
【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、発行日以降に申し込
みができます。　※郵送・ファクス・電子メールでの申し込みは、１人１通に限ります。　※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。

「ねりま区報」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 - イレブンや区立施設にも置いています。
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■古着・古布の臨時回収を実施  2面
■外国語での相談を受け付け 3面
■ふるさと文化館特別展「映画に魅せら

れた文豪・文士たち」   7面
■防災体験祭を開催   8面

今号の注目情報

練馬区公式
ツイッター

練馬区公式
フェイスブック

1 周年を迎えます

1 周年記念コンサート㈯5 13

▶日時：5月13日㈯午後2時～2時45分
▶曲目：トルコ行進曲など

毎月1日・11日・21日発行

発行/練馬区　編集/広聴広報課 　
〒176-8501 豊玉北6-12-1　
☎3993-1111（代表）　 ＦＡＸ 3993-1194
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　バラの香りをテーマとした「四季の香ローズガーデン」がオープン１周年を迎えます。５月３日㈷
からは色とりどりの香りのバラが楽しめるスプリングフェスティバルを開催します。香りのバラの
見頃は５月中旬〜下旬です。楽しいイベントも開催しますので、ぜひお越しください。

▼交通：光が丘駅下車A4出口徒歩6分

▼開園時間：午前9時～午後5時

▼休園日：火曜

四季の香ローズガーデン事務局☎6904-2061 ＦＡＸ 6904-2062問合せ

　クラシックやディズニーの名曲など
を気軽に楽しめるコンサートです。ま
た、人気の「恋」（恋ダンス）は一緒に歌っ
て踊ることができます。

矢崎陽子
〈ソプラノ〉

舌沙織里
〈ピアノ〉

管谷孝介
〈バリトン〉

市川仁志
〈オーボエ〉

スプリングフェスティバルのイベントは2面に続く

講座名 日時
消火器体験、応急手当て体験、ロープワーク体験、
救出・救護体験、車いす利用者の避難誘導体験 開館日の14：00から

起震車による地震体験（雨天・強風時中止） 毎火曜・木曜、第2日曜14：00から
煙ハウス体験、防災講話 第2日曜14：00から

《出演》

1 周年を迎えます

1 周年を迎えます

1 周年を迎えます

 1 周年を迎えます

を開催



巣の撤去やヒナの捕獲を行います

立体型防鳥用ネットを無料で
貸し出します

　カラスは巣作り・子育てをする４〜７月
に、ヒナを守るために威嚇・攻撃をすること
があるため、巣の近くを避けて通りましょう。
また、威嚇・攻撃があった場合、現状を確認
し、巣の撤去やヒナの捕獲を行います。

　カラスなどによるごみ散乱被害を
防止するため、網状の防鳥用ネット
のほか、立体型の防鳥用ネット（＝
写真）の貸し出しを行っています。
立体型防鳥用ネットの貸し出しに
は、設置場所などの要件があります。　
詳しくは、お問い合わせください。

まち美化推進係☎5984-4709

清掃事務所
〒176・179地域の方…練馬☎3992-7141
〒177・178地域の方…石神井☎3928-1353

問合せ

リサイクル推進係☎5984-1097問合せ

問合せ

回収日時 回収場所

5/14㈰・28㈰

 9 ：00〜11：00 大泉学園町福祉園駐車場（大泉学園町3-9-20）
10：00〜12：00 石神井台みどり地域集会所前（石神井台2-13-6）
13：00〜15：00 光が丘区民センター１階正面玄関前（光が丘2-9-6）
14：00〜16：00 春日町地域集会所正面玄関前（春日町5-30-1）

5/21㈰、6/4㈰

 9 ：00〜11：00 関町図書館駐車場（関町南3-11-2）
10：00〜12：00 豊渓小北門（土支田2-26-28）
13：00〜15：00 早宮区民事務所駐車場（早宮1-44-19）
14：00〜16：00 練馬区医師会医療健診センター南側(高野台2-23-20)
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　フェスティバルでは、バラの香りが漂う中で、さまざまなイベントが盛りだくさん。
色とりどりの「香りのバラ」をぜひお楽しみください。

▶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電話番号を、B5月6日C4月28日D5月13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事務局 info@shikinokaori-rose-garden.com　

　ガーデンで６種類のバラの香りを体感し、ア
ンケートに答えると、抽選で香りのミニバラな
どを差し上げます。　※景品がなくなり次第終
了。 ▼日時：5月14日㈰午後2時〜4時 ▼申込：
当日会場へ　

▼対象：小学生と保護者 ▼日時：５月５日㈷午前10時〜
11時 ▼定員：10組（先着順） ▼申込：電話で四季の香ローズ
ガーデン事務局へ

▼日時：５月５日㈷午後２時〜３時30分 ▼定員：12名（先
着順） ▼申込：電話で四季の香ローズガーデン事務局へ

▼日時：5月27日㈯午前10時〜10時30分 ▼申込：当日会
場へ

▼日時：５月３日㈷🅐午
前10時〜11時🅑午後２
時〜３時 ▼定員：各32
名（先着順） ▼材料費：
500円 ▼申込：電話で花
とみどりの相談所へ

▼日時：５月４日㈷🅐午前10時〜正午
🅑午後２時〜４時 ▼申込：当日会場へ

▼日時：５月３日㈷〜14日㈰午前９時
〜午後５時（14日は午後４時まで）

▼日時：５月13日㈯
午前10時〜午後４時　
※売り切れ次第終了。　
※天候により日程変
更の場合あり。

　NHK「趣味の園芸」への出演や執筆活動でも
注目を集める河合伸志さんによる、香りのバラ
のトークショーです。 ▼日時：5月21日㈰午後2
時〜3時30分 ▼定員：32名（抽選）

　世界で初めてバラの香りをタイプ別に分類した蓬
田勝之さんが香りのバラのガイドツアーを行います。

▼日時：5月14日㈰午前10時30分〜正午 ▼定員：32名
（抽選）

　バラ王子こと江辺雄亮さんと一緒に、香りのバラ
を使って、初心者でも簡単にできる春のアレンジメ
ントを作ります。 ▼対象：中学生以上 ▼日時：5月27日
㈯午後2時〜3時30分 ▼定員：24名（抽選） ▼材料費：
3,000円

バラの香りを体感してみよう

親子ガーデニング体験教室
「ガーデンに飾る寄せ植え作り」

ガーデニング体験教室
「ガーデンに植える草花の種まき」

ガーデナーによるガイドツアー

バラの育種家による「香りのバラ」
トークショー　

「香りのバラ」モーニングツアー

香りのバラを使ったアレンジメント教室

透明容器に観葉植物を植えよう

鉢植え植物の植え替え講座
「鉢物再生工房」の見学

写真展
「室内で撮った花の表情展」

キッチンカーによる
バラジャムのクレープ販売
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問合せ A～G四季の香ローズガーデン事務局☎6904-2061H～K花とみどりの相談所☎3976-9402

要申込

要申込

要申込

要申込要申込

要申込

&

スプリングフェスティバル

　区内8カ所で古着・古布の臨時回収を行います。　※透明または半透明の袋に入
れて、時間内にお持ちください。　※雨天でも回収します。
○回収できるもの……衣類、タオル、毛布、カーテン、シーツなど
×回収できないもの…ゴム・ビニール製の衣類、布団、ぬいぐるみ、靴、マットレス、

