
シティ・ウィザードが
作った練馬産トマトを
プレゼント！

牧野富太郎生誕160年記念　第4回特別展

平成つつじ公園2/26日10：00～15：00

▲シティ・ウィザード・   
　 プロジェクトホームページ

魔法の秘密を
解き明かします！

ねりまシティ・ウィザード・フェスティバル

・魔法メニュー提供店
・魔法装飾店
・カード配布店  を紹介

拝啓 牧野富太郎さんへの手紙

（練馬駅下車中央北口徒歩1分）

全10種類（予定）

アプリのダウンロードはコチラ さらに抽選で30名に

カードの合言葉を
配布店で唱えると、
いいことが起こる！？

お気に入りのお店が見つかるかも！

全10種類

2月から まちを巡って楽しもう！

来場者には
シールを
プレゼント！

※写真は全てイメージです。



東京都第9区
東京都第28区
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衆議院議員選挙の区割りが
変更されました

各選挙区の対象地域

　公職選挙法の改正により、衆議院議員選挙小選挙区の区割りが
変更されました。次回の衆議院議員選挙から、新しい選挙区になり
ます。詳しくは、区ホームページをご覧ください。　※投票所の変
更はありません。▶問合せ：選挙管理委員会事務局☎5984-1399

東京都第28区
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、高松1～5丁目、田
柄、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井（※
1）、練馬、羽沢、早宮、光が丘、氷川台、富士見台3丁目の一部（※2）、平
和台、谷原1丁目

東京都第9区
上記を除く練馬区の全域

※1… 貫井1～3・5丁目、4丁目の一部（1～27番、29番1～3・5～7・23～26号、
30番1～8・11～25号、31～43番、47番1～17・49・53～62号）

※2… 富士見台3丁目（1～19番、20番1～5・11～14号、21～37番、47番1～4・
8号、48～54番、55番1～5・18～23号）

　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
申込書に就労証明書などの必要書類を添えて、2月21日（必着）まで
に申込先へ提出してください。郵送での申請にご協力をお願いしま
す。

　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
申込書を、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14日㈫から配布します。　※利用は最長で
来年3月29日㈮までです。▶対象：4月1日㈯現在1歳で、認可保育
園・地域型保育事業の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。

保育課保育支援係（区役所本庁舎10階）☎5984-1491問合せ

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

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
光が丘わかば保育園（光が丘7-6-19） 6名
アンジェリカ田柄保育園（田柄1-6-3） 3名
にじいろ保育園平和台（平和台1-31-9） 3名

４月からの入園児を募集

障害のある方との

　障害のある方とのコミュニケーションやサポート方法を学び
ます。▶日時：3月11日㈯午後1時30分～4時▶場所：サンライ
フ練馬▶講師：㈱ミライロ／近藤茜▶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研修名②氏名（ふりが
な）③年齢④電話番号またはファクス番号（ある方のみ）を、2月
28日㈫までに障害者施策推進課事業計画担当係へ

〈コミュニケーション研修に参加しませんか〉

障害者施策推進課事業計画担当係☎5984-4602 
FAX 5984-1215 Eメール shogaisisaku02@city.
nerima.tokyo.jp

申込先・
問合せ

東京都第9区

東京都第28区

　誰もが暮らしやすいまちをつくるために
は、障害への理解や手助けが必要です。ガ
イドブックでは、電車やお店、まちなかな
ど、暮らしの中での障害のある方とのコ
ミュニケーション方法を紹介しています。
▶配布場所：区民事務所（練馬を除く）、地
区区民館、図書館、総合福祉事務所、障害
者地域生活支援センター、保健相談所、区
民情報ひろば（区役所西庁舎10階）、障害者
施策推進課（同1階）など

コミュニケーションガイドブック
をご活用ください

※保育は月～金曜です。利用時間は園によって異なります。

区ホームページでも
ご覧になれます

▲

認可保育園・地域型保育事業
（２次受け付け）　

2/21
（必着）

１歳児１年保育
（待機児童対策）

2/28
（必着）

3  令和5年（2023年）2月1日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。

４月からの入園児を募集



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、

2/6㈪から　マイナンバーカードをお持ちの方

マイナポータルから転出届を
提出できます

東京外かく環状道路の現場見学会

　マイナポータルから電子申請することで、来庁せずに手続
きができます。詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
〈マイナポータルで転入・転居届もスムーズに！～転入・転居予定連絡〉
　転入・転居届は、引き続き窓口での手続きが必要ですが、事前に来庁日
と来庁場所を電子申請することで、通常よりスムーズに手続きができます。

　工事中のシールドトンネル内を見学します。申し込み方法など詳しくは、東
京外環プロジェクトホームぺージをご覧いただくか、お問い合わせください。
▶日時：3月5日㈰Ⓐ午前9時からⒷ午前10時からⒸ午前11時からⒹ午後1時か
らⒺ午後2時からⒻ午後3時から　※時間はいずれも1時間程度。▶集合場所：
大泉インフォメーションセンター(大泉町4-9)▶定員：各20名程度
(抽選)▶区の担当：交通企画担当係▶問合せ：国土交通省東京外か
く環状国道事務所☎0120-34-1491（平日午前9時15分～午後6時）

問
合
せ

マイナンバーカードを利用した転出届、転入・転居予定連絡について…
住民記録係☎5984-2796
マイナンバーカードの申請について…
個人番号カード事務センター☎5984-4595（平日午前9時～午後5時）

問合せ 議会事務局☎5984-4732 FAX 3993-2424

第一回区議会定例会

区民交通傷害保険に加入しませんか

2月6日㈪ 議会運営委員会、本会議（区長所信表明、議案上程）、
予算特別委員会

2月7日㈫～9日㈭ 本会議（一般質問）
2月10日㈮ 常任委員会
2月13日㈪ 特別委員会、予算特別委員会、議会運営委員会、

本会議（先議）
2月14日㈫ 常任委員会
2月15日㈬～27日㈪　予算特別委員会
2月28日㈫ 議会運営委員会、予算特別委員会
3月1日㈬ 本会議（追加上程・先議）、予算特別委員会、常任委員会
3月2日㈭ 予算特別委員会
3月3日㈮・6日㈪ 予算特別委員会
3月7日㈫ 常任委員会、特別委員会
3月8日㈬ 予算特別委員会
3月10日㈮ 議会運営委員会、本会議（議決）
※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。

