
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。熱中症に十分
注意しながら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引き続き節電にご協力を

感染急拡大！新型コロナウイルス

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

今こそ積極的なワクチン接種をお願いします

4回目接種
接種券が届き次第、予約できます。
対  象  ①60歳以上の方
 ②18歳以上の基礎疾患のある方・
 　重症化リスクが高いと医師が認める方
※②に当てはまる方は、申請が必要になる場合があります。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。

●医療従事者
●高齢者施設などの従事者

８月４日㈭
※接種券が届き次第、予約できます。

　８月10日㈬までに届かない方は、申請が
必要です。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。

４回目接種の対象者が拡大されました
対　象

接種券の発送日 !

改めて基本的な感染対策の徹底を

会話をする時や混雑する
場所では着用しましょう

マスクの着用

こまめに手洗いや消毒をし
ましょう

手指の衛生

30分に１回以上を目安に
換気をしましょう

こまめな換気

「密閉」、「密集」、「密接」
を避けましょう

３つの密の回避

密閉

密接密集

約350カ所の診療所 ６カ所の病院 区立施設
ワクチン ファイザー ファイザー ファイザー・モデルナ

予約方法 診療所に電話で予約

接種会場・予約方法

６カ所の病院 区立施設

予約なし・土日・夜間でも接種できる！

電話予約 ☎0120-427-409（毎日9:00～17:00）

ネット予約
https://vaccines.sciseed.jp/nerima-vaccine/

　実施日時は、各会
場によって異なりま
す。区ホームページを
ご覧の上、お越しくだ
さい。

予約なし
接種について

特集号を中面に挟み込んでいます

君も、図
書館で冒険を。

夏休み子ども向け特集号

毎月1日・11日・21日発行
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電話でお金の話が出たら詐欺です!
すぐに電話を切り、家族や警察に相談してください。▶問合せ：警察署【練馬☎3994-0110、光が丘☎5998-0110、石神井☎3904-0110】

　還付金詐欺の被害が後を絶ちません。「私は大丈夫」と思わずに、詐欺の手口を知り、被害
に遭わないよう備えましょう。

被害が急増中
還付金詐欺にご注意を！

●ＡＴＭで還付金は戻りません

● 公的機関の職員が電話でＡＴＭの
操作をお願いすることはありません

だまされないポイント

問合せ 安全安心係☎5984-1027
　自動通話録音機を設置すると、呼び出し音が鳴る前に、相手方に警告メッセージが流れ、
通話内容を録音します。詐欺の犯人は録音されることを嫌がり電話を切るため、電話に出ず
に被害を防止することができます。

申し込み方法

●ハガキで申し込み
〈裏面〉〈表面〉

❶自動通話録音機の申し込み
❷郵便番号・住所
❸氏名（ふりがな）
❹生年月日
❺年齢
❻ 電話番号（自動通話録音機
を設置する固定電話）
❼ 世帯構成（Ⓐ65歳以上の単
身世帯Ⓑ65歳以上のみの
世帯Ⓒ65歳以上の方がい
る世帯、のいずれか）

〒176-8501

区役所内危機管理課
安全安心係

切手

※ 代理人の場合は、代理人の住所・氏名（ふりがな）・電話番号・本人と
の続柄も記入。

対　　象 　 区内在住の65歳以上の方（来年3月31日
時点）がいる世帯

　　　　　　  ※過去に東京都や区、警察署から貸し出しを受けた世帯を除く。
　　　　　　  ※電話線の取り外しができない電話機や緊急通報装置などが

　付いている電話機には設置できない場合があります。詳し
　くは、お問い合わせください。

申込期限 8月31日（必着）
貸出台数 400台（抽選）
　　　　　     ※ 結果は、9月下旬に通知します。

貸出方法 11月上旬から個別配送

●電子メールで申し込み
ハガキ裏面の項目を記入してください
Eメール kikikanri@city.nerima.tokyo.jp

●区ホームページ「電子申請」で申し込み      

申し込みはコチラ▶

65歳以上の方対象

詐欺から守る！
自動通話録音機を無料で貸し出し

この通話は
録音され
ます

で申し込み      

医療費や保険料が
戻ってきます。

ATMで手続きができます。

● 区役所・税務署などの公的機関を装って連絡をしてくる
● ATMに行くよう指示され、お金を振り込ませる還付金詐欺とは
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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。

個人事業税 第1期分の納期限は8/31㈬

　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/）をご覧いただくか、お問い合わせください。　※所
得税や個人事業税の申告期限の延長などにより、納税通知書の発送が9
月以降となる場合があります。その場合、納税通知書に記載の納期限ま
でに納付してください。▶問合せ：豊島都税事務所☎3981-1211

　原爆死没者のご冥福を祈り、世界の恒久平和の実現を願って、次の時
刻に1分間の黙とうをささげましょう。▶問合せ：総務係☎5984-2600
広島市…8月6日㈯午前8時15分　長崎市…8月9日㈫午前11時2分

平和祈念の黙とうを

「（仮称）都立練馬児童相談所」の
設置に関するオープンハウスを開催

　都は令和6年度に「（仮称）都立練馬児童相談所」を、区の子ども家
庭支援センターと同一施設内に設置します。都の職員が設置計画な
どについて説明し、質問にお答えします。　※当日の資料は、8月26
日㈮から東京都ホームページ（https://www.fukushihoken.metro.
tokyo.lg.jp/jicen/oshirase/nerima_info.html）でもご覧になれま
す。▶日時：Ⓐ8月26日㈮午後6時～8時Ⓑ28日㈰午後2時～4時▶場
所：Ⓐ練馬区職員研修所（豊玉北5-27-2）Ⓑ子ども家庭支援センター
（豊玉北5-28-3）▶区の担当：こども施策企画課▶申込：当日会場へ

問合せ 東京都家庭支援課☎5320-4093

Jアラートの試験放送を実施
　無線放送塔からJアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送を行い
ます。放送内容は、自動音声応答サービス☎0120-707-111でも確認でき
ます。▶問合せ：防災施設係☎5984-2602

　昭和22年8月1日、練馬区は板橋区から分離・独立し、23番目の
特別区となりました。分離・独立から今年で75周年を迎えます。

8/10㈬
11:00

8月1日は区の誕生日！

お知らせ❶
予防接種に関する事務の
特定個人情報保護評価書
（素案）にご意見を
　新型コロナウイルスワクチン接種
では、国が構築したワクチン接種記
録システム（VRS）を使用しています。
このシステムで新たな特定個人情報
（マイナンバーを含む個人情報）を取
り扱うため、特定個人情報保護評価
書の再評価を行います。素案の全文
や意見の提出方法など詳しくは、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：住民接
種担当課☎5984-1475 FAX 3993-
6553