カーペットなど
※区立施設29カ所では、定期回収をしています。回収日時・場所など詳しくは、区
ホームページをご覧ください。

春の衣替えにあ
わせて

古着・古布の臨時回収を行います古着・古布の臨時回収を行います古着・古布の臨時回収を行います

BCDの
申し込み

５/３㈷～28㈰
午前９時～午後５時

※火曜休園。



　区は、練馬区環境基本条例に基づ
き、区の環境保全に関する施策の総
合的・計画的な推進を図るため「練馬
区環境基本計画2011（後期計画）」を
策定しました。環境都市練馬区とし
てふさわしいまちづくりを進める基
本的な指針と具体的な施策を示して
います。また、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、温室効果
ガスの排出の抑制などを行うための
施策を定めました。
　策定にあたっては、区民意見反映
制度により、区民の皆さまからご意

見をいただきました。計画の全文や
いただいたご意見（10件〈６名〉）、区
の考え方は、図書館、区民情報ひろ
ば（区役所西庁舎１階）、環境課（同本
庁舎18階）、区ホームページでご覧
になれます。
〈ご意見の一部を紹介〉
▶意見の要旨：専門用語が多く、難
解な部分がある。用語解説などを充
実してほしい。
▶区の考え方：用語解説や注釈を追
加したほか、パリ協定などの言葉に
ついて、コラムを追加しました。

　区では、英語・中国語・ハングルなどの言語で相談が受けられる外国語相
談を実施しています。電話での相談もできますので、ぜひご利用ください。
●地域振興課（区役所本庁舎9階）☎5984-4333
　▶相談日時：月〜金曜午後1時〜5時
　 ▼対応言語：英語・中国語（月曜はタガログ語、金曜はハングルも）
●文化交流ひろば（光が丘3-1-1）☎3975-1252
　日本語を勉強するための情報や外国人住民が地域で生活するための情報
を提供しています。

　地域の歴史や魅力、ボランティア団体の活動などを知り、地域活動を始
めるきっかけにしていただく講座です。今回、石神井・関町地域を中心に開
催します。▶対象：18歳以上の方▶日時：5月18日㈭午後1時30分〜4時30
分、5月25日㈭・31日㈬、6月8日㈭午後1時〜4時【4日制】▶場所：石神井
公園区民交流センターなど▶定員：40名（先着順）▶保険料など：200円▶申
込：5月10日㈬までに電話で生涯学習センター☎3991-1667

　環境美化活動団体として登録された団体に、ごみ袋やほうきなどを年１
回提供しています。▶対象：区内在住・在勤（在学）の方で構成され、年2回
以上、道路や公園などの清掃活動に取り組む団体▶申込：環境課（区役所本
庁舎18階）または区ホームページにある申込用紙に記入の上、持参または郵
送で環境課まち美化推進係☎5984-4709

　7月2日㈰に行われる東京都議会
議員選挙の練馬区選挙区（定数6名）
に立候補を予定している方への説明
会を行います。立候補予定者、関係

者は必ず出席してください。▶日時：
5月10日㈬午後2時30分から▶場
所：区役所本庁舎20階▶申込：当日
会場へ

　介護の仕事をする際の基礎を学ぶ
研修です。修了者は、区内で要支援
1・2相当の方を対象とした訪問
サービス（家事援助のみ）に従事でき
る資格を取得できます。希望する方
は、必ず説明会に参加してください。
▶対象：区内在住・在勤で6月19日
㈪〜22日㈭に1日4〜5時間程度、
ココネリ3階（練馬1-17-1）で開催す
る研修の全日程に参加できる方▶説
明会の日時：6月12日㈪午前10時〜
11時30分▶場所：ココネリ3階▶定

員：70名（抽選）▶区の担当：高齢社
会対策課計画係▶申込：5月24日㈬
までに電話で（公財）介護労働安定セ
ンター☎5901-3061（土・日曜、祝
日を除く午前9時〜午後5時30分）　
※結果は5月30日㈫に発送。　※
22日の研修修了後、区内の訪問介
護サービス事業者が集まる「就職相
談会」を行います。　※保育室（1歳
以上の未就学児対象。定員5名）を利
用したい方は、併せて申し込んでく
ださい。

練馬区環境基本計画2011（後期計画）を策定外国語での相談を受け付けています

練馬Ｅｎカレッジ地域講座　
地域活動へのはじめの一歩～石神井・関町周辺地域編

区民の皆さまの清掃活動を支援します 東京都議会議員選挙 立候補予定者説明会

週1日でも！ 短時間でも！ 働きたい方の
介護スタッフ研修の受講生を募集
～介護予防・日常生活支援サービス事業訪問サービス従事者研修

環境課環境計画推進係☎5984-4702　

選挙管理委員会事務局☎5984-1399　

問合せ

問合せ

5/10
㈬

対応言語 曜日 時間
ハングル 月曜

午前10時〜午後1時
※祝休日は午後1時〜
　4時。

英語 火曜
中国語 水曜
英語 木曜
中国語 金曜
英語 土曜

午後1時〜4時
中国語 日曜

消防署消防署
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光が丘 IMA光が丘 IMA

光が丘駅

文化交流ひろば
（光が丘3-1-1）

都営大江
戸
線
　
　
　
　
　
　
至
練
馬

  

▶営業時間：24時間
▶利用料金：�7：00〜23：00…15分100円�

23：00〜7：00…60分100円
　1日最大料金（0：00〜24：00）1,400円
▶問合せ：駐車場管理事務所
　☎5910-3981

石神井公園ピアレスパーキング （石神井公園駅北口駐車場）

▶営業時間：7：00〜23：00
▶利用料金：15分100円
　1日最大料金（7：00〜23：00）1,400円
　1泊（23：00〜7：00）� 800円
▶問合せ：駐車場管理事務所
　☎5387-2600

大泉学園ゆめりあ北パーキング （大泉学園駅北口駐車場）

▶営業時間：24時間
▶利用料金：�7：00〜23：00…15分100円�

23：00〜7：00…60分100円
　1日最大料金（0：00〜24：00）1,400円
▶問合せ：駐車場管理事務所
　☎5933-1711

大泉学園ゆめりあ南パーキング
（大泉学園駅南口駐車場）

▶営業時間：24時間
▶利用料金：�7：00〜22：00…30分200円�

22：00〜7：00…60分100円
　1日最大料金（0：00〜24：00）1,600円
▶問合せ：駐車場管理事務所
　☎3557-5190

練馬駅北口地下駐車場

［

［ 大泉学園駅
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地下駐車場
練馬駅北口
地下駐車場

大泉学園ゆめりあ北
パーキング
大泉学園ゆめりあ北
パーキング

大泉学園ゆめりあ南
パーキング
大泉学園ゆめりあ南
パーキング

入口

出口出口

出入口

出口

入口

出口

入口 石神井公園
ピアレス
パーキング

石神井公園
ピアレス
パーキング

至池袋

練馬文化
センター

駅前広場

ココネリ

練馬駅
交番

千川通り銀行

西武
池袋線

駅前広場

富士街道

駅前広場

大泉街道

至北園

西武
池袋線

至池袋

至池袋

西武
池袋線

●

●

●

●

石神井公園駅

リズモ大泉学園リズモ大泉学園

　駅前に車を駐車して電車・バスに乗り換えるパーク＆ライドで、
二酸化炭素の排出量を減らしませんか。ぜひご利用ください。
▶問合せ：安全対策係☎5984-1309

駅前駐車場のご利用を 　お得な回数券・プリペイドカードや障害者割
引・低公害車割引制度があります。練馬駅北口地
下駐車場・石神井公園ピアレスパーキングでは、
オートバイ（50㏄超）も駐車できます。詳しくは、
各駐車場管理事務所へお問い合わせください。