2/6㈪～3/10㈮

　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・
在勤(在学）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SJ22-13866〈令和5年1月16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

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。

お知らせ
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）①講演会②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：2月13日㈪①午後2時～
3時20分②午後3時30分～4時30分
▶場所：春日町青少年館▶講師：公認
心理師／新明一星▶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）

成人の日のつどい
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

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。

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

環状七号線地下広域調節池
工事の現場見学会
　都は、神田川・石神井川・白子川流
域の洪水対策として、環七通りの地下
でトンネル式地下調節池の工事を実
施しています。今回、発進立坑の工事
現場を見学できます。申し込み方法な
ど詳しくは、大成・鹿島・大林・京急
JVホームページ（http://kanzyou7.
com）をご覧いただくか、お問い合
わせください。▶対象：小学生以上　
※小学生は保護者同伴。▶日時：2月
22日㈬、3月23日㈭①午後2時から

②午後3時15分から　※時間はいず
れも1時間程度。▶場所：中野区野方5
丁目▶定員：各20名（抽選）▶区の担
当：土木部計画課計画係▶問合せ：東
京都第三建設事務所☎3387-6251

働く
消費生活相談員
【会計年度任用職員】
▶対象：区が指定する資格があり、パ
ソコンの入力・操作ができる方▶期
間：4月～来年3月（再任する場合あ
り）▶日時：月～金曜午前9時～午後5
時の間の6時間（週4日）▶場所：消費
生活センター▶採用予定数：若干名
（書類選考・面接）▶報酬：日額1万
6500円　※交通費支給。 ※期末手
当・社会保険あり。▶申込：消費生活
センター（石神井公園区民交流セン
ター内）や区ホームページにある募集
案内をご覧の上、2月13日（必着）ま
でに消費生活係☎5910-3089

心理教育相談員
【会計年度任用職員】
▶対象：臨床心理士・公認心理師・社
会福祉士・精神保健福祉士の有資格
者、大学院で心理学を専攻し修了し
た方、教育相談に関する知識・経験
がある方▶期間：4月から1年間（再任
する場合あり）▶日時：月～土曜午前8
時30分～午後5時15分（月16日）▶場
所：学校教育支援センター▶採用予定
数：若干名（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：学
校教育支援センターや区ホームペー

ジにある申込書（写真貼付）を、2月6
日（必着）までに同所☎6385-9911

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：2月
26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65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、同ホームページをご覧ください。

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

予備
自衛官補

18歳以上34歳未満
の方（保有する技能
に応じて55歳未満）

4/6㈭
まで

練馬区シルバー人材センター
の会員
　経験や技能に応じた就業の機会を
提供します。会員になるためには、
説明会への参加が必要です。詳しく
は、お問い合わせいただくか、同ホー
ムページをご覧ください。▶対象：区
内在住の60歳以上の方▶年会費：
2,000円▶区の担当：いきがい係▶問
合せ：練馬区シルバー人材センター☎
3993-7168
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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。

事業者向け
図書館に雑誌を提供する
スポンサーを募集
　区内事業者が、図書館の指定する
雑誌を購入して提供すると、最新号の
雑誌のカバーなどに広告を掲載でき
ます。　※雑誌は、区が指定する書店
から購入していただきます。▶期間：
来年3月31日㈰まで▶申込：光が丘図
書館や図書館ホームページにある申
込書を、光が丘図書館☎5383-6500

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13日㈪・14日㈫【器具点検など
のため】　※温水プールは15日㈬・
16日㈭も利用できません。
〈平和台図書館☎3931-9581〉…2月
13日㈪～17日㈮【館内整理のため】

健康・衛生
講演会「発達障害の方のお酒、
ゲーム、ギャンブルなどの付
き合い方」
▶日時：3月1日㈬午後1時15分～3
時▶場所：石神井庁舎5階▶講師：雷門
メンタルクリニック院長／伊波真理雄
▶定員：50名（先着順）▶申込：電話
で大泉保健相談所☎3921-0217

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7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

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7日㈫・21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

介護相談・交流カフェ
～知らないと損する薬のお話し

　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15日㈬午後
1時30分～3時30分▶場所：桜台地
域集会所▶講師：桜台薬局薬剤師／
瀬間晴美▶定員：10名（先着順）▶申
込：当日会場へ▶問合せ：在宅介護支
援係☎5984-4597

認知症予防講演会「認知症の
予防、今すぐできること～
人生100年時代を健やかに」
▶日時：3月2日㈭午後2時～3時40
分▶講師：きくかわクリニック院長／
菊川昌幸▶申込期限：2月16日㈭

場所など 定員
（先着順） 申込

区役所アトリウ
ム地下多目的
会議室で開催

75名
電話で
介護予防係
☎5984-2094

Zoomで視聴 100名 区ホームページ
から申し込み

〈はつらつセンターで同時視聴できます〉
▶申込：2月16日㈭までに電話で各
申込先へ
場所（はつらつセンター）・

申込先
定員

（先着順）
豊　玉☎5912-6401 30名
　関　☎3928-1987 20名
大　泉☎3867-3180 60名
光が丘☎5997-7717 30名

ゲートキーパー養成講座
「命を守るゲートキーパーとは」
　ゲートキーパーとは、悩んでいる方
に気付き、話を聴いて、必要な支援に
つなぎ見守る方です。講座では、自殺
を防ぐために一人ひとりができること
を学びます。▶日時：3月1日㈬午後
2時45分～4時30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（ABの別も）②住所③氏名

（ふりがな）④年齢⑤電話番号を、2
月20日㈪までに精神保健係☎5984-
4764 Eメール hokenyobou05@city.
nerima.tokyo.jp　※Aは電話でも
申し込めます。
A 区役所アトリウム地下多目的会
議室で開催

▶定員：100名（先着順）
BZoomで開催
▶定員：100名（先着順）

高齢者
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。　※1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 中村南スポーツ交流センター 2/16㈭