練馬大根を育ててみませんか
～種を無料で配布

▶対象：区内在住で栽培できる土地
がある方　※練馬大根は約80㎝の
長さになるため、プランターでの栽
培はできません。▶日時：8月2日㈫
午前9時から▶配布場所：石神井公園
ふるさと文化館、ねりま観光案内所、
石神井観光案内所、都市農業課（区
役所本庁舎9階）▶配布数：700袋（1
人1袋まで。1袋約20本分）　※なく
なり次第終了。▶問合せ：都市農業
課農業振興係☎5984-1403

練馬光が丘病院運営連絡
協議会の区民委員を募集
　練馬光が丘病院は、区民の皆さま
の意見・要望を病院の運営に反映さ
せるため、病院運営連絡協議会を設
置しています。区民や学識経験者な
どで構成され、年2回程度、平日の
昼間に開催します。　※謝礼あり。
▶対象：区内在住の方▶任期：10月か
ら2年間▶募集人数：4名（選考）▶区
の担当：医療環境整備担当係▶申込：
「練馬光が丘病院に期待すること」を
テーマとした小論文（1,200字程度。
様式自由）と①住所②氏名（ふりが
な）③年齢④電話番号⑤職業⑥医療
に関わった経験（ある方のみ）を記入
したものを、9月2日（必着）までに郵
送で〒179-0072光が丘2-11-1　練
馬光が丘病院☎3979-3611

ユニバーサルデザイン講座
　だれもが出掛けたくなるまちをつ
くるために、必要な環境整備のあり
方を考えます。▶日時：9月4日㈰午後
1時30分～5時▶場所：ココネリ3階▶
講師：東洋大学人間科学総合研究所
客員研究員／川内美彦ほか▶定員：
20名（抽選）▶申込：電話またはファク

スで①講座名②住所③氏名（事業者の
場合は事業者名も）④電話番号⑤電子
メールアドレス（ある方のみ）を、8月
25日㈭までにみどりのまちづくりセ
ンター☎ FAX 3993-5451　※同ホー
ムページ（https://nerimachi.jp/）か
らも申し込めます。　※手話通訳・
点字資料などを希望する方は、8月
22日㈪までにお知らせください。

コミュニティ助成事業で
備品を整備
　（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、桜台自治会が自治会
館で使用する備品を整備しました。　
※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：地域コミュニティ支援係☎
5984-1039

障害者フェスティバルに
参加しませんか
　12月3日㈯に光が丘区民センター
とその周辺で開催予定の障害者フェ
スティバルの参加者（団体）を募集し
ます。参加者（団体）には、事前準備
から実行委員として、企画・運営に
携わっていただきます。　※保険料
などの費用が掛かります。▶内容・
対象：Ⓐ模擬店…区を拠点に活動し
ている非営利の障害者関係団体Ⓑ作
品展示…非営利の障害者関係団体や
区内在住・在勤（在学）の障害のある
方と家族▶申込：電話またはファクス
で①住所（団体の場合は所在地）②氏
名（団体の場合は団体名と代表者の
氏名）③電話番号④ファクス番号（あ
る方のみ）⑤参加内容（ⒶⒷの別。複
数参加も可）と簡単な内容説明を、8
月10日㈬までに障害者施策推進課管
理係☎5984-4598 FAX 5984-1215

事業者向け
台風や地震に備え
看板の安全点検を
　雨や風などにより看板（屋外広告
物）に腐食やゆるみ、亀裂などが発
生しやすくなります。落下・倒壊・
飛散事故を防ぐため、広告主の方は
安全点検の実施をお願いします。▶
問合せ：道路占用係☎5984-1956

環境・リサイクル
ごみの分別にご協力を
～リチウムイオン電池を使った
製品は不燃ごみへ

リチウムイオン電池を使った製品
を、可燃ごみや容器包装プラスチッ

クとして出すと、運搬・処理過程で
の火災の原因となり危険です。加熱
式たばこなどリチウムイオン電池を
使った製品は、不燃ごみに出してく
ださい。▶問合せ：清掃事務所【〒176・
179の方…練馬☎3992-7141、
〒177・178の方…石神井☎3928-
1353】

住まい・まちづくり
都営住宅の入居者を募集
（都公募分・地元割当分）
　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。　※都公募分と地元割当
分は、それぞれの申し込み資格を満
たせば、両方に申し込めます。　※
地元割当分は、65歳以上の単身者向
け5戸。▶申込書・募集案内の配布期
間：8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：都公募分…東京都住宅供給公社
☎3498-8894、地元割当分…住宅課
住宅係☎5984-1619

福祉・障害のある方
原爆被爆者の方に見舞金を支給
　初めて申請する方は、8月12日㈮ま

でに電話で申請書を請求してくださ
い。昨年受給した方には、見舞金支給
決定通知書を9月下旬までに郵送しま
す（申し込みは不要です）。住所や金
融機関、口座番号が変わった方はご連
絡ください。▶対象：8月1日現在、区
内在住で被爆者健康手帳を持ってい
る方▶見舞金：年額1万2500円▶申込
先・問合せ：障害者施策推進課管理
係☎5984-4598 FAX 5984-1215

ボランティア
障害のある方へのIT支援
ボランティア養成講座
（初心者向け）
障害のある方へのパソコンなどの

活用を支援するために必要な技術や
知識を学ぶ講座です。▶対象：講座
修了後に区内で障害のある方へIT支
援のボランティアができる方▶日
時：9月11日㈰午前10時～午後3時
30分▶場所：中村橋区民センター▶
講師：NPO法人練馬ぱそぼらん会員
▶定員：10名（抽選）▶費用：1,000
円▶申込：往復ハガキまたは電子
メールで①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号を、8月
30日（必着）までに〒176-0021貫
井1-9-1　中村橋福祉ケアセンター
☎3926-7211 Eメール sinshocenter01
＠city.nerima.tokyo.jp
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練馬区情報番組 8月の放送内容
【  1日～15日】●“農の風景”広がる高松を散策
【16日～31日】●熱いぞ！ねりまのスポーツキッズ

認知症予防脳活プログラムで
仲間づくりしませんか！
　脳を鍛え、認知機能の低下を予防する講座です。参加を希望する方は、
区ホームページにある募集要項をご覧の上、9月6日（必着）までに申し込ん
でください。　※募集要項の送付を希望する方は、8月18日㈭までに電話
で介護予防係へ。▶対象：自分で通える区内在住の65歳以上で、脳活プロ
グラム終了後もグループで活動を続けられる方　※要介護認
定を受けている方を除く。▶問合せ：介護予防係☎5984-2094