※上記以外の言語は予約制です。できるだけ対
応しますので、お問い合わせください。 ▶交通：光が丘駅下車A5出口徒歩10分

文化交流ひろばの相談日時・対応言語

特　集   平成29年（2017年）4月21日 3
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お知らせ
皆さまからの寄付（2月分）
＝ありがとうございました＝

　いただいた寄付は次の通りです。
▶問合せ：管財用地係☎5984-2807

区
へ

練馬みどりの
葉っぴい基金 7万6144円（3件）

福祉行政のため 3万円（1件）

練馬区社会福祉協議会へ 11万8587円（9件）

介護職員初任者・実務者研
修の受講料を助成します

　介護職員実務者研修の受講料の助
成を4月から開始します。また、介
護職員初任者研修の受講料の助成も
継続して実施しています。対象要件・
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。▶助成額：介護職員初
任者研修…受講料の9割（上限8万
円）、介護職員実務者研修…受講料
の9割（上限10万円）▶問合せ：高齢社
会対策課計画係☎5984-4584

事業者向け
ビジネス講座

「新たな介護ビジネスの展開」
▶対象：事業者や創業を考えている
方▶日時：5月25日㈭午後6時30分
～8時30分▶場所：ココネリ3階（練
馬1-17-1）▶講師：㈱カレア代表取締
役／田口善彦▶定員：30名（先着順）
▶申込：電話またはファクスで①講
座名②参加者の氏名（ふりがな）③事
業所の郵便番号・住所・名称・業

種・電話番号・ファクス番号または
電子メールアドレス（ある方のみ）
を、5月23日㈫までに練馬ビジネス
サポートセンター☎6757-2020  
FAX 6757-1014　※同ホームページ

（http://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）からも申し込めます。

専門家による経営無料相談会
　区内の中小企業・団体・個人事業
者や創業を考えている方を対象に、
中小企業診断士や社会保険労務士、
税理士などの専門家が経営の相談に
応じます。▶日時：5月14日㈰午前
10時～午後5時の間の50分間▶場
所：ココネリ3階（練馬1-17-1）▶申
込：電話で練馬ビジネスサポートセ
ンター☎6757-2020　※同ホーム
ページ（http://www.nerima-idc.
or.jp/bsc/）からも申し込めます。

ボランティア
乳幼児向けおはなし会ボランティア

　9月から図書館の乳幼児向けおは
なし会で活動していただくボラン
ティアを募集します。希望する方は
必ず講習会に参加してください。

図書館名 日時 募集人数
（選考）

貫井 第1金曜・
第3火曜午前 3名

南大泉図書館分室
こどもと本のひろば

第2・4金曜
午前 3名

〈講習会〉
▶日時：5月16日㈫・23日㈫午後1
時30分～午後4時【2日制】▶場所：
光が丘図書館▶内容：講義、実技な
ど▶定員：30名（先着順）▶申込：5
月2日㈫までに電話で同所
◎問合せ：光が丘図書館☎5383-6500

働く
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 募集期限

技術海上・航空幹部 大学を卒業してい
る38歳未満の方 5/26㈮

技術海曹・空曹 国家資格のある
20歳以上の方

※年齢は、採用月現在。

お休みします
〈中村橋区民センター（旧第三出張
所）の証明書自動交付機〉…4月25日
㈫【改修工事のため】▶問合せ：窓口
調整係☎5984-1647
〈練馬区民事務所の土曜窓口〉…4月
29日㈷【祝日のため】　※証明書自
動交付機は利用できます。▶問合
せ：窓口調整係☎5984-1647
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…4月29日㈷午後5時
から【害虫駆除のため】

訂正します
　4月11日号7面に掲載した自転車
駐車場・タウンサイクルの記事に
誤りがありました。練馬春日町駅は

「定期利用」と「時間利用」のみで無料
時間はありません。お詫びして訂正
します。▶問合せ：交通施設係☎
5984-1996

高齢者
健康講座「脳と栄養」

▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
日時：5月20日㈯午後2時～3時30分
▶場所：関区民センター▶講師：富田
いきいきクリニック院長／富田修一
▶定員：200名（先着順）▶申込：電話
ではつらつセンター関☎3928-1987

ねりまお口すっきり体操講
習会～体とお口のストレッチ

▶対象：65歳以上の方▶日時：5月
24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：30名（先着順）
▶申込：電話で同所☎3996-0634

「練馬発わかわか かむかむ
元気ごはん」料理教室

▶日時：5月12日㈮午前10時30分
～午後1時▶場所：石神井公園区民
交流センター▶内容：高齢者向け料
理本「練馬発わかわか かむかむ元気
ごはん」の料理を作る　※初めての
方には料理本を差し上げます。▶講
師：食のサポーターねりま会員▶定
員：20名（先着順）▶材料費：500円
▶持ち物：エプロン、三角巾▶申込：
電話で介護予防生活支援サービス係
☎5984-4596

健康・衛生
骨量測定会

▶対象：20歳以上の方　※１年以内
に測定した方、骨粗しょう症で治療
中の方はご遠慮ください。▶日時：

5月29日㈪Ⓐ午前10時～10時30分
Ⓑ午前10時45分～11時15分Ⓒ午
後1時15分～1時45分Ⓓ午後2時～
2時30分▶場所：石神井保健相談所
▶内容：骨量の測定（素足でのかか
と超音波検査）など▶定員：各30名

（抽選）▶申込：往復ハガキで①講座
名（Ⓐ～Ⓓの別も）②住所③氏名（ふ
りがな）④生年月日⑤年齢⑥電話番
号を、5月8日（必着）までに〒177-
0041石神井町7-3-28　石神井保健
相談所☎3996-0634

看護の日イベント「いきいき
と暮らしたいあなたへ」
～健康チェックをしてみませんか

　血管年齢や骨密度などの測定、看
護師に健康・介護の相談ができます。　
※栄養補助食品や介護用品などの無
料配布があります。▶日時：5月13
日㈯午後1時～4時▶場所：ココネリ
3階（練馬1-17-1）▶区の担当：医療
連携担当係▶申込：当日会場へ▶問
合せ：練馬区医師会訪問看護ステー
ション☎3991-7600

始めよう！脳活ウォーキング
▶日時：5月17日㈬・24日㈬午前10
時～正午【2日制】▶場所：石神井公園
ふるさと文化館など▶内容：講義、
実技▶講師：東京都健康長寿医療セ
ンター研究所研究員／杉山美香▶
定員：60名（先着順）▶申込：電話で
介護予防係☎5984-2094

子ども・教育
母親学級（平日3回コース）

▶対象：妊娠中の方　※家族での参
加も可。▶内容：講義、お風呂の入
れ方の実習、歯磨き実習など▶持ち
物：母子健康手帳▶申込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ 日程【3日制】
豊　玉☎3992-1188 5/9㈫・16㈫・23㈫

北 ☎3931-1347 5/15㈪・22㈪・29㈪

石神井☎3996-0634 5/12㈮・19㈮・26㈮

大　泉☎3921-0217 5/19㈮・26㈮・6/2㈮
※時間はいずれも13：30～16：00。

母親学級（土曜1回コース）
▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方▶日時：5月13日㈯午前9時～
11時30分▶場所：関保健相談所▶
内容：講義▶定員：30名（先着順）▶
持ち物：母子健康手帳▶申込：電話
で同所☎3929-5381