2早宮地区区民館 2/17㈮

3上石神井南地域集会所 2/22㈬

4西大泉地区区民館 2/28㈫
※時間はいずれも9：15～11：00。

はつらつセンター豊玉の催し
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
場所：はつらつセンター豊玉など▶申
込：12月14日㈫2315日㈬までに
電話で同所☎5912-6401
1いわさきちひろの世界（Ⓐスライ
ドトークⒷ美術館見学）
▶日時：Ⓐ2月24日㈮午後2時～3時
30分 Ⓑ3月28日 ㈫午後2時～3時　
※Ⓑのみの参加は不可。▶講師：ち
ひろ美術館・東京主任学芸員▶定
員：Ⓐ35名Ⓑ20名（抽選）　※Ⓑは
入館料などが掛かります。

2相続に強い司法書士と行政書士
が語る終活のポイント（Ⓐ講演会Ⓑ
相談会）
▶日時：2月22日㈬Ⓐ午後2時～3時
Ⓑ午後3時から▶講師：司法書士／
鈴木章宏ほか▶定員：Ⓐ35名Ⓑ16
名（抽選）
3初心者向けフラダンス教室
▶日時：3月6日㈪・13日㈪午前10
時30分～11時30分【2日制】▶講
師：フラダンスインストラクター／
天野和栄▶定員：12名（抽選）

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3
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：25名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3996-0634

理学療法士が伝えるフレイル
予防！
　尿漏れの予防など、健康維持の知
識や運動方法を学びます。　※Zoom
を使ったオンライン配信も行います。
詳しくは、お問い合わせください。
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
日時：2月16日㈭午後2時30分～3時
30分▶場所：はつらつセンター関▶
講師：東京都理学療法士協会会員▶
申込：電話で同所☎3928-1987
〈下表の会場で同時視聴できます〉
▶申込：電話で各申込先へ

場所・申込先

はつらつ
センター

豊　　玉☎5912-6401
大　　泉☎3867-3180
光 が 丘☎5997-7717

敬老館

栄　　町☎3994-3286
南 田 中☎3995-5538
高 野 台☎3996-5135
三 原 台☎3924-8834
石 神 井☎3996-2900
石神井台☎3995-8270
上石神井☎3928-8623
東 大 泉☎3921-9129
西 大 泉☎3924-9545
大 泉 北☎3925-7105

4月のがん検診

▶対象：区内在住で、来年3月31日㈰現在40歳以上の方　※過去に胃の手
術を受けた方、現在胃の疾患で治療中の方、妊娠中の方、指示に従って自
力で動けない方、4年度に区の内視鏡検査を受けた方は受診できません。
▶場所：健康診査室（区役所東庁舎2階）、練馬区医師会医療健診センター
▶内容：問診、胃部エックス線検査（バリウム）　※食道撮影は行いません。
▶費用：1,000円

▶対象：区内在住で、来年3月31日㈰現在40歳以上の女性　※妊娠・授乳中
の方、断乳後6カ月以内の方、乳房の疾患で治療中・経過観察中の方、4年
度に受けた方は受診できません。▶内容：問診、マンモグラフィ（乳房エック
ス線検査）、視触診（★のみ）▶費用：900円

練馬総合病院（旭丘1-24-1） つかさクリニック（東大泉1-28-6）
浩生会スズキ病院（栄町7-1） 関根ウィメンズクリニック（早宮2-24-10）
小山クリニック（石神井町3-19-17）★ 練馬駅前内視鏡・乳腺クリニック（練馬1-4-1）
じぶクリニック（石神井台7-22-3） 薬師堂診療所（南田中3-26-3）
島村記念病院（関町北2-4-2） 練馬区医師会医療健診センター（高野台2-23-20）
大泉生協病院（東大泉6-3-3）

6月からは混み合いますので4月の検診をご利用ください
※令和5年度から受診券（チケット）が必要になります。
※受診券（チケット）の発送、受診日時・場所の通知は3月下旬です。
※75歳以上の方、住民税非課税世帯の方、生活保護受給中の方などは無料です。

A 胃がん検診（エックス線検査） B 乳がん検診

　エックス線検査または内視鏡検査を選択できます。詳しくは、区報3月1日
号をご覧ください。

来年3月31日㈰現在50歳以上で、4年度に区の内視鏡検査を受けて
いない方へ

問合せ 成人保健係☎5984-4669

Bの場所一覧

申し込みは練馬区医師会へ

ホームページ 電話
☎5923-1771

平日午前9時～午後5時
※土曜は正午まで。
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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】●二十歳を祝う練馬区成人の日のつどい
【16日～28日】●ねり丸と一緒に区役所探検！

毎日午前9時・正午・午後8時の3回、ケーブルテレビJ：COMチャンネル東京（地上デジタル11チャンネル）で放送中。
※区ホームページやYouTubeの練馬区公式チャンネル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5年度分の住民税の申告と4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 水まで

の申告は期限内に税

▲

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、区内に事務所などがある
　※いずれも5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
・ ４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

・ ４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2日㈭に申告書を発送します。

▲

 確定申告書はスマホで作成・提出できます
　国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、スマホで確定申告
書を作成できます。さらに、マイナンバーカードまた
は税務署で発行するID・パスワードがあれば、スマホ
で提出することもできます。

〈スマホでもっと便利に〉
・ 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！
・青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成できる！
・ 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！

▲

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〉
●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。

▲

住民税の申告は郵送または窓口で
新型コロナ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
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 2/16㈭・17㈮

早宮・上石神井南地域集会所 3/2㈭・3㈮

大泉北地域集会所 3/6㈪・7㈫

光が丘区民センター2階
3/8㈬～10㈮

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。

▲

 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。　※体が不自由な方を除き、車での来場
はご遠慮ください。　※区内全域の方を対象に、練馬東税務署で2月19日
㈰・26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〉
・LINE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。
・当日会場で申し込み

▶アカウント名：国税庁

保険料の正しい算定のために期限内の申告をお願いします
　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、4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。

●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

2/6㈪まで
9:30から

光が丘区民センター2階

2/7㈫～9㈭ ココネリ3階

練
馬
西

税
務
署

2/3㈮まで 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！住民税の申告　 申告は区役所へ 所得税・消費税・贈与税の確定申告 申告は税務署へ郵送申告が

オススメ！

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㈬

※ 所得税等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4/24㈪。

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4/27㈭。
※期限を過ぎて申告した場合、5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。

知っておきたい税のはなし
1公的年金等を受給している方へ
〈所得税〉
　4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、控除内容に変更・追加のある場合は住民税の申告が必要です。