募集要項はコチラ ▼

プログラム名 日時・場所など

SNS交流編
▶日時：10/13～来年1/19の毎木曜Ⓐ10:00～12：00Ⓑ13:30
～15:30【11/3、12/29、1/5を除く。12日制】▶場所：勤労福
祉会館▶内容：インターネット検索やLINEを通じた交流

脳活体操編
▶日時：10/14～12/2、来年1/13、2/10の金曜Ⓐ10:00～
11：30Ⓑ13:00～14:30【10日制】▶場所：ルネサンス富士見
台（貫井3-12-33）▶内容：頭と体を同時に使う運動や有酸素
運動にグループで取り組む

絵本読み聞かせ編
▶日時：10/18～来年2/14の毎火曜14:00～16:00【1/3を
除く。17日制】▶場所：サンライフ練馬▶内容：読み聞かせの
技術を習得し、子どもなどとの交流を目指す

　ひとり暮らし高齢者などが自宅で生活している様子をモニタリングし、異
常を検知した際に、離れて暮らす家族のスマートフォンに知らせるなど、
ICTを活用した見守りサービスが広がっています。
　高齢者やその家族が安心して暮らせるように、見守りICT機器の活用事例
を区ホームページや街かどケアカフェなどの講座で紹介します。
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：高齢者支援課管理係☎5984-4582

見守りＩＣＴ機器を活用
してみませんか

　高齢者の体調に合わ
せて、エアコンを遠隔
操作できます。

温湿度を
センサーが感知！

事例
2

　スマートフォンに通知が
くるため、暮らしぶりを確認
できます。

ドアの開閉を
センサーが感知！

事例
1

離 れ て い て も 安 心

お知らせ❷
働く

ハローワーク池袋就職面接会
　ハローワーク池袋と共催で就職面
接会を行います。　※参加企業名な
ど詳しくは、区ホームページでご覧
になれます。▶日時：8月30日㈫午後
1時～5時▶場所：ココネリ3階▶持ち
物：履歴書（写真貼付）、職務経歴書、
紹介状　※いずれも面接を希望する
企業数分。▶区の担当：中小企業振
興係▶申込：8月4日㈭から電話でハ
ローワーク池袋職業相談第1部門☎
5911-8609（部門コード41＃）

子育て世代の就活講座
～自分に合った働き方で就職！

▶対象：20歳未満のお子さんがいる
方▶日時：9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：ハローワーク池袋マザー
ズコーナー就職支援ナビゲーター▶
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、8月
22日㈪までにお知らせください。

保育のお仕事セミナー
就職相談・面接会
　保育施設への就職を希望する方を
対象に、区内の保育事業者の紹介や
就職相談・面接会を行います。▶日
時：9月10日㈯午後1時～4時▶場

所：ココネリ3階▶定員：50名（先着
順）▶申込：電話または区ホームペー
ジ「電子申請」で保育人材育成係☎
5984-1708

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

防
衛
大
学
校

推薦・
総合選抜

高卒または
高専3年次
修了（見込み
含む）以上
21歳未満の方

9/5㈪～
9㈮

一般 10/26㈬
まで

防
衛
医
科

大
学
校

医学科 10/12㈬
まで

看護学科 10/5㈬
まで

航
空
学
生

海上
高卒または
高専3年次
修了以上
23歳未満の方 9/8㈭

まで

航空
高卒または
高専3年次
修了以上
21歳未満の方

一般曹候補生 18歳以上
33歳未満の方

9/5㈪
まで

自衛官候補生 随時

子ども・教育
「保育利用のご案内」（令和5
年度版）を配布
　認可保育園などへの申込書（保育
利用のご案内）の配布は、10月4日㈫
を予定しています。4月入園の申し
込み期限は11月18日㈮です。詳しく
は、10月の区報でお知らせします。
▶問合せ：入園相談係☎5984-5848

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の現況届をお忘れなく
　手当を受給中の方に、現況届など
の書類を発送します。8月31日（必着）
までに提出してください。現況届を
提出しないと、児童扶養手当は来年1
月振り込み予定分から、特別児童扶
養手当は11月振り込み予定分から手
当が受けられなくなります。▶問合せ：
児童手当係☎5984-5824

9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
FAX5997-7719 16㈮ 16組

石神井☎3996-0634
FAX3996-0590 2㈮ 20組

関☎3929-5381
FAX3929-0787 5㈪ 10組

※�時間はいずれも13：00～17：00の間の
1時間30分程度。

9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（23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、8月15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

17㈯
9：00～
11：00

30組

2北
（〒179-0081
北町6-35-7）
☎3931-1347

3㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：30～
　16：30

各30組

3大泉
（〒178-0061
大泉学園町5-8-8）
☎3921-0217

10㈯
Ⓐ9：00～
　12：00
Ⓑ13：00～
　16：00

各20組

※時間はいずれも1時間30分程度。

9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

7㈬9：00～
　  10：00 30名

北
☎3931-1347

9㈮9：00～
　  10：00 30名

光が丘
☎5997-7722

7㈬9：00～
　  10：30 30名

石神井
☎3996-0634

30㈮9：00～
　　 10：00 30名

大泉
☎3921-0217

12㈪9：00～
　　 10：00 20名

関
☎3929-5381

12㈪13：00～
　　 15：00 20名
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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。

【  1日～15日】●“農の風景”広がる高松を散策
【16日～31日】●熱いぞ！ねりまのスポーツキッズ

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

7
日
㈰

樽本接骨院（豊玉中4-13-21） ☎3948-8586

たけくま整骨院（高松6-26-2） ☎3995-7378

花道接骨院（石神井台8-22-1） ☎3922-2634

11
日
㈷

坂口接骨院（氷川台4-49-11） ☎3937-0660

さくらい接骨院（富士見台4-13-2）☎3999-9334

ほがらか接骨院（上石神井1-5-6）☎6904-7183

14
日
㈰

豊玉上サイトウ接骨院（豊玉上2-20-4）☎6914-5320

小林接骨院（練馬4-20-6） ☎3992-9805

赤坂接骨院（関町北1-26-7） ☎3920-4021

21
日
㈰

あおい接骨院(北町2-25-11) ☎3550-3250

マキノ接骨院（練馬4-26-11） ☎5999-3776

植村接骨院（東大泉6-50-9） ☎3922-2911

28
日
㈰

遠畑接骨院（豊玉北5-12-10） ☎5946-5946

紅の葉整骨院（石神井町3-19-14）☎6763-3022

市毛接骨院（関町南2-2-6） ☎3928-0346

▶問合せ：地域医療課☎5984-4673

　必ず健康保険証をお持ちください。往診はしません。

●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・日曜、祝休日の
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。

