


練馬区の地域福祉活動団体を紹介
練馬区北東部に位置する「北町」。ここは昔、練馬区唯一の宿場町「下練馬宿」として発展し、歴史
の名残りをとどめる地域です。相談情報ひろば「ハーモニー北町」は、誰もが気軽に立ち寄れる
サロンとして、毎日様々な教室を開講し、地域の方々の憩いの場となっています。
「ハーモニー北町」という名前は、商店街やそこに
来るみなさんがハーモニーを奏でるという思いか

ら来ているそうです。地域にお住いの方との融和を図れる場所
にしたいという想いから、商店街の中心部に開設されました。
子供からシニア世代まで、どなたでもふらっと立ち寄りたくな
るような交流の場として、また子育て世代には、地域の相談窓
口としても親しまれています。

練馬区練馬1-26-6
03-5999-3701
営業時間　ランチ11:30 ～14:30
ディナー17:30 ～22:30
定休日：火曜・祝日
http://kyousei-network.net/olive_ginnan/

レストラン　オリーブ

懐かしい「うたごえ喫茶」を開講

「やさしいまち通信」持参で
コーヒーor紅茶１杯プレゼント！　

相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動相談およびコミュニティー活動

事務所

「ハーモニー北町」

練馬区北町2-17-16
TEL&FAX：03-3934-2878
毎週月曜～土曜10:00 ～15:00

人気の活動を紹介

店内のミニショップでも販売中

平成30年
10月末まで
限定！

※ランチご利用の方

参加者のリクエストや季節に合わせてセレクトされた
曲をアコーディオンの生演奏に合わせて、参加者全員
で歌います。

JAAアコーディオンコンクールシニア部門で
優勝経験もある新井幸子先生

「パソコンサークル」「書写」「ペン習字」「北
町俳句の会」「ストレッチヨガ教室」「ヴォ
イストレーニング」、ねりコレの「北町ちが
や馬作り」など、様々な教室があります。
参加希望の方は、ハーモニー北町までご連
絡ください。

相談情報ひろば

10月下旬に発行予定の
「しもねりかわら版」！

毎月第2・４水曜日
10:00 ～15:30開催
材料費：2200円
（講師料含む）

「布ぞうり友の会」

アコーディオン伴奏で歌う「唄カフェ」
毎月第3木曜日
10:00～11:20開催
参加費：300円
（カフェ代含む）

みんなの
居心地が
いいお店

豪華なランチセット！

練馬駅中央口出口から徒歩3分の「レス
トランオリーブ」。レンガ造りの入り口が
目印です。特定非営利活動法人共生ネッ
トワークが運営しており、障害者の方が
働きながら社会で必要なスキルや知識
を学んでいます。ここでの就労経験を
生かして、その後一般企業へ就職した
方もたくさんいるそうです。
ランチセットは、メイン＋食べ放題の前
菜、サラダ、パンが付いてます！メイン
は魚料理、肉料理、キッシュ、グラタン、

ハンバーグから選べます。本格的なお料理がリーズナブルな値段で食
べられるということで、いつもお客さんで賑わっています。また、食べ
放題のパンは、同法人「ブルーベリー」で作られた
パンを提供。地域の人に親しまれている人気店です。

パンと前菜
食べ放題
付き

人気のパン屋さん！

「相談情報ひろば」は、どなた
　でも、気軽に立ち寄ることが
　できる地域の集いの場です。

連絡先

※

※

応援しています！

地元の住民が
体験記者になる、
地域情報誌が
誕生します！



《問い合わせ先》練馬区福祉部管理課地域福祉係 
【電話】03-5984-2716 

平成30年
12/15(土)
まで
開催中！

●施設によっては、バリアフリーとなっていない場合があります。●申込制、定員制、実費負担のあるイベントもあります。
●屋外でのイベントは、荒天の際に中止となる場合があります。詳細は、事前に各イベント開催施設・団体にお問い合わせください。 

ねり丸スタンプをもらったら…
その場でねり丸シールプレゼント！

その場でねり丸オリジナルグッズをプレゼント！

2個めのねり丸スタンプをもらったら…

抽選でユニバーサルデザイングッズをプレゼント！

区内には、障害者、高齢者、子ども向けの福祉施設や
地域福祉活動団体の活動場所があります。お祭りやバザー、
工作など、区民の皆さまが楽しめるイベントの開催に併せて、
スタンプラリーを実施します。
ぜひ、お気軽に足をお運びください！

練馬区公式
アニメキャラクター
「ねり丸」

ボクのスタンプは
10種類で、３色あるねり！
たくさん集めてねり！

※応募は何通でもできますが、当選は1人１回となります
※「みんなのUDパーク」会場でも応募できます

〈イベント内容について〉

子ども向けのイべント・工作・遊び等が楽しめます。 

お祭りを行います。模擬店・ゲームコーナー・
自主製品販売・バザー・体験コーナー等を楽しめます。 
工作やワークショップ・ミニゲーム・
カフェ等を楽しめます。

祭

スタンプの色分けは開催施設別です。

練馬区

参加賞1

ハガキで
応募！

イベントに参加（1か所め）

イベントに参加（2か所め）

リーフレットを手に入れよう

区立図書館、地区区民館、児童館など
※イベント当日も会場で配布します

参加賞2

予約不要
参加費
無料!