6 ふるさと納税の申告手続きについて
　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
ページをご覧ください。

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。　※４年中の配当所得・株
式等譲渡所得が特定配当等・特定株式等譲渡所得のみで、その全部を申告不
要とする場合、確定申告書で住民税の申告不要を選択できます。

4 主な税制改正のお知らせ
　住宅ローン控除の入居に係る適用期限の延長や、成年年齢引き下
げに伴う住民税の非課税判定の年齢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。

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…
区役所内区税第一～第四係☎5984-4537
2の「医療費のお知らせ」について…こくほ給付係☎5984-4553

「医療費のお知らせ」も医療費控除の申告手続きに使用できます
　国民健康保険に加入中で、4年中に医療機関を受診した方へ2月10日㈮
ごろ発送します。お知らせが届かない場合は、ご連絡ください。

※電話予約は、午前9時～午後5時に受け付けます。

練馬東税務署管轄区域 練馬西税務署管轄区域

☎6630-4730 ☎6630-4731

▲申告判定
フローチャート
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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、

低所得の子育て世帯向け

給付金の申請は
2/28㈫まで
　新型コロナの影響を受けている低所得の子育て世帯の生活を
支援するため、令和4年6月から国の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。▶問合せ：練馬区子育て世
帯生活支援特別給付金コールセンター☎5984-1191

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

「社会を明るくする運動」
ポスターの原画を募集
　「社会を明るくする運動」は、犯罪
や非行のない明るい社会を実現させ
るための全国的な取り組みです。今
回、7月に発行するチラシやポス
ターに掲載する原画を募集します。
▶対象：中学生▶申込：八つ切り（38
㎝×27㎝）の画用紙に描いた作品の
裏右下に①住所②氏名（ふりがな）③
学校名・学年④電話番号を記入の
上、区立中学校の方…学校へ　区立
中学校以外の方…2月24日（必着）ま

でに持参または郵送で〒176-8501
区役所内青少年課青少年係（本庁舎
11階）☎5984-4691

オンラインでちゃんとごはん
～Zoomを使って自宅で作ろう

　健康に暮らすための基本となる一
汁一菜の食事（ちゃんとごはん）を、
練馬区食育推進ボランティアと一緒
に作ります。▶対象：区内在住の3歳
児～中学生　※小学生以下は保護者
同伴。▶日時：Ⓐ2月25日㈯午前10時
～11時30分Ⓑ3月15日㈬午後3時30
分～5時▶献立：Ⓐごはん、野菜たっ
ぷりみそ汁、マーボー豆腐Ⓑごはん、
野菜たっぷりみそ汁、煮魚、ふりかけ
▶定員：各20名（先着順）▶申込：電子
メールで①講座名（ⒶⒷの別も）②住
所③お子さんの氏名・年齢④電話番
号⑤電子メールアドレスを、Ⓐ2月16
日㈭Ⓑ3月10日㈮までに栄養食育係
☎5984-4679 Eメール kenkousuisin07
@city.nerima.tokyo.jp

講演会「学校や勉強が苦手な子
どもたちの進路選択～不登校経
験者のさまざまな進路について」
▶対象：中学生・高校生の保護者▶
日時：3月11日㈯午前10時～正午▶
場所：学校教育支援センター▶講師：

NPO法人まほろび理事長／守矢俊一
▶定員：30名（先着順）▶申込：電話ま
たは電子メールで①講演会名②氏名
③お子さんの年齢④電話番号⑤参加
人数を、同所☎6385-9911 Eメール
oubo＠city.nerima.tokyo.jp

親子アウトドア体験
～早春の光が丘公園で楽しもう！

▶対象：小学生と保護者▶日時：3月
12日㈰午前9時～正午▶場所：光が
丘公園▶内容：火おこし、ロープワー
クなど▶定員：15組（抽選）▶費用：1
人300円▶申込：体育館やスポーツ
振興課（区役所本庁舎8階）、区ホー
ムページにある実施要項をご覧の
上、2月24日㈮までにスポーツ振興
課事業係☎5984-1947

3月の育児栄養歯科相談
▶対象：0歳児▶内容：育児・食事・
歯科相談▶持ち物：母子健康手帳▶
申込：開催日の1カ月前から電話で
各保健相談所へ　※おとなの歯磨き
相談も実施しています。希望する方
は、併せて申し込んでください。
場所（保健相談所）・
申込先 日時 定員

（先着順）

豊玉
☎3992-1188

1㈬
9：00～10：00 30名

北
☎3931-1347

10㈮
9：00～10：00 30名

光が丘
☎5997-7722

1㈬
9：00～10：15 30名

石神井
☎3996-0634

24㈮
9：00～10：00 30名

大泉
☎3921-0217

13㈪
9：00～10：00 20名

関
☎3929-5381

13㈪
13：00～15：00 20名

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

17㈮ 16組

石神井
☎3996-0634
FAX 3996-0590

10㈮ 20組

関
☎3929-5381
FAX 3929-0787

27㈪ 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

11㈯
Ⓐ9：00～
11：00
Ⓑ13：00
～15：00

各30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

18㈯
9：00～
12：00

30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

4㈯
9：00～
12：00

20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

5
日
㈰

あおい接骨院(北町2-25-11) ☎3550-3250
たけくま整骨院（高松6-26-2） ☎3995-7378
日高アスリート接骨院（関町北2-28-3）☎6882-3979

11
日
㈷

篠整骨院（栄町36-5） ☎3991-6623
さくらい接骨院（富士見台4-13-2） ☎3999-9334
てらす整骨院（南大泉4-55-7） ☎6767-8348

12
日
㈰

ごとう接骨院（桜台2-1-5） ☎3994-7804
マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776
学園通り整骨院（大泉学園町4-23-8） ☎5387-3560

19
日
㈰

あかつ接骨院（豊玉中3-13-14） ☎3991-9303
小林接骨院（練馬4-20-6） ☎3992-9805
関口接骨院（東大泉7-29-22） ☎3921-4970

23
日
㈷

羽沢接骨院（羽沢1-20-8） ☎3993-0890
たがら接骨院（田柄2-27-16） ☎3939-3659
花道接骨院（石神井台8-22-1） ☎3922-2634