●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

8月の休日医療関係機関 急病者の応急診療
を行います。

　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。

●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

　お盆の期間に、休診する医療機関があります。
受診できる医療機関をお探しの場合は東京都医
療機関案内サービス「ひまわり」☎5272-0303、
練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセン
ター☎3997-0121で案内します。

お盆の期間（8月6日～14日ごろ）について

　公営住宅への入居を希望する高齢者に民間賃貸住宅を紹介し、公営
住宅への転居が決まるまでの期間（原則として6年以内）、家賃を補助
します。65歳以上の単身世帯または65歳以上の方を含む60歳以上の
2人世帯で、一定の要件に当てはまる方が対象です。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。　※現在お住まいの住
宅への補助ではありません。▶申込書の配布期間・申込期間：8月17
日㈬まで▶申込書の配布場所：区民事務所（練馬を除く）、総合福祉事
務所、高齢社会対策課（区役所西庁舎3階）▶問合せ：高齢社会対策課施
設係☎5984-4586

高齢者向け民間賃貸住宅
の入居者を募集

8/17㈬
まで

　はり・きゅう・マッサージ・指圧の中から希望するものを1回1,500円で利
用できます（出張の場合は別途1,000円）。　※練馬区三療師会協力。▶対
象：65歳以上の方▶利用回数：年4回まで　※申し込んだ月により異なりま
す。▶申込：区民事務所（練馬を除く）や地域包括支援センター、高齢者支援
課（区役所西庁舎3階）で直接申し込むか、下記で配布する申込ハガキを、来
年2月28日（消印有効）までに郵送で申込先へ　※区ホームページ「電子申
請」からも申し込めます。▶配布場所：地区区民館、敬老館、はつらつセン
ター、厚生文化会館▶問合せ：高齢者支援課高齢給付係☎5984-2774

三療サービス
（はり・きゅう・マッサージ・指圧）

のご利用を

赤ちゃんと一緒にエクササ
イズ～子育てママの健康講座
▶対象：首のすわった4～12カ月児
と妊娠中に血圧・血糖値が高めと言
われた母親▶日時：9月15日㈭午前
10時～11時30分▶場所：豊玉保健
相談所▶内容：講義、運動実技▶講
師：健康運動指導士／加藤有里▶定
員：8組（先着順）▶申込：電話で同所
☎3992-1188

講演会「情報リテラシーに
ついて考える～その情報、
正確ですか？」
▶対象：小中学生　※保護者の参加
も可。▶日時：8月22日㈪午前10時
～正午▶場所：日本大学芸術学部▶
講師：日本大学芸術学部放送学科主
任教授／鈴木康弘▶定員：100名（先
着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：
育成支援係☎5984-1292

子育て中のわたしをみつめる
「子育てママのポレポレ塾
2022」
▶対象：子育て中の女性　※過去に受
講した方は申し込めません。▶日時：
9月13日・27日、10月4日・18日・
25日、11月1日の火曜午前10時～正
午【6日制】▶場所：男女共同参画セン

健康・衛生
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：9月7日㈬午後2時～3時30
分▶場所：豊玉保健相談所▶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☎3992-1188

高齢者❶
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▶申込：
8月15日㈪までに電話で同所☎
5912-6401
1初心者向けフラダンス教室
▶日時：9月5日㈪・12日㈪午後1時
30分～2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）
2空き家の相続問題と対策（Ⓐ講演
会Ⓑ相談会）
▶日時：8月31日㈬Ⓐ午後2時～3時
Ⓑ午後3時から▶講師：行政書士／
津田陽一▶定員：Ⓐ35名Ⓑ12名
（抽選）

ターえーる▶内容：講義、ワークショッ
プなど▶講師：看護師／磯邊真希子ほ
か▶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、8月
29日㈪までにお知らせください。

絵本とあそぶ会～「夏をたのし
もう」がテーマのおはなし

▶対象：幼児～小学生と保護者▶日
時：8月13日㈯午後2時~2時45分▶場
所：石神井松の風文化公園管理棟▶定
員：50名（先着順）▶申込：電話で石神
井公園ふるさと文化館☎3996-4060

夏休み！親子で学ぼう練馬の
夜空
～望遠鏡を使って月や星の観察会

▶対象：小学生と保護者▶日時：8月
20日㈯午後7時～8時30分▶場所：
向山庭園▶講師：練馬の星空を楽し
む会代表／山川徹▶定員：8組（先着
順）▶費用：1人500円▶持ち物：双
眼鏡（ある方のみ）▶申込：電話で同
所☎3926-7810

理学療法士が伝えるフレイル
予防！～自宅からZoomによるオ
ンライン参加もできます

　糖尿病予防など、健康維持のため
の知識や運動方法を学びます。　※
オンラインでの参加方法など詳しく
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：8
月18日㈭午後2時30分～3時30分
▶場所：はつらつセンター豊玉▶講
師：東京都理学療法士協会会員▶申
込：電話で同所☎5912-6401
〈講座を同時放映します〉
▶申込：電話で申込先へ

場所・申込先

はつらつ
センター

大 　 泉 ☎3867-3180
光 が 丘 ☎5997-7717
　 関 　 ☎3928-1987

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
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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
◆「練馬のお店deスタンプGET」
キャンペーンの参加店舗を募集　9
月から実施するデジタルスタンプラリー
の参加店舗を募集します。▶対象：区
内飲食店・小売店事業者など▶申込：
8月28日㈰までに、東京商工会議所練
馬支部ホームページ（https://www.
tokyo-cci.or.jp/nerima/）から申し込
んでください▶問合せ：東京商工会議所
練馬支部☎3994-6521
◆ボッチャ体験会▶対象：小学生以上　
※小学3年生以下は保護者同伴。▶日時：
8月6日・20日・27日の土曜午前10時
45分～正午▶場所：桜台体育館▶定員：
各18名（先着順）▶費用：100円▶持ち
物：上履き▶申込：当日会場へ▶問合せ：
SSC桜台・南波☎090-1408-9900
◆親子リトミック教室▶対象：1～3歳
児と保護者▶日時：8月30日、9月6日・
20日、10月4日・18日、11月1日・15日、
12月6日・20日の火曜Ⓐ午後1時15分～
2時Ⓑ午後2時10分～2時55分▶場所：
平和台体育館▶講師：キラキラプロジェ
クト／戸ヶ崎幸子ほか▶定員：各12組
（先着順）▶費用：1組1,000円▶申込：開
催日の前日までに電話でSSC平和台☎
5921-7800（平日午前9時～午後5時）
◆旭出学園（特別支援学校）　学校
説明会・進学相談会▶日時：A高等
部…9月7日㈬午前9時～午後0時30分
Bオープンスクール（全学部対象）…
10日㈯午前9時30分～正午Cオンラ
イン学校説明会…10日㈯1午後1時
30分～2時10分2午後2時45分～3時
25分D中学部…13日㈫午前9時～正
午E幼稚部・小学部…15日㈭午前9時
30分～午後0時10分F高等部専攻
科…16日㈮午前9時～正午▶申込：電
話またはファクス、電子メールで①学
校説明会（A～Fの別。Cは12の別