パパとママの準備教室
▶対象：出産を控えた夫婦　※家族
での参加も可。▶日時：5月21日㈰
Ⓐ午前9時～11時30分Ⓑ午後1時
30分～4時▶場所：豊玉保健相談所
▶内容：お風呂の入れ方の実習、妊
婦ジャケットの体験など▶定員：各
40組（抽選）▶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（ⒶⒷ
を希望順に）②住所③夫婦の氏名（ふ
りがな）・年齢④電話番号⑤出産予定
月を、5月1日（必着）までに〒176-
0012豊玉北5-15-19　豊玉保健相談
所☎3992-1188

5月の健康相談日程（無料）
相談内容 会場 日程・受付時間

健康相談
▶内容：病気や健診結果の見方、栄養、
歯科に関する相談

豊
北
光
光
石
石
大
関

  9㈫・23㈫
  9㈫・23㈫
  9㈫
25㈭
11㈭
16㈫
  9㈫・25㈭
15㈪・29㈪

13:00～15:00
 〃

13:30～15:15
9:30～11:15

13:30～15:30
9:00～11:00

13:00～15:00
9:00～11:00

禁煙に関する相談
▶内容：禁煙外来を行っている医療機関
の紹介など

育児栄養歯科相談
▶持ち物：母子健康手帳

豊
北
光
石
大
関

10㈬・24㈬
12㈮・23㈫
10㈬・24㈬
12㈮・26㈮
15㈪
15㈪・29㈪

9:00～10:00
 〃
 〃
 〃
 〃

13:00～14:00

◆おとなの歯磨き相談
▶内容：歯肉の健康チェックと歯磨き相談
▶持ち物：歯ブラシ
心身障害者（児）歯科相談 つ 6～27の毎土曜 14:30～16:30

◆こころの健康相談
▶対象：不眠・無気力・もの忘れなどで
お困りの方、精神疾患の方や家族

豊
豊
北
光
石
石
大
関

10㈬
19㈮
  8㈪
11㈭
10㈬
25㈭
25㈭
17㈬

13:30～16:30
9:30～12:00

14:00～16:00
9:00～11:00

14:30～16:00
14:00～15:30
14:00～16:00
14:00～15:30

◆うつ相談
▶対象：気持ちが沈む・悲観的になるな
どでお困りの方や家族

◆子育てこころの相談
▶内容：子育てで悩んでいる方

石
関

17㈬
31㈬

14:00～16:00
14:30～16:00

◆思春期・ひきこもり相談
▶対象：ひきこもりと思われる方の家族

（◎は、家族グループ相談のみ）

豊
豊

17㈬
◎31㈬

14:00～16:15
14:00～16:00

◆大人の発達障害相談
▶対象：18歳以上で発達障害と思われる方 豊 29㈪ 10:00～12:00

認知症相談
▶対象：もの忘れなどでお困りの方や家族

練
光
石
大

17㈬
19㈮
25㈭
  2㈫

15:00～17:00
14:00～16:00

 〃
14:30～16:30

ＨＩＶ(エイズウイルス）抗体即日検査・梅毒
検査（匿名） 豊 12㈮ 9:00～10:00

事前に予約が必要です。
※育児栄養歯科相談を除く。

豊
…
豊
玉
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
2・1
1
8
8

北
…
北
保
健
相
談
所
☎
3
9
3
1・1
3
4
7

光
…
光
が
丘
保
健
相
談
所
☎
5
9
9
7・7
7
2
2

石
…
石
神
井
保
健
相
談
所
☎
3
9
9
6・0
6
3
4

大
…
大
泉
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
1・0
2
1
7

 

関	

…
関
保
健
相
談
所
☎
3
9
2
9・5
3
8
1

練	

…
練
馬
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
8
4・2
7
7
4

光	

…
光
が
丘
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
9
7・7
7
1
6

石	

…
石
神
井
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
3
9
3・2
8
1
4

大	

…
大
泉
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
5
9
0
5・5
2
7
1

つ	

…
練
馬
つ
つ
じ
歯
科
診
療
所
☎
3
9
9
3・9
9
5
6

※
◆
は
事
前
に
担
当
地
域
の
保
健
相
談
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い（
担
当
地
域

は
、
わ
た
し
の
便
利
帳「
あ
な
た
を
受
け
持
つ
窓
口
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

診断書の発行がで
きる医療機関につ
いては、医療連携
センター☎3997-
0121へお問い合
わせください。

世帯と人口 【4月1日現在】
※（　）内は前月比。※住民基本台帳による人口。

世帯数
362,845
（+2,376）

年齢別人口
14歳以下 15〜64歳 65歳以上

88,106（+71） 480,069（+1,915）157,433（+180）

総人口 725,608（+2,166）日本人 708,990（+1,945）外国人 16,618（+221）
男 354,234 男 346,576 男 7,658
女 371,374 女 362,414 女 8,960
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■ 卓球　りりーず　中級者対象　毎火
曜午後0時30分〜3時30分　中村南ス
ポーツ交流センター　コーチが指導　
月会費4,000円　初回は無料体験可　
飯島☎090-1255-0967
■ 声楽・シャンソン・カンツォーネ
の会（①グループ②コーラス（女声）
③個人）　小学生以上対象　月2回また
は4回①月曜午後1時30分〜3時30分
②火曜午前10時〜正午、③月2回で都
合の良い日時　生涯学習センター分館
など　①〜③とも入会金2,000円、教
材費実費　月会費①②4回5,500円、2
回3,000円③3,000円　初回は無料体
験可　年1回コンサートあり　小平☎
5393-6808（要予約）
■ 第17回落語発表会　5月13日午後
1時〜4時30分　大泉学園ゆめりあ
ホール　入場無料　大泉落語研究会・
藤 堂 ☎090-4535-2114 kahou@
rakugo-ohizumi.com

■ 水泳同好会スイスイ　年長児〜
中学生対象　毎火曜①午後5時25分〜
6時30分 ② 午 後6時20分 〜7時25分　
三原台温水プール　講師　嵯峨慶子
ほか　①②とも入会金1,000円、月会費
2,500円、保険料年800円　小林☎
6766-0770 kobatomomi67@
gmail.com（要予約）
■ 古典文学の学習　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　中山喜己江　入会金
1,000円　 月 会 費1,700円　 雨 宮 ☎
FAX 3990-9156

■ 練馬俳句会　第3日曜午後1時15
分〜3時45分　光が丘区民センター2
階など　講師　原盛人　月会費500円　
谷田部☎ FAX 3976-4476（要予約）
■ 大泉囲碁同好会　毎土曜午後1
時〜5時　大泉町地域集会所　入会金
1,000円　月会費200円　中川☎090-
8815-2980（要予約）
■ 練馬英語会話学習会（フリートー
キング）　中級程度の方対象　月4回
水曜午後6時30分〜8時30分　生涯学
習センター　英国人男性講師が指導　
入会金2,000円　月会費6,000円　藤
井☎3977-2635 kazufujii0930@
gmail.com（要予約）
■ むつみ台団地書道部　月3回土曜
午後3時〜5時　むつみ台団地集会所

（ 光 が 丘 ）　 月 会 費3,300円　 堀 ☎
3938-3135（午後6時30分以降）

■ 楽しい中国語会話サークル　月4
回水曜①午後6時〜7時20分（初級）②
午後7時30分〜9時10分（中級）　男女
共同参画センターえーる　①②とも入
会金1,000円、月会費4,000円　初回
は無料体験可　野口☎090-2734-6621