26
日
㈰

豊玉上サイトウ接骨院（豊玉上2-20-4）☎6914-5320
大幸接骨院（旭町1-15-11） ☎5997-3232
秋山接骨院（大泉町5-32-9） ☎5387-1741

　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

●休日急患診療所
場所 診療日時

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
※小児科医が診療。

平日の20：00～22：30
土曜・日曜・祝休日の
18：00～21：30
※15歳以下の方は保護者同伴。
予約も可

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、
15:00～16:30、18:00～21:30
※15歳以下の方は保護者同伴。
予約も可

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

土曜の18：00～21：30
日曜・祝休日の10：00～11：30、
13：00～14：00、18：00～21：30
※15歳以下の方は保護者同伴。
予約も可

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。

●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

2月の休日医療関係機関 急病者の応急診療を行います。

予約も可 …開始30分前～終了1時間前に電話で各診療所へ

新型コロナの抗原検査 要予約
（❶ 練馬休日急患診療所☎3994-2238
❷ 石神井休日急患診療所☎3996-3404）

　検査費用は無料です（初診料などは
掛かります）。▶対象：新型コロナの
感染が疑われる方▶日時：日曜・祝休
日❶午後1時30分～3時❷午後3時～
5時▶持ち物：新型コロナワクチンの
接種記録が分かるもの▶申込：当日午
前9時30分～11時30分に電話で各診
療所へ

練馬区医師会
ホームページでも
予約できます

予約も可 要予約
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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。

▶日時：3月15日㈬午後2時～2時30分▶場所：大泉学園ゆめりあホール
▶曲目：エルガー／愛の挨拶、ベートーベン／バイオリン・ソナタ第5
番「春」など▶出演：中川桜（バイオリン）、山下彩恵（ピアノ）▶定員：150
名（抽選）▶申込：往復ハガキまたは同ホームページで①催し名②代表者
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・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15日（必着）
までに〒176-0012豊玉北
5-28-3　練馬文化センター
☎3993-3311　※車いす席
を利用したい方は、その旨も
お知らせください。

　スポーツに楽しくふれあえるイベント
です。▶対象：3歳児～中学生　※未就学
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

ミニバスケットボール、フットサル、卓球、アドベンチャーラリー、輪投げ、
縄跳び　など

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

少年少女スポーツ
ふれあいひろば

0歳
からの

アフタヌーン・
ミニコンサート

2/12日
10：00～15：00

光が丘体育館

▶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「清水山の森」下車徒歩7分　※体が不自由な方を除
き、車での来園はご遠慮ください。

▶対象：区内在住で、週2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　※別途、野菜の種や肥料代などが掛か
ります。▶申込：往復ハガキまたは区ホームページで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15日（消印有効）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。

問合せ みどり推進課施設係☎5984-1664

土支田農業公園 農業教室で野菜を作りませんか
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

薬局
銀行

（土支田3-34-26）

土支
田通
り

土支田農業公園

バス停
「清水山の森」

案内図

●指導員がいるので初心者でも安心して作れる！
●9種類の野菜を作れる！（共同畑では、他の野菜も作れます）

おすすめ
ポイント！

入場
無料

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26日㈰午前
9時から　※予備日4月2日㈰。▶場
所：土支田庭球場▶保険料など：1人
300円▶申込：体育館やスポーツ振
興課（区役所本庁舎8階）、区ホーム
ページにある実施要項をご覧の上、
3月10日㈮までに練馬区ソフトテニ
ス連盟・久下☎090-1407-1632

講座・催し❶
写真で知るねりま展「所蔵写
真で見る練馬のあれこれ」
▶日時：2月27日㈪までの午前8時
45分～午後8時（1日は正午から。
27日は正午まで）▶場所：区役所本
庁舎2階通路
〈昔の練馬の写真を募集しています〉
　写真は、区民情報ひろば（区役所
西庁舎10階）や「練馬わがまち資料
館」ホームページで公開します。詳

しくは、お問い合わせください。
◎問合せ：情報公開担当係☎5984-
4513

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18日㈯・19日㈰午前9
時～午後5時（19日は午後4時まで）
▶場所・問合せ：生涯学習センター
☎3991-1667

にほんごスピーチ大会
（①文化交流ひろば②オンラ
インで開催）
　ボランティア日本語教室で学習す
る外国人が日本語でスピーチを行い
ます。　※参加者との交流あり（①の
み）。▶日時：2月25日㈯午後2時～4
時30分▶定員：①20名②100名（先
着順）▶申込：電話または区ホーム
ページで事業推進係☎5984-1523

オンライン講座「選択的夫
婦別姓を考える～多様な夫
婦・家族のあり方」
▶日時：2月28日㈫午後7時～8時30
分▶講師：弁護士／川尻恵理子▶定
員：30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年齢④電話番号⑤
電子メールアドレスを、2月24日㈮
までに男女共同参画センターえーる
☎3996-9007 FAX 3996-9010
Eメール oubo@nerima-yell.com

弁護士講演会
～任意後見制度とホームロイヤー

▶日時：3月10日㈮午後2時～4時▶
場所：石神井公園区民交流センター▶
講師：弁護士／冨永忠祐▶定員：100
名（先着順）▶申込：電話またはファク
スで①住所②氏名③電話番号を、権
利擁護センターほっとサポートねり
ま☎5912-4022 FAX 3994-1224

手作り品販売市場「ねりいち」
　障害のある方が作ったお菓子や雑
貨などを販売します。▶問合せ：就労
支援係☎5984-1387 FAX 5984-1215

場所 日時

大泉図書館 2/2㈭・9㈭
11：00～13：30

ココネリ2階 2/13㈪～17㈮
11：00～14：00

青年学級作品展
　知的障害や肢体不自由のある方が
制作した、絵画や陶芸作品などを展

示します。▶日時：2月26日㈰まで
の午前9時～午後9時▶場所：春日町
図書館▶問合せ：春日町青少年館☎
3998-5341 FAX 3998-5394

障害の理解を深める研修に参
加してみませんか～ICF（国際生
活機能分類）を通して障害を考える

▶日時：2月22日㈬午後1時30分～
4時30分▶場所：練馬福祉人材育成・
研修センター（光が丘6-4-1）▶定員：
30名（先着順）▶申込：電話または
ファクス、同ホームページで①研修
名②氏名（ふりがな）③電話番号④
ファクス番号（ある方のみ）を、2月
21日㈫までに同所☎6758-0145
FAX 5383-7421