も）②住所③氏名④電話番号を、同所
☎3922-4134 FAX 3923-4009 Eメール
miki-1950@asahide.ac.jp
◆初心者水泳教室（Ⓐ水っていいな
Ⓑきちっと平泳ぎⒸ泳げるようにな
りたい）▶対象：Ⓐ年長児～小学生ⒷⒸ
小学3年～中学生▶日時：Ⓐ9月9日～12
月9日の毎金曜午後3時～4時30分【9月
23日、10月21日を除く。12日制】ⒷⒸ
9月8日～12月1日の毎木曜午後5時30
分～7時【11月3日を除く。12日制】▶場
所：Ⓐ光が丘体育館ⒷⒸ旭町南地区区民
館▶定員：Ⓐ25名ⒷⒸ各8名（先着順）▶
費用：8,000円▶申込：往復ハガキで①教
室名（Ⓐ～Ⓒの別も）②住所③氏名（ふり
がな）④学年⑤性別⑥電話番号を、8月
15日（必着）までに〒179-0075高松3-7-
25-601　練馬区水泳リーダー連絡会・
松本☎3990-8870
◆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：9月12日㈪～16日
㈮午前10時～午後3時【5日制】▶場所：
男女共同参画センターえーる▶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、8月19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☎5320-4705
◆志村学園（就業技術科）　学科
説明会▶日時：9月15日㈭午前10時
～正午▶内容：説明会、校内見学な
ど▶申込：電話で同所☎3931-2323　
※同ホームページ（http://www.
shimuragakuen-sh.metro.tokyo.jp/
site/zen/）からも申し込めます。
◆高島特別支援学校　学校見学会
▶日時：9月22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：ハガキで①学校
見学会②住所③氏名④電話番号を、9
月16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。
◆泳力検定会▶対象：週1回以上水泳
の練習をしている方▶日時：9月25日㈰
午前9時～午後1時▶場所：大泉学園町
体育館▶保険料など：1,000円　※1種
目につき別途検定料500円。▶申込：体
育館にある申込書に検定料を添えて、9
月3日㈯までにSSC大泉☎3921-1300

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：8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

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
◆おもいっきり投げろ！水風船祭
り▶対象：小学生と保護者▶日時：8
月28日㈰午前10時～正午▶場所：豊
玉錦公園（豊玉中4-5-5）▶定員：60名
（先着順）▶費用：1人300円▶申込：
電話でどきどきなかま・木村☎090-
6342-7344（午後4時～8時）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：8月5日㈮
午前9時から▶問合せ：栗原☎3998-
3800

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、開催日の5日前まで
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：8月21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100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：8月21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50店）

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

■健康体操（リズムシェイプ・体幹ト
レーニング）　青葉会 中高年齢者対
象　毎金曜午前10時～11時　総合体育
館　講師　小野加代子　入会金1,000
円　月会費2,000円　吉野☎6750-7242
■硬式テニスサークルG・T・C 試
合ができる50歳以上の方対象　毎水曜
午後7時～9時　夏の雲公園庭球場　入
会金2,000円　月会費500円　会費1回
1,000円　小野寺☎3977-7618（午後
7時～9時）Eメール tennis.gtc@gmail.
com（要予約）
■貫井中同窓会総会　8月21日午後2
時～3時　貫井中　参加費無料　比田井
☎3577-0300（午後6時以降）

■DVD視聴とお話し　8月27日午後
2時～4時　貫井図書館　講師　澤則雄　
参加費500円　子宮頸がんを考える
会・橋本☎ SMS 080-7574-1634
（要予約）
■ハーモニカ練習　ハーモニックサ
ンライフ　初心者～中級者対象　第
1・3火曜午前9時30分～11時30分　
サンライフ練馬　講師　簾籐美與子　
入会金1,000円　月会費2,500円　年
1回発表会あり　柳田☎6794-3855
（午後6時～9時）
■ダンス　A.colors KID'S 4～6歳
の初心者～初級者対象　月2回土曜正
午～午後0時45分　豊玉地域集会所　
月会費3,000円　福村☎080-5076-
0932 Eメール akecorotan@gmail.com
（要予約）
■空手クラブ泉心会　毎土曜午後6時
30分～8時30分　大泉小など　入会金
2,000円　月会費2,500円（小学生以下
2,000円）　今井☎3923-7513（午前10
時～午後6時）Eメール kinopuro.since.
1965@tiara.ocn.ne.jp

■ 古典文学の勉強会　すずしろ会
第2・4水曜午前10時～正午　春日町
青少年館　講師　中山喜巳江　入会金
1,000円　月会費2,000円　資料代実
費　初回は無料体験可　青木☎3867-
0181（午後）
■社交ダンス　スパイラル 主に毎
火曜午後1時～4時　光が丘区民セン
ター2階など　有資格者の女性講師が
指導　入会金1,000円　月会費3,000
円　田中☎5383-1340
■ 話上手になる講座　STG話の会
（石神井）　第2・4日曜午後1時30分～
3時30分　男女共同参画センターえー
る　入会金1,000円　月会費1,500円　
初回は無料体験可　宝田☎080-6685-
5767（要予約）
■俳句会かたかご　第1水曜午後1時
～5時　石神井公園区民交流センター　
講師　繪硝子同人会長／高平嘉幸　
月会費1,000円　年2回程度吟行あ
り　村上☎090-2748-8963 Eメール
kaminorimura@jcom.zaq.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。

第40回
練馬児童劇団発表会

サウンド・オブ・ミュージック
　小学4年生～20歳の劇団員が、日頃の練習の成果を発表します。
▶日時：9月19日㈷Ⓐ午後2時30分Ⓑ午後6時30分開演▶場所：練馬文
化センター▶定員：各550名（抽選）▶申込：往復ハガキで①催し名（ⒶⒷ
の希望順も）②代表者の住所・
氏名・電話番号③参加者全員
（4名まで）の氏名を、8月15日
（必着）までに〒179-0074春
日町4-16-9　春日町青少年
館☎3998-5341