（要予約）
■ 火曜日スイミングクラブ　中高年
齢の女性対象　毎火曜午後1時〜3時　
平和台体育館　講師　リーダー連絡会
指 導 員　 入 会 金1,000円　 月 会 費
2,500円　保険料年1,850円（65歳以上
の方は1,200円）　髙木☎090-4009-
5543
■ 剣道　豊心館　毎土曜午後6時
30分〜9時、毎日曜午前9時〜午後
1時　豊渓小　入会金2,000円　月会
費1,500円　齋藤☎ FAX 3921-1119 

kendo_houshinkan@yahoo.
co.jp（要予約）
■ 初歩のパソコン・ワード　大泉PC
クラブ　文字を打てる方対象　第2・
4木曜午前10時30分〜午後0時30分　
西大泉地区区民館　月会費2,100円　
長谷川☎090-9370-6361（要予約）
■ 練馬区福島県人会（総会・母県訪
問旅行・カラオケ・歩く会など）　
年4回程度活動　都内・関東近郊など　
年会費2,000円　5月14日正午〜午後
4時に区役所アトリウム地下多目的会
議室で総会あり　渡辺☎090-4416-
5996（要予約）

■ 幼児向けリトミックサークル　ち
びだいこん　平成26〜28年度生まれ
のお子さん対象　毎木曜午前10時〜
11時35分　厚生文化会館　入会金
500円　 月 会 費3,000円　 教 材 費 月
400円　 山 本 ☎090-4603-2237
chibidaikon_nerima@yahoo.co.jp

（要予約）
■ 日本舞踊　葉月会　初級〜中級者
対象　毎火曜午後2時〜6時　西大泉地
区区民館　講師　坂東佳乃吉　月会費
4,500円　森下☎090-3807-0927（要
予約）
■ 絵手紙サークル体験会　4月26日
午後1時〜3時　東大泉地域集会所　
講師　宇貝千代子　会費1回100円　
新日本婦人の会・松田☎ FAX 4283-
2817
■ 俳句　ねりまの句会　初心者対象　
5月28日〜7月23日の主に第2・4日曜
午後1時30分〜4時30分　勤労福祉会
館　講師　梅沢仁治　会費1回1,000円　
小野田☎080-6806-5298（要予約）
■ テニス（硬式）　さくら会　60歳以
上の初級〜中級者対象　月4〜8回主
に火・金曜午前11時〜午後1時　土支
田庭球場　月会費1,000円　上野☎
3930-4701
■ 健康太極拳同好会　60〜80歳の方
対象　第1・3・4月曜午後1時30分〜
3時　上石神井体育館　月会費2,500
円　塚田☎5991-8321

■ 日本太鼓伝承塾　月4回以上午後7
時30分〜9時（初級12回・中級24回・
上級36回）　豊玉第二小など　入会金
2,000円　会費1回1,000円　初回は無
料体験可　4月30日午後1時〜2時30
分に区役所アトリウム地下多目的会議
室で説明会あり（資料代500円）　柴崎
☎3993-5463（要予約）
■ 社交ダンス　かたくり会　毎水・
木曜午前11時〜午後1時　北大泉地区
区民館　入会金1,000円　月会費300
円　初回は無料体験可　前渕☎3923-
0855（要予約）
■ 彩炎画会作品展（油彩画）　4月26
日〜5月2日午前10時〜午後6時（26日
は午後1時から。2日は午後5時まで）　
大泉学園ゆめりあギャラリー　入場無
料　例会…毎土曜午後1時〜5時　大泉
南小　入会金1,000円　月会費2,000
円　柏岡☎3922-8928
■ 囲碁　泉友会　おおむね3級以上の
方対象　毎月曜〜土曜午後1時〜5時　
東大泉地区区民館　入会金1,000円　
年 会 費1,000円　 関 場 ☎ FAX 3925-
3218（要予約。午後6時〜8時）
■ エクササイズ（バレエ・ボクシン
グ・フラダンス）　プレザビクス　
月3・4回平日午前9時〜11時　下石神
井地区区民館　会費1回500円　瀬戸
☎6240-5959 pleasabics@gmail.
com（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「ねりま区報」の「区民のひろば掲載
申し込みについて」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

5月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」～離乳期の赤ちゃん
がいる家族の食事

　試食を交えた少人数グループでの
相談会を開催します。▶対象：0歳
児の保護者（1歳頃まで参加可）▶申
込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ 日時（いずれも40分程度）

豊　玉☎3992-1188
15㈪①14：00②14：50
26㈮ ①10：00②10：50 

③14：00④14：50

北 ☎3931-1347 19㈮①10：00②10：45

光が丘☎5997-7722 15㈪①10：00②10：50

石神井☎3996-0634 11㈭・18㈭・25㈭
①10：00②10：45

大　泉☎3921-0217 26㈮①10：00②10：50

関 ☎3929-5381 16㈫10：15

子育て支援啓発講座「ノー
バディーズ・パーフェクト
～完璧な親なんていない」
12とも▶対象：区内在住の0〜3歳
児の保護者▶内容：子育てに関する
悩みを話し合いながら、自分に合っ
た子育ての仕方を学ぶ▶定員：12名

（抽選）▶申込：ハガキで①講座名
②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥お
子さんの人数と年齢を、15月9日
218日（必着）までに各子ども家庭
支援センターへ　※保育室（生後58
日以上のお子さん対象）を利用した
い方は、お子さんの氏名（ふりがな）・
生年月日・性別もお知らせください。
1光が丘子ども家庭支援センター

（〒179-0072光が丘2-9-6）☎5997-
7759▶日時：5月23日〜６月27日
の毎火曜午後1時30分〜3時30分

【6日制】
2 関子ども家庭支援センター
(〒177-0051関町北1-21-15)☎
5927-5911▶日時：6月1日〜7月6
日の毎木曜午前９時30分〜11時30
分【6日制】▶場所：関町リサイクル
センターなど

産後ママのエクササイズ教室
～赤ちゃんと一緒に運動しよう！

▶対象：4〜12カ月児と母親▶日時：
5月23日㈫午前10時〜11時30分▶
場所：光が丘保健相談所▶内容：講
義、運動実技▶講師：健康運動指導
士／河辺幸子▶定員：25組（先着順）
▶申込：電話で同所☎5997-7722

目指そう！イクメンパパの
理想のカラダ！
～赤ちゃんと一緒にトレーニング

▶対象：5カ月〜1歳児と父親　※母
親の参加も可。▶日時：5月20日㈯
午前10時〜11時30分▶場所：光が
丘区民センター3階▶内容：講義、
運動実技▶講師：健康運動指導士／
オコイェ浩未▶定員：30組（先着順）
▶申込：電話で光が丘保健相談所☎
5997-7722

飲料の空き容器でだるま落
としのおもちゃを作ろう

▶対象：小学生▶日時：5月21日㈰
午前10時〜正午▶場所：春日町リサ
イクルセンター▶定員：12名（抽選）
▶申込：往復ハガキで①講座名②住
所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番
号を、5月8日(必着)までに〒179-
0074春日町2-14-16　春日町リサ
イクルセンター☎3926-2501　※
リサイクルセンターホームページ

（https://www.nerima-rc.jp/）
からも申し込めます。

歯・口の健康に関する
図画・ポスターコンクール
【小学校の部】の作品を募集
　6月4日〜10日は歯と口の健康週
間です。今回、虫歯の予防やかむこ
との大切さなど、歯・口の健康に関
する図画・ポスターのコンクールを
開催します。応募作品の中から特賞、
優秀賞、歯科医師会賞を区役所内に
展示します。また、ポスターの部の