講演会「花在ればこそ吾
わ

れも
在り～植物とともに生きた
牧野富太郎の人生を語る」
▶日時：3月12日㈰午前10時～11時
▶場所：四季の香ローズガーデン講
習棟▶定員：30名（抽選）▶講師：牧野
記念庭園学芸員／田中純子▶申込：
往復ハガキまたは同ホームページで
①催し名②住所③氏名（ふりがな）④
電話番号を、2月24日（必着）までに
〒179-0072光が丘5-2-6　四季の
香ローズガーデン☎6904-2061
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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、

ミニガイド
◆スポーツウエルネス吹矢体験会
～呼吸を整え健康増進▶対象：60歳
以上の方▶日時：2月3日～24日の毎金
曜午後0時30分～2時▶場所：桜台体育
館▶定員：各5名（先着順）▶費用：500
円▶申込：電話または電子メールで①
催し名②氏名③年齢④電話番号を、開
催日の前日までにSSC桜台・南波☎
090-1408-9900 Eメール sakuradai.
staff 3@gmail.com
◆新体操体験教室▶対象：3歳児～小
学生▶日時：2月8日～3月8日の毎水曜
Ⓐ午後5時15分～6時Ⓑ午後6時45分～
7時45分【5日制】▶場所：Ⓐ大泉学園小
Ⓑ大泉西中▶講師：RITMICA国際新体
操競技会優勝／藤岡里沙乃▶定員：各
15名（先着順）▶費用：1,700円▶申込：電
話またはファクスで①教室名（ⒶⒷの
別も）②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話
番号を、SSC大泉☎3921-1300 FAX
3921-1691
◆メンタルヘルス公開講座「心の病
の早期発見・早期治療」▶日時：2月
18日㈯午後2時～4時▶場所：ステー
ションコンファレンス池袋（豊島区西
池袋1-11-1）▶定員：150名（先着順）▶
申込：当日会場へ▶問合せ：慈雲堂病院
☎3928-6511

◆サイバーセキュリティ対策セミ
ナー▶日時：2月21日㈫午後2時～4時
▶場所：練馬産業会館（豊玉上2-23-10）
▶講師：警視庁サイバーセキュリティ対
策本部員ほか▶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住所③氏名④電話番号を、2月16
日㈭までに（一社）練馬産業連合会☎
3991-0530 FAX 3994-8008
◆高島特別支援学校　学校見学会
▶日時：2月28日㈫午前9時20分から
▶内容：授業見学、校内見学など▶定
員：30名（先着順）▶申込：ハガキまた
は同ホームページで①学校見学会②
住所③氏名④電話番号を、2月17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
◆再就職をめざす女性を支援！～
ワード・エクセル基礎科▶対象：結
婚、出産、育児、介護などで離職し、
ハローワークで求職登録をした女性▶
日時：3月20日㈪～24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：男女共同
参画センターえーるや石神井公園区民
交流センター、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17日㈮までに募集案内に記載
の申込先へ▶問合せ：東京都能力開発
課☎5320-4705　※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。
◆スポーツ吹き矢オープン競技会
▶対象：60歳以上の方▶日時：3月21日
㈷午前10時～午後3時30分▶場所：平
和台体育館▶定員：30名（先着順）▶費
用：1,000円▶申込：電話または往復ハガ
キ、ファクスで①催し名②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥段位を、2月28日
（必着）までに〒179-0083平和台2-12-5　
SSC平和台☎ FAX 5921-7800

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：2月4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

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
◆パラスポーツをやってみよう！
▶対象：小中学生　※保護者の参加も
可。▶日時：2月19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
で練馬区パラスポーツ研究会・青栁☎
090-6509-0989
◆親子で絵本を読んで話し、音楽
を聴いて描く▶対象：4歳児～小学
生　※未就学児は保護者同伴。▶日時：
2月26日㈰午後2時～4時▶場所：立野

地区区民館▶定員：20名（先着順）▶費
用：300円▶持ち物：絵の具▶申込：電
話でわいわいワーカーズ立野・浜中☎
090-8541-3696
◆声優・俳優による宮沢賢治作品
朗読劇▶対象：小中学生と保護者▶日
時：3月4日㈯午前10時30分～11時30
分▶場所：関区民センター▶定員：120
名（先着順）▶費用：1人500円▶申込：
電話でHexaBeat・宮下☎090-4421-
4761（午前10時～午後6時）
◆親子のためのベビーコンサート
▶対象：未就学児と保護者▶日時：3月
6日㈪①午前10時30分～11時30分
②午後1時30分～2時30分▶場所：関
区民センター▶定員：各40組（先着順）
▶費用：1組500円▶申込：電話でアン
サンブルパーク・茂木☎080-9373-
0603（午前9時～午後7時）
◆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12日㈰
午前10時30分～11時30分▶場所：東
大泉地区区民館▶定員：34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

◆声優・俳優による日本の名作朗
読劇▶対象：主に知的障害のある小中
学生と保護者▶日時：3月11日㈯午前
10時30分～11時30分▶場所：関区民
センター▶定員：120名（先着順）▶費用：
1人500円▶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
◆お腹を守ろう！ハーブティーづく
り！防災に役立つハーブ＆アロマ▶
対象：子育て中の保護者など▶日時：2
月24日㈮午前10時～正午▶場所：光が
丘区民センター2階▶定員：10名（先着
順）▶費用：500円▶申込：電話で子育
ちプレイスふわり・松本☎090-7243-
6967（午前9時～午後5時）

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、2月14日（必着）まで
に申込先へ　※1区画700円以下の出
店料が掛かります。　※車での来場・
搬入はご遠慮ください。
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：2月19日㈰午前9時30分～正午（雨
天中止）▶申込先：〒177-0035南田
中4-7-10-201　リサイクル・ゆう☎
080-1980-6310（先着80店。問い合
わせは午後6時～8時）
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶日
時：2月19日㈰午前9時30分～午後1
時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0041石神井町1-3-7　物 （々ものもの）
☎3997-4333（先着30店）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：2月3日㈮午前
9時から▶問合せ：栗原☎3998-3800

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
※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。