障害福祉施設

高齢者施設・相談情報ひろば

児童館・地域福祉活動団体

緑

青

赤

〈スタンプ色について〉

ねりあるきラリー　 検索
練馬区ホームページ
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 10:00 ～ 15:00
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10/21(日)

 13:00 ～ 16:00
 10:00 ～ 15:00

10/26(金)
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 10:00 ～ 14:0010/27(土)

 11:00 ～ 15:0010/28(日)

11/4(日)

 10:00 ～ 14:0011/10(土)

大泉特別養護老人ホーム（東大泉 2-11-21)
【連絡先】03-5387-2201
大泉福祉作業所(東大泉2-11-22)
【連絡先】03-3922-6193
コミュニティカフェ　チャイハナ光が丘(田柄5-14-19)
【連絡先】070-6559-3933
ケアラーズカフェCoもれび(早宮3-31-11)
【連絡先】03-3948-3324
街かどケアカフェこぶし（高野台1－7－29
                                   練馬高野台駅前地域集会所内）
【連絡先】03-5984-2774（地域包括支援係）
北町福祉作業所(北町8-2-12)
【連絡先】03-3559-0361
NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズふろしき（練馬4-17-2
【連絡先】03-5999-1030
NPO法人自然工房めばえ（ 高松3-24-17）
【連絡先】03-5848-8490 
いまここ大泉学園（ 大泉学園町8-7-35エリゼ大泉学園１階）
【連絡先】03-5935-6753
優っくり小規模多機能介護石神井台沼辺（ 石神井台2-7-5）
【連絡先】03-5923-7117
富士見台特別養護老人ホーム（ 富士見台1-22-4）
【連絡先】03-5241-6010
第二光陽苑（ 関町北5-7-22）
【連絡先】03-5991-9917
NPO法人むすびオレンジカフェアリス（光が丘3-9-3 206） 
【連絡先】03-6904-3275
厚生文化会館（ 練馬4-2-3）
【連絡先】03-3991-3080
白百合福祉作業所（石神井町5-13-10）
【連絡先】03-3995-7796
ほのぼの館・関（関町北1-7-2関区民センター前・地区祭会場）
【連絡先】03-5903-8381
関町特別養護老人ホーム（ 関町南4-9-28）
【連絡先】03-3928-8115
北町児童館（ 北町1-19-17）
【連絡先】03-3931-5481
光陽苑（ 西大泉5-21-2）
【連絡先】03-3923-5264
ねりま事業所（豊玉中4-10-6）
【連絡先】03-3948-0275
光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷ（光が丘2-9-6
【連絡先】03-5997-7858
あかねの会就労支援室（春日町1-18-36）
【連絡先】03-3577-7421
NPO法人ハッピーひろば（ 石神井町2-15-15）
【連絡先】03-6796-8080
関町福祉園（ 練馬区関町南3-15-35）
【連絡先】03-3594-0217
大泉障害者地域生活支援センターさくら（東大泉5-35-2
【連絡先】03-3925-7371
街かどケアカフェけやき（ 南大泉5－26－19南大泉地域集会所内)
【連絡先】03-3923-5556
練馬キングス・ガーデン（ 早宮2-10-22）
【連絡先】03-5399-2201
大泉町福祉園（ 大泉町3-29-20）
【連絡先】03-5387-4681

グリンデル豊島園102）
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11/24(土)  14:00～ 15:30

11/17(土)
12/8(土)

 10:00 ～ 15:00
 13:30 ～ 15:00

 10:00 ～ 11:30
 13:30 ～ 15:00

 10:00 ～ 11:3011/11(日)

10/31(水)
11/16(金)  15:30 ～ 17:00

10/16(火)
11/20(火)  11:00 ～ 12:30

 14:00 ～ 16:0010/20(土)10

光が丘区民センター6階）

大泉子ども家庭支援センター内）

配布場所

12  13:00 ～ 16:3010/21(日) 祭

南外階段2階

祭

祭

12

12月15日(土)に開催する
「みんなのUDパーク」で

ねりあるきラリーの抽選会をいます！

 10:30 ～ 14:3011/17(土)24 祭
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