特賞は、啓発ポスターとして区内施
設などに掲示します。▶対象：図
画…区内在住の小学1〜3年生、ポ
スター…区内在住の小学4〜6年生
▶内容・募集作品：54㎝×38㎝の
画用紙に絵の具、クレヨンなどで描
いた作品▶申込：電話で応募要領を
請求の上、5月25日（必着）までに歯
科保健担当係☎5984-4682　※応
募要領は区ホームページにも掲載し
ています。

歯
ハ

ートファミリーコンクール
の参加者を募集

　口腔（こうくう）審査を行い、優秀
な家族を表彰するコンクールです。
1位の方は、東京都主催「8020・す
こやか家族」コンクールに推薦しま
す。▶対象：昨年度の3歳児歯科健

康診査で虫歯や治療した歯がないと
診断されたお子さんと、次の①〜③
のいずれかに当てはまる区内在住の
家族の方で、未治療の虫歯がなく、
歯並び、かみ合わせ、歯ぐきの健康
状態が良い方　①父または母は、治
療した歯が5本以下で虫歯などで抜
いた歯がない②兄または姉は、治療
した歯がない③祖父または祖母は、
虫歯などで抜いた歯がない▶日時：
5月17日㈬午後2時〜4時▶場所：練
馬つつじ歯科休日急患診療所（区役
所東庁舎3階）▶申込：ハガキで①催
し名②住所③お子さんの氏名（ふり
がな）・生年月日④参加する家族の
氏名（ふりがな）・生年月日・続柄⑤
電話番号を、5月11日（必着）までに
〒176-8501区役所内歯科保健担当
係☎5984-4682

連載
15

練馬区民による観光おでかけ情報
連載
12

練馬区民による観光おでかけ情報

　フェイスブックを活用した情報ページ「よりどりみどり練馬」では、公式
PRサポーターになった区民の皆さまが、身近な地域情報や四季折々の風景
など、区のさまざまな魅力を発信しています。ぜひ、ご覧ください。▶問
合せ：広聴広報課「よりどりみどり練馬」担当☎5984-1089

フェイスブックで よりどりみどり練馬 と 検索

https://www.facebook.com/yoridorimidorinerima/

投稿された記事を紹介
　西武池袋線石神井公園－大泉学園間の
高架に沿った道路が、先週ひっそり開通
していました。自動車では一方通行が多い
ですが、駅に行きやすくなって、自転車
や歩行者にはとても便利です。
　もともとあった道に車道と歩道が新設
されたので、天橋立みたいになっている
ところもありますよ。

３月31日投稿。

休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

内科・小児科

▶受付時間：土曜午後6時〜9時30分、日曜・祝休日
午前10時〜11時30分、午後1時〜4時30分、午後6
時〜9時30分　※練馬区夜間救急こどもクリニック
は平日午後8時〜10時30分も対応しています。

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
練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
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講座・催し
おうちでできるシンプル
ヨーガ「転倒を防ごう・ヨガ
的アプローチで」
▶日時：5月17日㈬午前10時～11
時30分▶場所：サンライフ練馬▶講
師：気づきのヨーガ代表／堀内美加
▶定員：20名（抽選）▶申込：往復ハ
ガキで①講座名②住所③氏名④電話
番号を、5月1日（必着）までに〒176-
0021貫井1-36-18　サンライフ練馬
☎3990-0185

勤労福祉会館の講座
1～3とも▶場所：勤労福祉会館▶
申込：15月10日㈬212日㈮313
日㈯までに電話で同所☎3923-5511
1いまからはじまるイタリアン
▶日時：5月14日㈰午前10時～午後
0時30分▶献立：ナスのスパゲティ、
ポークソテー、香草オイル焼き▶
講師：イタリア料理研究家／平田節
子▶定員：15名（先着順）▶費用：
2,000円
2就労支援講座
▶日時：5月19日㈮午後6時～8時▶
内容：自分らしい仕事の選び方、探
し方を学ぶ▶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職業能力開発講座
▶日時：5月20日㈯午後2時～4時▶
内容：スマートフォンの安全・安心
な使い方を学ぶ▶講師：ITコーディ
ネーター／好澤一穂▶定員：30名
（先着順）▶費用：200円

若年女性のための講座
「わたしのこれからライフ」
▶対象：19～39歳の女性　※既婚
者やお子さんがいる方を除く。▶日
時：5月23日㈫、6月6日㈫・20日㈫
午前10時30分～正午【3日制】▶場
所：男女共同参画センターえーる▶
内容：ヨガの体験、コミュニケーショ
ンの練習など▶講師：メンタルケア
心理専門士／岩井奈保美ほか▶定
員：20名（先着順）▶申込：電話また
は電子メールで①講座名②氏名③
年齢④電話番号を、同所☎3996-
9007 oubo@nerima-yell.com　
※手話通訳が必要な方は5月8日㈪
までにお知らせください。

歩いて自然をさがす教室
～新緑の中でいきものとのつながり！

▶日時：5月7日㈰午前10時～正午
▶場所：花とみどりの相談所周辺の
公園▶講師：（公財）日本自然保護協
会自然観察指導員／川上典子▶定
員：30名（先着順）▶保険料：50円▶
申込：電話で花とみどりの相談所☎
3976-9402

キッチンハーブの育て方教室
▶対象：初心者▶日時：5月20日㈯
午前10時～正午▶場所：花とみどり
の相談所▶内容：講義、実習▶講師：
ハーブアドバイザー／悦覟彩子▶
定員：20名（抽選）▶材料費：1,500
円▶申込：往復ハガキで①教室名②
住所③氏名（ふりがな）④電話番号
を、5月1日（必着）までに〒179-
0072光が丘5-2-6　花とみどりの
相談所☎3976-9402

5月の石神井公園ふるさと
文化館の催し
▶場所・問合せ：石神井公園ふるさ
と文化館☎3996-4060▶費用：⑤
100円▶申込：当日会場へ

内容 日時 定員
（先着順）

ふれあい土曜事業
①		チョキって折る！
いきもの切り折
り紙

6㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

②		石神井公園ふる
さと文化館を探
検しよう

13㈯
13：00~15:00 －

③		ペットボトルで
空気ほうをつく
ろう

20㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

④		いろり端で楽し
む紙しばい

27㈯
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

－

ゴールデンウィークの催し

⑤		立体工作でつく
る五月かぶと

3㈷
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

⑥		タイムスリップ！
昔の衣装体験

4㈷
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

⑦		今も昔も変わら
ない楽しさ、昔
あそび

5㈷
Ⓐ13：00から
Ⓑ14：00から

各20名

リサイクルセンターの講座
12とも▶対象：18歳以上の方▶
申込：往復ハガキで①講座名②住所
③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号
を、15月12日219日（必着）まで
に各申込先へ　※リサイクルセンター
ホームページ（https : //www.
nerima-rc.jp/）からも申し込めます。
1初夏の石神井公園自然観察会
▶日時：5月23日㈫午前9時30分～
正午▶場所：石神井公園▶定員：20
名（抽選）▶申込先：豊玉リサイクル
センター（〒176-0011豊玉上2-22-
15）☎5999-3196
2環境にやさしい発酵液をつくり
ませんか
▶日時：5月28日㈰午前10時～正午
▶場所・申込先：関町リサイクルセ
ンター（〒177-0051関町北1-7-14）
☎3594-5351▶定員：12名（抽選）

気になる時局解説
▶日時：4月27日㈭午後7時～8時
30分▶場所・問合せ：生涯学習セン
ター☎3991-1667▶内容：ニュー
スで時事の気になる話題を解説▶
講師：日本外交協会常務理事／長田
達治▶定員：300名（先着順）▶申
込：当日会場へ