　石神井公園付近に住んでいた作家のゆかりの地や名所などを訪ねます。
▶日時・場所：Ⓐ3月2日㈭Ⓑ10日㈮午前9時20分西武池袋線石神井公園
駅集合～石神井公園～正午石神井公園ふるさと文化館分室解散（約3㎞）▶
定員：各15名（抽選）▶費用：1,500円▶申込：往復ハガキまたは同ホーム
ページで①催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員の住所・氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を、2月13日（必着）までに
〒176-0001練馬1-17-1　ねりま観光センター☎4586-1199

魅力を再発見！

石神井文学散歩を楽しもう!
　新聞に折り込んでお届けしているほか、駅や金融機関、ファミリー
マート、セブン-イレブン、西友、ライフ、サミット、ヤマダデンキ、コ
ジマ、区立施設にも置いています。
▶問合せ：広報係☎5984-2690 FAX 3993-1194

をお届けします！

　新聞未購読で、上記施設で入手が困難
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。

ご自宅に
お届け
します

　視覚障害のある方には、区報のカセッ
トテープ版、デイジー版CD、点字版を
無料で送付しています。希望する方は、
お問い合わせください。音声データは区
ホームページでも公開しています。

音声版・
点字版を
発行

©2011練馬区ねり丸

第54回  練馬区民美術展
　区民の皆さまから応募していただいた洋画･日本画･彫刻･工芸など約250点を展示
します。▶日時：2月4日㈯～12日㈰午前10時～午後6時（6日㈪は休館。12日は午後2
時まで。入館は閉館の30分前まで）▶場所・問合せ：練馬区立美術館☎3577-1821

講座・催し❷
消費者教室「温暖化の恐るべ
き影響～日本の海で起こっ
ていること」
▶日時：2月24日㈮午前10時～正午▶
場所：石神井公園区民交流センター▶
講師：科学ジャーナリスト／山本智之

▶定員：70名（先着順）▶申込：電話
または電子メールで①教室名②住所
③氏名（ふりがな）④電話番号を、2月
20日㈪までに消費生活係☎5910-
3089 Eメール syohi@city.nerima.
tokyo.jp　※保育室（1歳以上の
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、2月15日㈬までにお知らせくだ
さい。

勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶申込：13月
1日㈬214日㈫315日㈬までに電
話で同所☎3923-5511
1体に優しい健康料理教室
▶日時：3月5日㈰午後1時～4時▶献立：
サバのみそ煮、ミックス野菜の炒めも
のなど▶講師：料理研究家／鈴木邦子
▶定員：16名（先着順）▶費用：2,000円

2就労支援講座「セカンドキャリア
準備」
▶日時：3月17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）
3ライフプラン講座「コロナ禍での
『終活』の仕方とは」
▶日時：3月18日㈯午後2時～4時▶講
師：シニアライフサポーター／早川修
▶定員：30名（先着順）▶費用：200円
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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。

■ 手編みサークル　初心者・中高年
齢者対象　第2・4①火曜②木曜午前
10時～正午　石神井公園区民交流セン
ター　①②とも入会金2,000円、月会
費2,000円　高梨☎080-3451-8579
■いろは会（万葉集歌の解釈、時代背
景、人間関係などをわかりやすく解
説）　第1水曜午前10時～正午　西大泉
地区区民館　講師　元鶴岡八幡宮教学
研究所所長／加藤健司　月会費1,500
円　ござわ☎3923-1653（要予約）
■ 超護身道研究会　第2・4日曜午
後1時～3時　桜台体育館　保険料実
費　初回は無料体験可　山本☎080-
7023-8672（要予約）

■透明水彩画　伊藤画塾　第2・4水
曜午前9時～正午　文化交流ひろば　
会費1回1,500円　初回は無料体験可　
伊藤☎090-1047-4024 Eメール itosola
@gmail.com（要予約）
■ 終活セミナー「遺言書作成講座」　
2月15日午後2時～3時　四季の香
ローズガーデン講習棟　参加費500円　
丹下☎070-8569-3094 Eメール info@
katsuyo-offi  ce.com（要予約）
■ 桜英会話　50歳以上の初心者対象　
月3・4回火曜午前11時～正午　男女共
同参画センターえーる　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　田中☎090-
7264-4309 Eメール koko516yuna623
@gmail.com（要予約）
■スイミング　ゆうゆう　小学生対
象　4月からの毎月曜午後4時～5時　
光が丘体育館　入会金1,000円　月会
費2,300円　スポーツ保険料年800円　
櫛田☎080-2038-0230 Eメール be.
the.light.0901@gmail.com（要予約）

■フラダンス　フラ・オハナ・カムケア
50歳以上の女性対象　①毎木曜②毎
土曜午前11時～午後1時　大泉北地域
集会所など　講師　反町勢津子　①②
とも月会費4,400円　初回は無料体験
可　小澤☎090-2314-4450 Eメール
setsukobaba216516@yahoo.co.jp
（要予約）
■社交ダンス無料講習会　初心者～
初級者対象　2月7日～28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）
■ ①英語学習②スペイン語会話
NLC　①月3回月曜午後4時～4時45
分（幼児～小学生）②月2回木曜の都合
の良い時間　大泉北地域集会所　①②
とも入会金2,000円、月会費3,000円　
長谷川☎090-9340-7948 Eメール
NLC3oizumi@gmail.com（要予約）

■石神井ヨガサークル　毎月曜①午
前9時45分～10時45分②午前11時～
正午、毎金曜③午前9時15分～10時
15分④午前10時30分～11時30分　
石神井公園区民交流センターなど　
講師　渡部広重　①～④とも入会金
3,000円、月会費3,500円　初回は無
料体験可　宍戸☎6760-7288 Eメール
js.etude@jcom.home.ne.jp（要予約）
■抒情歌・歌謡曲を歌う会　ふらっ
とおんがくたいむ　月6・7回午前
10時～11時30分　男女共同参画セ
ンターえーるなど　会費1回1,000円　
長嶋☎090-4438-1511（要予約）
■イングリッシュハンドベル＆トー
ンチャイム体験会　中高年齢者対象　
2月12日午前10時～11時30分　男女共
同参画センターえーる　参加費1,000円　
例会…中高年齢者対象　月2回日曜午
前10時～11時30分　男女共同参画セ
ンターえーる　会費1回1,333円　石神
井公園トーンチャイムサークル・工藤☎
090-2474-2753（要予約）