9/19㈷
入場無料

前回の様子

高齢者❷
シニア職場体験に参加して
みませんか
　新しい職場への不安をなくすた
め、選考を受ける前に職場を見学・体
験できます。申し込み方法など詳し
くは、お問い合わせください。▶対
象：おおむね60歳以上の方　※ハ
ローワーク池袋またはワークサポー
トねりまで求職登録が必要です。▶
区の担当：いきがい係▶問合せ：㈱シ
グマスタッフ☎0120-916-898（平
日午前9時～午後5時）　※職場体験
を実施できる企業も募集します。詳
しくは、お問い合わせください。

講座・催し
手づくり品販売市場
「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 8/4㈭・25㈭
11：00～13：30

ココネリ2階 8/15㈪～19㈮
11：00～14：00

勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶申込：19月
6日㈫2313日㈫までに電話で同
所☎3923-5511
1失敗しないお菓子教室「秋のフ
ルーツタルト」
▶日時：9月10日㈯午前10時30分
～午後0時30分▶講師：お菓子作
家／福岡由起子▶定員：16名（先着
順）▶費用：2,500円
2就労支援講座「就労支援の現場か
ら～事例から学ぼう！」
▶日時：9月16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「人生の後半戦
を輝くものに！～新しいキャリアの
作り方」
▶日時：9月17日㈯午後2時～4時▶
講師：キャリアコンサルタント／小
矢野正夫▶定員：30名（先着順）▶費
用：200円

武蔵野音楽大学公開講座「音
楽におけるスタイルとは！
時代とともに音楽を考える」
▶対象：18歳以上の方▶日時：9月
10日㈯午後1時～3時▶場所：武蔵
野音楽大学江古田キャンパス▶講
師：武蔵野音楽大学講師／伊東光介
▶定員：250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電話番号を、9月7日
㈬までに生涯学習センター☎3991-
1667 Eメール s-center@city.nerima.
tokyo.jp

交通安全練馬区民のつどい
▶日時：9月9日㈮午後2時～3時30
分▶場所：練馬文化センター▶内容：
交通安全教室、アトラクションなど
▶出演：警視庁音楽隊ほか▶定員：
300名（抽選）▶区の担当：安全対策
係▶申込：往復ハガキで①催し名②
参加者全員（2名まで）の住所・氏

名・年齢・電話番号を、8月15日（消
印有効）までに〒176-0012豊玉北
5-2-7　練馬警察署☎3994-0110

昆虫講演会「注目すべき最近
のチョウ類研究『蝶

ちょう

 魅惑の昆
虫』展から」
▶対象：中学生以上▶日時：8月21日㈰
午後2時～3時30分▶場所：稲荷山図
書館▶講師：東京大学総合研究博物館
講師／矢後勝也▶定員：20名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3921-4641
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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。

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！

チケット
予約・購入
はこちらで

●❶練馬文化センター（練馬駅下車中央北口徒歩1分）
●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、練馬文化センターにお問い合
わせください。
※予約で完売の場合は、窓口での販売はありません。

該当年齢から入場できます。

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。

●歳以上

友の会会員は1割引きで購入できます（各公演 2枚まで）。割引

未就学児は入場できません。小学生

練馬交響楽団第76回定期演奏会
出 演　 松尾葉子（指揮）、三原麻里（オルガン）、練馬交

響楽団（管弦楽）
曲　目　 サンサーンス／交響曲第3番ハ短調Op.78「オル

ガン付き」、グノー／歌劇「ファウスト」よりバレエ
音楽 など

入場料　 1,000円（全席自由）
購　入　 カンフェティチケットセンター☎0120-240-540

（平日午前10時～午後6時）　※❶❷からも購入で
きます。

所沢市民文化センターミューズ（埼玉県所沢市並木1-9-1）

松尾葉子

10/15 土

13:30開演

割引 小学生

9/11日

14：00開演 アフタヌーン・ミニコンサート9月
　野菜で作った楽器の演奏もあります。さまざまな音色をお楽しみください。
出 演　 十亀正司（クラリネット）、三木薫（カホン）、石川愛（ピアノ）
曲 目　シュライナー／だんだんちっちゃく 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）・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、8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は、その旨もお知らせください。

　　　　※9月11日㈰にワークショップ「野菜deリコーダー」あり。詳しくは❸へ。

練馬文化センター（小ホール） 0歳以上 入場無料

石川愛 十亀正司 三木薫

　避難所や避難生活の様子をパネル展示するほか、
地震や浸水の疑似体験を行います。
▶時間：午前10時～午後4時▶申込：当日会場へ

場所・申込先 防災学習センター☎5997-6471 FAX 5997-6472

防災企画展
～もし、ねりまで災害が起きたらどうなるの？

防災公開講習会
～被災後の生活再建はどうする？
（Ⓐ防災学習センターⒷオンラインで開催）

　生活再建の支援制度や制度の利用に必要な、り災証明書について
学びます。
▶時間：午後1時30分～3時▶講師：弁護士／岡本正▶定員：各50名
（先着順）▶申込：電話またはファクス、区ホームページ「電子申請」で
①講習会名（ⒶⒷの別も）②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤電話番
号を、9月3日㈯までに同所へ

について
学びませんか防災

9/10㈯

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

スポーツ
初心者スポーツ教室
▶申込：往復ハガキまたは区ホーム
ページで①教室名（12の別も）②
住所③氏名（ふりがな）④生年月日
（学生は学年も）⑤性別⑥電話番号⑦
2は用具の貸し出し希望の有無を、
8月12日（必着）までに〒176-8501
区役所内スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
1空手道
▶対象：小学生以上▶日時：9月3日
～10月8日の毎土曜午後4時～6時

●バレーボール（6人制女子・男子）
▶対象：15歳以上の方（中学生を除
く）で構成されたチームと区連盟登
録チーム▶日時・内容：女子の部…
8月28日㈰、男子の部…9月4日㈰、
男女決勝…11日㈰　いずれも午前9
時から▶場所：光が丘体育館▶保険
料など：1チーム1,000円▶申込：実
施要項をご覧の上、8月10日㈬まで
に練馬区バレーボール連盟・田口へ
●ゲートボール
▶対象：小学生以上▶日時・場所：
【地区予選】8月30日㈫…練馬総合運
動場公園（第1地区）、31日㈬…長光
寺橋公園（第2地区）、9月1日㈭…光
が丘公園（第3地区）　いずれも午前
9時～午後1時　【決勝大会】9月6日
㈫午前9時～午後3時30分…練馬総
合運動場公園▶保険料：1人1日33
円▶申込：実施要項をご覧の上、8
月13日㈯までに練馬区ゲートボー
ル協会へ
●ソフトボール（一般男子・一般女
子・少女・シニア）
▶申込：実施要項をご覧の上、8月21日
㈰までに練馬区ソフトボール協会へ