スポーツ
区民体育大会
12とも▶問合せ：スポーツ振興
課事業係（区役所本庁舎8階）☎
5984-1947　※区ホームページで
実施要項をご覧になれます。
1ゴルフ
▶日時：6月9日㈮▶場所：日本カン
トリークラブ（埼玉県越生町）▶内容：
男女50歳未満の部、男女50歳以上
の部、男女ペリアの部▶定員：100
名（先着順）▶保険料など：3,000円　
※プレー代実費。▶申込：体育館や
スポーツ振興課にある実施要項をご
覧の上、ゴルフ協会・大野へ
2アクアスロン
▶対象：小学生以上▶日時：6月4日
㈰午前9時30分から▶場所：光が丘
体育館、光が丘公園▶内容：小学
生…スイム60m・ラン1.2㎞、中学
生…スイム180m・ラン3.7㎞、15
歳以上の方（中学生を除く）…スイム
240m・ラン5.6㎞▶保険料など：
800円▶申込：体育館や三原台温水
プール、スポーツ振興課にある実施
要項をご覧の上、5月16日（必着）ま
でにトライアスロン連合事務局へ

女性スポーツ大会
12とも▶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、15月6日230日（必着）まで
に各申込先へ
1バドミントン
▶対象：区内在住・在勤、または練
馬区バドミントン協会登録の女性▶
日時：5月20日㈯…3部・4部、21
日㈰…1部・2部　いずれも午前9時
から▶場所：総合体育館▶内容：ダ
ブルスの個人戦トーナメント（4部
制）▶費用：1組1,000円（保険料・
シャトル代）▶問合せ：練馬区バド
ミントン協会☎3995-7435
2卓球
▶対象：①PTAチーム（区内の同一
小学校の児童の母親）②クラブチー
ム（区内在住・在勤の30歳以上の女
性）▶日時：6月10日㈯午前9時から
▶場所：光が丘体育館▶内容：団体
戦（①2シングルス・1ダブルス②5
シングルス）▶保険料など：400円▶
問合せ：練馬区卓球連盟・吉浦☎
090-8941-7447

平成つつじ公園のツツジが見頃です
　見頃は久留米ツツジが満
開となる4月下旬までです。
その後も平戸系、霧島系な
ど各種のツツジが5月末ま
で咲き続けます。また、園
内には樹齢約70年の久留
米ツツジなども多数植えら
れています。美しい花園の
風景をお楽しみください。
▶問合せ：東部公園出張所
☎3994-8141 約600品種、1万株のツツジが植えられています

　模擬店やステージショー
（日本太鼓ショー、音楽ラ
イブ）、小学生写生大会など
を実施します。また、ペデス
トリアンデッキ（歩行者回廊）
では、地方物産品の販売や
顔に絵を描くフェイスペイン
ティングなどを行います。
▶日時：4月29日㈷午前9時
30分～午後5時（小雨決行）
▶区の担当：商工係▶問合せ：渡部☎090-9819-4761

駐輪場

まつり
本部
まつり
本部

練馬文化センター練馬文化センター

ペデストリアンデッキ  ペデストリアンデッキ  

練馬総合運動場練馬総合運動場

練馬駅
西武池袋線 至池袋

健康
フェスティバル

南町小

ねりま・
エコスタイル
フェア

開進第二中

案内所
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i

i

i

i

演技
スペース❶

➡

➡

ココネリ
（練馬1-17-1）

平成つつじ公園
（練馬1-17-6）
平成つつじ公園

▶交通：練馬駅下車北口徒歩1分
※ 車で来場する方は、練馬駅北口地下駐車場
　（有料）をご利用ください。

第3回練馬つつじフェスタ4/29㈷

　持参または郵送で4月22日～28日（必着）に
〒177-0045石神井台1-33-44　石神井公園ふる
さと文化館分室へ　※1人ダンボール2箱まで。　
※郵送は元払い。　※29日は持参のみ。　※月曜休室。
◎問合せ：石神井公園ふるさと文化館分室☎5372-2572

〈不要になった本をお持ちください〉

　古本は10冊まで持ち帰りできます。▶日時：4月29日㈷午前10時～
午後4時▶場所：石神井松の風文化公園管理棟

古本交換会

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。

■ フラダンス　プメハナフラサー
クル　小学1年以上の初心者～中級
者対象　①毎水曜②毎木曜午前10時
30分～11時30分③毎木曜午後7時30
分～8時30分　①旭丘地域集会所②
③小竹地域集会所　講師　北島京子　
①～③とも月会費4,000円　初回は無
料体験可　高津☎090-9979-7639
■ 卓球　りりーず　毎火曜午後0時30
分～3時30分　中村南スポーツ交流セ
ンター　コーチが指導　月会費4,000
円　初回は無料体験可　飯島☎090-
1255-0967
■ ハイキング・街ウォッチング　わ
かば歩こう会　中高年齢者対象　月
3・4回都内近郊で活動、2カ月に1回
男女共同参画センターえーるで企画会
あり　入会金1,000円　年会費3,000
円　交通費実費　初回は無料体験可　
川本☎3922-6908
■ 朗読サロンこだま　第2・4水曜
午後2時～4時　大泉図書館　月会費
1,000円　元木☎3924-4384（要予約。
午後7時以降）

■ 英語読書会（イギリスの歴史・地
理・文化）　①第1・3火曜午後2時30
分～4時30分②第2・4木曜午後6時～
8時　サンライフ練馬　①②とも月会
費3,000円、テキスト代実費　廣瀬☎
FAX 3921-1982（要予約）

■ 民謡　峰謡会　月4回土曜午後1
時～5時　中村地域集会所　月会費
3,000円　寺林☎3577-6421
■ 初心者着物着付けレッスン　月
2～3回①火曜②木曜午後1時～3時　
① ② と も 会 費1回1,000円　 田 中 ☎
3990-1005（要予約）
■ 社交ダンス　ダンスサークルル
ビー　毎土曜①午前9時45分～10時
30分（初級）②午前10時45分～11時
30分（中級）　勤労福祉会館　①②とも
入会金1,000円、会費1回700円　村
田☎3922-2943
■ ドキュメンタリー映画「60万回の
トライ」上映会＆監督トーク　5月8
日①午後2時30分から②午後6時30分
から　練馬文化センター　①②とも参
加費1,200円（高校生500円、中学生以
下無料）　林☎090-5445-7123 rug
bynerima@yahoo.co.jp
■ エアロビックダンス・ストレッ
チ　AFDアルファー　40～60代の
女性対象　月4回金曜午前10時～11
時30分　勤労福祉会館　入会金2,000
円　月会費3,000円　初回は無料体験
可　石渡☎3922-6712（要予約）

■ 英会話　50歳以上の方対象　第1～
3木曜①午前9時15分～10時30分（基
礎）②午前10時35分～11時50分（初
級）　男女共同参画センターえーる　
バイリンガル講師が指導　①②とも入
会金1,000円、月会費4,500円　坊平
☎5936-9656（要予約）
■ ①②③親子④⑤成人女性⑥ジュニ
アの体操　①②③1歳6カ月～3歳児
と保護者④⑤20～50代の方⑥3～6歳
児対象　毎月曜①午前9時30分～10時
45分②午前11時～午後0時15分、③
毎火曜午前9時30分～10時45分④毎
水曜午前9時30分～10時45分、毎金
曜⑤午前10時15分～11時30分⑥午後
3時45分～5時　①～④⑥東大泉地区
区民館など⑤谷原地域集会所　①～⑥
とも入会金2,500円、月会費2,000円　
初回は無料体験可　百瀬☎090-5179-
2910（要予約）
■ エアロビックダンス　ポコ・ア・
ポコ　30～50代の方対象　毎火曜午
前10時15分～11時45分　総合体育館　
入会金1,000円　月会費2,500円　お
子さん連れ可　初回は無料体験可　三
宅☎5910-7374
■ 英会話　国際サロン　中級者対象　
月4回水曜午後1時30分～3時　石神井
公園区民交流センター　カナダ人男性
講師が指導　入会金1,000円　月会費
6,000円　坂田☎3922-7269（午後8
時以降）