■水泳　クローバー会　中高年齢の
初心者の女性対象　月4回火曜午前11
時～午後1時　上石神井体育館　講師　
中津川量子　入会金1,000円　月会費
2,500円　初回は無料体験可　西嶋☎
3925-7394（要予約）
■ 旅行英会話　ストロベリー　60
歳以上の初心者対象　月3回月曜午
後2時～3時　サンライフ練馬　講師　
クリス・フォックス　入会金1,000
円　月会費4,200円　林☎090-5339-
8159（要予約）
■卓球　NEXUS　中級以上の男性対
象　月2・3回日曜正午～午後2時　練
馬第三小　会費1回100円　宮脇☎
090-9302-6021 Eメール polestar@
proof.ocn.ne.jp（要予約）
■エンディングノート記入セミナー　
2月8日・15日・22日、3月1日午前10
時～正午　光が丘図書館など　参加費
2,000円　教材費1,000円　練馬終活
協働チーム・清宮☎6915-6300 Eメール
rakuzen@tokyo.nifty.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。

お庭のお手入れ承りますお庭のお手入れ承ります 剪定・伐採・
害虫防除・除草など 見積相談無料 植木屋庭舟　加藤航

練馬区大泉学園町8-29-3ドリームハイツ202☎090-6142-4649

●結果
　２月21日㈫に発送予定　※当選者は３月
３日㈮までに手続きをしてください。
●抽選後の空き室予約方法
　電話で各ベルデまたはインターネットで
●区内在住・在勤（在学）の方
　…３月９日㈭から
●区内在住・在勤（在学）でない方
　…３月10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
　右の申込書を往復ハガキの往信の裏面に
貼って、2月13日（必着）までに〒176-8501
区役所内少年自然の家係へ　※2通以上の
申し込みは、無効です。

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（布団あり　　  人・布団なし　　  人）
　　　　　　 （うち車いす利用者　　  人）

4代表者
〒　　　-
住所 練馬区
区外在住で区内在勤（在学）の方は勤務先（学校名）　　　　　　　　　　

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㈷～5/6㈯）

インターネット
でも

申し込めます ベルデ宿泊予約サイトはこちら

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 8室 11室 24室

武石本館 6室 － 18室

武石新館 1室（※1） 14室 －

岩 井 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

少年自然の家係☎5984-2441
ベルデ【 軽井沢☎0267-46-4141

武石本館☎0268-86-2526
武石新館☎0268-86-2525
岩井☎0470-57-4141】

ゴールデンウィーク期間　(4/29㈷～5/6㈯)　の

　軽井沢（長野県軽井沢町）・武
たけし
石（上田市）、岩井（千葉県南房総市）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（少年自然の家）

抽選申し込みを開始 ベルデ武石
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本と絵画の800年
吉野石

せ っ

膏
こ う

所蔵の貴重書と絵画コレクション

　吉野石膏が長年収集してきた希少性の高い貴重書と絵画のコ
レクションの中から、本と絵画の結びつきに注目して選んだ約
200点の作品を紹介します。同時代の書物と絵画を展示するこ
とで、絵画の巨匠たちと書物が関わり合いながら歩んできた歴
史をひもときます。

練馬区立美術館☎3577-1821場所・問合せ

▶観覧料：一般1,000円、高校・大学生と65～74歳の方800円、
中学生以下と75歳以上の方無料　※一般以外の方は、年齢を確
認できるものが必要です。　※その他割引制度あり。 カミーユ・ピサロ「ロンドンのキューガーデン、大温室前の散歩道」

1892年　油彩・キャンバス

会期中の催し

▶申込：1245往復ハガキまたは同ホームページで①催し名（1245の別。2はⒶⒷ 、4はⒶ～Ⓓの別も）②参加者全員（15は2名ま
で。4は3名〈お子さん2名、保護者1名〉まで）の住所・氏名（ふりがな）・年齢（学生は学年も）・電話番号を、申込期限までに〒176-0021
貫井1-36-16　練馬区立美術館へ3当日会場へ　※15は観覧券の半券、2～4は当日の観覧券が必要です。

催し名など 対象 日時 定員（抽選） 申込期限（必着）
1 講演会「挿絵と絵画～15・16世紀北イタリアの写本
と初期刊本との関係から」▶場所：サンライフ練馬▶
講師：東京大学名誉教授／小佐野重利　

中学生以上 3/4㈯15:00～16:30 70名
2/17

2 鑑賞プログラム「あかちゃんと家族の鑑賞会」 2歳以下のお子さんと
保護者 3/5㈰Ⓐ10:30～11:30Ⓑ13:30～14:30 各10名

3 ギャラリートーク
▶講師：吉野石膏美術振興財団職員 － 3/11㈯・25㈯15：00～15：30 ― ―

4 鑑賞プログラム「トコトコ美術館vol.44　テーマ：本」 3歳以上の未就学児と保護者
3/18㈯Ⓐ10:30～12:00Ⓑ14:00～15:30
3/19㈰Ⓒ10:30～12:00Ⓓ14:00～15:30 各5組 3/3

5 スライドトーク「本と本画をめぐる東西画家往来～省
亭・楳嶺・劉生を中心に」▶講師：泉屋博古館東京館
長／野地耕一郎

中学生以上 4/9㈰15:00～16:00 40名 3/24

時祷書零葉（聖セバスティアヌス受難の場面）
1435年ごろ

上村松園「深雪の図」
制作年不詳　絹本着色

2.26 ㊐ 

▲ 4.16 ㊐
10：00～18：00（入館は17：30まで）　
※月曜休館。

シャルル・ペロー
「眠れる森の美女・赤ずきん：ふたつの寓話」
エラニー・プレス　1899年

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
「庭で犬を膝にのせて読書する少女」
1874年　油彩・キャンバス

吉野石膏コレクションの歩み
　建材メーカーとして知られる吉野石膏は、1970年代から日本
近代絵画、さらに80年代後半からフランス近代絵画の収集をス
タートし、2008年には、吉野石膏美術振興財団を設立しました。
財団のアートライブラリーの中でも印象派の画家カミーユ・ピ
サロの息子、リュシアン・ピサロが設立したエラニー・プレスの
コレクションは、国内随一を誇ります。

お休みします【展示作業のため】 2月13日㈪～25日㈯

貴重書

貴重書
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