対象 日程 場所

一般男子の部
（18歳以上）

9/4㈰・
11㈰・25㈰ 北大泉

野球場一般女子の部
（18歳以上）

9/23㈷、
10/2㈰

少女の部
（小学生）

10/9㈰・
10㈷

練馬総合
運動場公園

シニアの部
（59歳以上）

9/18㈰、
10/16㈰・
30㈰

学田公園
野球場

※時間はいずれも9:00から。
●バスケットボール（一般男子・女子）
▶対象：18歳以上の方で構成された
チーム▶日時・場所：9月11日㈰・
18日㈰…総合体育館、25日㈰…光
が丘体育館、10月2日㈰…中村南ス
ポーツ交流センター　いずれも午前
9時から▶申込：実施要項をご覧の
上、8月5日㈮までに練馬区バスケッ
トボール連盟・秋田へ

【6日制】▶場所：上石神井体育館▶
定員：20名（抽選）▶保険料：198円
2卓球
▶対象：15歳以上の方（中学生を除
く）▶日時：9月9日～10月14日の毎
金曜午前10時～正午【6日制】▶場
所：中村南スポーツ交流センター▶
定員：40名（抽選）▶保険料など：
500円　※用具の貸し出しあり｡

区民体育大会
▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947　※実施要項は、体育
館やスポーツ振興課（区役所本庁舎
8階）、区ホームページなどでご覧
になれます。

●弓道
▶対象：Ⓐ中学生・高校生Ⓑ一般▶
日時：9月19日㈷午前9時から▶場
所：Ⓐ各学校Ⓑ総合体育館▶内容：競
技方法…8射競射（4矢2回）、近的的
中制　部別…Ⓐ学生の部Ⓑ一般1部
（3段以下）、一般2部（4段以上）▶申
込：ハガキまたは電子メールで①大
会名②住所③氏名（ふりがな）④年齢
⑤性別⑥電話番号⑦部別を、9月1日
（必着）までに〒177-0032谷原1-7-5　
練馬区体育協会 Eメール nerimakyudo
@yahoo.co.jp
●硬式テニス（混合ダブルス）
▶対象：Ⓐ一般の部（18歳以上）Ⓑ
ファミリーの部（夫婦・親子・兄弟
姉妹。いずれも18歳以上）Ⓒ年齢別
の部（2人の年齢の合計が100歳以
上、120歳以上）　※出場は1種目
のみ。　※学生テニス連盟登録者と
高校生は参加できません。▶保険料
など：1組1,500円▶申込：実施要項
をご覧の上、8月17日㈬までに練馬
区体育協会へ

日程 場所
9/25㈰ 夏の雲公園庭球場

10/2㈰・9㈰ 土支田庭球場、
夏の雲公園庭球場

※時間はいずれも9：00から。
※予備日10/16㈰。
●馬術
▶対象：傷害保険に加入している方
▶日時・場所：Ⓐ10月2日㈰午前8
時から…日本乗馬倶楽部（埼玉県三
芳町）Ⓑ30日㈰午前9時30分から…
観音山乗馬クラブ（茨城県境町）▶申
込：電話またはハガキで①大会名（Ⓐ
Ⓑの別も）②住所③氏名（ふりがな）
④年齢⑤性別⑥電話番号を、9月12
日（必着）までに〒177-0032谷原
3-16-8　練馬区馬術連盟・福井☎
090-3516-1910
●空手道
▶対象：4歳児以上▶日時：11月13
日㈰午前9時から▶場所：光が丘体
育館▶申込：実施要項をご覧の上、
8月31日㈬までに練馬区空手道連
盟・宮内へ
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牧野博士ゆかりの植物たち
してみよう！ 9/4㈰まで

牧野記念庭園を冒険！

　博士や植物に関するクイズを解きながら園内を巡るイベントです。参加者には記念品を
差し上げます。▶場所：牧野記念庭園▶申込：当日会場へ▶問合せ：みどり推進課施設係
☎5984-1664

四季の香
ローズガーデンの催し

　博士が研究・執筆に使った
書斎と書庫があります。本棚
や机は当時のものです。

牧野富太郎図鑑牧野富太郎図鑑

博士のノート

暑さが増すこの季節、牧野記念庭園ではキツネノカミソリとオ
オキツネノカミソリが見頃を迎えます。キツネノカミソリの

由来は、花がキツネの色に似ていて葉の形がカミソリのように細
いためなどと諸説あります。オオキツネノカミソリは、キツネノカ
ミソリの変種にあたり、とてもよく似た花をつけます。

キツネノカミソリとオオキツネノカミソリ

生誕160年記念特別展を開催中 ！
場所・問合せ ： 牧野記念庭園☎6904-6403

生誕160年・朝ドラ
化決定記念　連載

企画

　博士が研究で愛用した道
具や植物標本などを展示し
ています。

書屋展示室常設展示室

Bローズガーデンで
ヨガを楽しもう
▶日時：9月23日㈷午前9時
～10時▶講師：ネリヨガ／
yumi▶定員：20名（抽選）▶
費用：1,500円

Aプリザーブドフラワーを
使ったフレームアレンジメント
▶日時：9月17日㈯①午前10時～
11時30分②午後2時～3時30分
▶講師：第一園芸㈱／中川桃
▶定員：各21名（抽選）▶費用：
5,000円

庭園

博士の像の周りには
ある植物が…！

あの人と
写真が撮れる!?

この入れ物は
一体？

探

答えは…牧野記念庭園で！

　300種類を超える植物
が、季節ごとに庭園を彩り
ます。

キツネノカミソリ
　雄しべが花被
片よりも短い。

オオキツネノ
カミソリ

　雄しべが花被片
（花びらのように
見える部分）より
も突き出ている。

?

▲植物標品貼付帖
（個人蔵）

夏休みは

▶申込：往復ハガキで①講座名（ABの別。Aは①②の別も）
②住所③氏名（ふりがな）④電話番号を、A9月2日B9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　※同ホームページ（https://
www.shikinokaori-rose-garden.com/）からも申し込め
ます。

個人蔵

第4巻第4巻 我が植物園の仲間たち①
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図書館
213

三十周年記念

歴史編 1285頁

ぬき取って読んでね！ぬき取って読んでね！ぬき取って読んでね！ぬき取って読んでね！

お宝
たから

をゲットでき
る

イベントがあ
るよ！

最終面を見て
ね！8/1

令和4年
（2022年）

　8月のある日、いつものように公園で遊んでいると

なぞの古いメモを発見。そこには「図書館」「213」

「富
とみ

」の文字が…。「富って財
ざいほう

宝のこと？」「図書館に財

宝が眠
ねむ

っている！？」と思った4人は、手がかりを

求
もと

め図書館に向かった！ ページをめくろう！

なぞの古い
メモ



財
ざいほう

宝はありませんでしたが、本の探し方を

マスターして、ちょっぴり成長した4人。

図書館での冒
ぼうけん

険は、図書館員さんにもらった

ごほうびとともに、この夏の宝
たから

物になりました。

2

1

3 7 8

9

11
10

4
図書館に来たら
何か分かると
思ったけど…。 あ！この数字、

メモにあった
ものと似

に

てない？

本を探
さが

しているの？
私
わたし

は図書館で働
はたら

く専
せんも ん

門の職
しょく

員
いん

なの

大きく
10グループに
分けたあとに

検索機は
タッチして
使えるんだね

キーボードに
慣
な

れてなくても
安心だね！

なるほど～

図書館では「日
に

本
ほん

十
じゅっしん

進分
ぶん

類
るい

法
ほう

」をもとに、
内
ないよ う

容ごとに本が並
なら

べられているの。
背表紙のシールの番号は、その数字よ。
ジャンルから本を探したいときに役立つよ！

そして私たち図書館員は調べものを
サポートしているよ！
困
こま

ったときは気軽に話しかけてね。

メモのなぞを解
と

き、
「練馬区史 歴史編」に
たどり着いた4人。
本を開くと…。

次に図書館を冒険するのはみんなの番！
次のページのなぞを解いてお宝を手に
入れよう！

こっ、これは…！！
図書館の本をパソコンで探すこともできるよ。
本のタイトルやキーワード、作者名で探せるよ。

本の背
せ

表紙のシールに注目！ 検
け ん さ く

索機
き

で調べる！

図書館員に聞く！

図書館で本を探すときの
コツを3つ教えるわ!

本がありすぎて
分からない～！ 本当だ！

全部の本に
貼
は

ってあるね！

よーし！
本がある場所に
行こう！

大きく
10グループに
分けたあとに

大正15年　植物学者牧
まき

野
の

富
とみ

太
た

郎
ろう

博
はか

士
せ

、
大
おお

泉
いずみ

に転
てんき ょ

居…

だれかが調べものをしたときの
メモだったんだ…！

213

2つ目、3つ目の
数字でもっと詳

くわ

しく
分けているんだね！
数字でもっと詳しく
分けているんだね！

ネコが出てくる
物語を読みたい！

探している本が見つからない

なんで夏が暑いか
調べたい

コツが分かれば
本を探すのは
簡
かんた ん

単だね！

メモのなぞも
分かったし

コツ
1

コツ
2

コツ
3

私にまかせて！

「練馬区史」は地域資料のコーナーにあるよ

0 総
そ う

記
き

5 技
ぎ

術
じゅつ

1 哲
てつ が く

学 6 産
さん

業
ぎょう

2 歴
れ き

史
し

7 芸
げい

術
じゅつ

3 社会科学 8 言語

4 自
し

然
ぜん

科学 9 文学

2 歴史
21 日本史
213 関

か ん と う

東地方

次のページも
見てね！

企
き

画
か く

展
て ん

示
じ

を見てみよう！
各
かく

館ではさまざまなテーマでおすすめ
の本を紹介しているよ。お気に入りの
1冊に出会えるかも。

問合せ 広
こ う ほ う

報係☎5984-2690 FAX 3993-1194

10
古いメモのなぞを解け！古いメモのなぞを解け！

キーワード

三十周
しゅうねん

年記念　歴史編
へん

「冒険」をテーマにした本を
各館で紹介しているよ！

区
く

報
ほ う

コラボ展示

よんでみよう こんなほん
　おすすめの本を紹

しょう

介
かい

している冊
さっ

子
し

だ
よ。年

ねんれ い

齢別
べつ

に紹介しているから、自分に
ぴったりの本が見つかるよ。

イベントをやっているよ
　読み聞かせや工作などのイベントを開

かい

催
さい

しているよ。自由研究に役立つ、調べ
ものをお手

て

伝
つだ

いしている図書館もあるよ。

マンガやCDがあるよ
　人気のマンガや、いろいろなジャンル
のCDもあるよ。どれも借

か

りることがで
きるよ。

期間は各館で

ちがうよ！

みんなも読んで　　　みてね！

あれは…！

図書館で
さらに発見！
図書館で
さらに発見！

イベントを

     チ
ェック

65



♠★■◆●に当てはまる、
ひらがなを探

さ が

せ
♠■●◆★の本が
置
お

いてある場所でスタンプ
を探せ2  → れき♠

5  → □□□★
6  → □□□■□
9  → ◆□□●

中面の「コツ1」を
よく読んでみよう！

図書館で 47 の
場所を探そう！

冒険のマップ

なぞ１ なぞ２

お宝冒険の参加方法

図書館で 47 の
場所を探そう！
図書館で 47 の
場所を探そう！

スタンプ
スペース

8/31水まで

♠

◆

■

★

●

お家でもできるよ！ 図書館に行って押そう！

冒険の仲
なか

間
ま

は中学生以下のみんな！

大泉図書館
２階に屋上庭園

こどもと本のひろば
こどものための図書館 石神井図書館

子どもコーナーが
充実

南田中図書館
太陽光で電気を作る

春日町図書館
駅の上の図書館

関町図書館
グループ学習室がある

南大泉図書館
2階は青少年館

稲荷山図書館
カブトムシがいる

光が丘図書館
本の数ナンバー１

平和台図書館
広々とした子どもコーナー

練馬図書館
練馬区初の図書館

貫井図書館
一歩外には動物の
オブジェ

小竹図書館
馬場のぼる
コーナーは必見

図書館を冒
ぼ う

険
け ん

してお宝
たから

を手に入れよう！図書館を冒
ぼ う

険
け ん

してお宝
たから

を手に入れよう！

ヒント

ヒント

①冒険の行き先（図書館）を決め、この特
とくしゅう

集号をもって出かけよう

②なぞ1・2を解
と

き、図書館でスタンプを押
お

そう

③スタンプを押したら、図書館員に声をかけ、お宝をゲットしよう！

・ なるべく家族や大人の方と一
いっし ょ

緒に参
さん

加
か

しましょう。友
とも だ ち

達と参加する場合は、
必ず保

ほ

護
ご

者
しゃ

の方に伝
つた

えてから出かけましょう。
・熱

ねっ

中
ちゅう

症
しょう

に注意し、交通マナーを守りましょう。

本がもっと好
す

きになる！
どくしょノート　

冒険の約束

キラキラ
ねり丸シール