■ 社交ダンス　ことぶきダンスサー
クル　多少踊れる方対象　月4回金曜
午前10時～正午　生涯学習センター　
講師　羽貝俊子　入会金1,000円　月
会費2,500円　前島☎3993-6713（要
予約。午後6時以降）
■ 健康ストレッチ　①毎水曜②毎木
曜③毎金曜④毎土曜　いずれも午前10
時30分～正午　①春日町図書館②④春
日町地域集会所③春日町南地区区民館　　
①～④とも入会金3,000円、会費1回
700円　飯田☎090-6122-6736
■ ハーモニカの集い・ハーモニッ
ク・サンライフ　第1～4火曜午前9
時30分～11時30分　サンライフ練馬
な ど　 講 師　 簾 藤 美 與 子　 入 会 金
1,000円　 月 会 費2,500円　 増 田 ☎
FAX 5927-3536

■ こども英会話体験会　①②年少～
年長児と保護者③④2・3歳児と保護
者対象　4月27日①午後2時10分～2
時55分 ② 午 後3時5分 ～3時50分、4
月30日③午前10時10分～10時55分
④午前11時5分～11時50分　三原台
地域集会所　①～④とも参加費200円　
例会･･･⑤年少～年長児⑥2・3歳児
と保護者対象　⑤月3回月曜午前⑥月
2･3回火曜または木曜午前　三原台地
域集会所　⑤月会費4,000円⑥会費１
回1,000円　First Stepこども英会話・
長 谷 川 ☎080-8881-6939 hi_ro_
ko88@hotmail.com（要予約）

■ ハイキング・登山・山スキー　東
京研嶺クラブ　20歳以上の初級～上
級者対象　月1回都内近郊で活動、第1
水曜午後6時30分～8時30分に勤労福
祉会館で例会あり　入会金2,000円　
年 会 費5,000円　山 口 ☎ FAX 3924-
8086 yamachan@fb3.so-net.ne.jp
■ リラックスヨガ　①毎火曜午後2
時～3時②毎土曜午後7時～8時　春
日町青少年館など　①②とも会費1回
800円　高野☎090-8439-6756（要予
約）
■ 陳氏太極拳クラブ　月4回主に火曜
午前　東大泉地域集会所　講師　細谷
昭　月会費3,000円　初回は無料体験
可　中原☎3925-9686（要予約）
■ 社交ダンス　ジョイフル　初心者
対象　①毎火曜午後1時～3時②毎土曜
午後7時～9時　土支田地域集会所　①
②とも入会金1,000円、月会費3,000
円　小野☎3925-4129
■ 中国語勉強会（日常会話）　毎金曜
午前10時～正午　生涯学習センター
など　中国人女性講師が指導　月会費
5,000円　古田☎3928-6337（要予約。
午後6時～9時）
■ フレンド卓球クラブ　経験者の女
性対象　毎火曜午後0時30分～3時30
分　総合体育館　講師　崔花子　入会
金1,000円　月会費4,000円　小林☎
3924-2338

●この欄は、区民の方の自主的な
サークル活動などを紹介しています。
区の事業ではありませんので、内容な
どの確認は当事者間でお願いします。
●記事中の会場は主催者が利用を
予定しているものです。
問合せ：広報係☎5984-2690

区民のひろば
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平成つつじ公園の
ツツジが見頃です

練馬つつじフェスタ

　平成つつじ公園には、区の花であるツツジが
約600品種、1万6000株植えられています。見
頃は久留米ツツジが満開となる4月中旬から下旬
までです。その後も平戸系、霧島系、野生種、
サツキ、シャクナゲなど各種のツツジが5月末ま
で咲き続けます。美しい花園の風景をお楽しみく
ださい。▶問合せ：東部公園出張所☎3994-8141

　ココネリ開設1周年に合わせて、「練馬つつじ祭
り」が「練馬つつじフェスタ」に生まれ変わりまし
た。商店会や福祉施設による模擬店などが多数
出展します。▶日時：4月29日㈷午前10時～午
後5時（小雨決行）▶場所：平成つつじ公園、ココ
ネリなど▶内容：ステージショー（開進第二中吹
奏楽部による演奏など）、小学生写生大会、スタ
ンプラリーなど▶区の担当：商工係▶問合せ：練
馬つつじフェスタ実行委員会・渡辺☎3557-
5901（水曜を除く）

駐輪場

まつり
本部
まつり
本部

練馬文化センター練馬文化センター

練馬総合運動場練馬総合運動場

練馬駅西武池袋線
至池袋

健康
フェスティバル

南町小

ねりま・
エコスタイル
フェア

開進第二中

案内所
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演技
スペース❶

➡
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平成つつじ公園
（練馬1-17-6） ココネリ

（練馬1-17-1）

平成つつじ公園

▶交通：練馬駅下車北口徒歩1分
※ 車で来場する方は、練馬駅北口地下駐車場（有

料）をご利用ください。

　高野文子作の漫画「ドミトリーともきんす」に登場する「マキノ君」の原
画展示のほか、作中で描かれた青年時代の牧野富太郎博士の研究資料を
紹介します。▶会期：4月18日㈯～5月31日㈰午前9時30分～午後4時30
分　※火曜休館。ただし、5月5日㈷・6日㉁は開館、７日㈭は休館。

入場
無料

1 講演会「ともきんすの中のマキノ君のこと」
　高野文子さんを迎え、作品に牧野博士を取り上げた経緯な
どを伺います。▶日時：5月10日㈰午後2時～3時30分▶定員：
28名（抽選）▶申込：往復ハガキで①講演会名②住所③氏名④
電話番号を、4月30日（必着）までに牧野記念庭園記念館へ
2 ギャラリー・トーク（学芸員による展示解説）
▶日時：A4月29日㈷B5月17日㈰午後2時30分～2時50分
▶定員：各20名（先着順）▶申込：当日会場受け付け

●●●  会期中のイベント  ●●●

牧野富太郎筆
リンボク　
明治14年9月

豊かなみどりを未来へ 18

企画展

漫画「ドミトリーともきんす」の住人　牧野富太郎

　花とみどりの相談所で緑と触れ合う催しを行います。ぜひ
おいでください。▶日時：4月25日㈯～5月6日㉁午前9時
～午後5時（6日は午後4時まで）　※28日㈫は休館。

春のフェア '15
花とみどりの相談所 

（光が丘5-2-6）

光が丘公園

四季の香公園

光が丘
四季の香小

至
練
馬

光が丘公園

光が丘IMA光が丘IMA

都営
大江戸線

光が丘区民
センター

光が丘駅

▶ 交通：地下鉄大江戸線光が丘駅下車A4出口
徒歩6分　※車での来場はご遠慮ください。

① 透明容器に観葉植物を
植えよう

▶日時：4月25日㈯午前
10時～11時30分

② 雑貨を使ってハーブのミニ
寄せ植えを作ろう

▶日時：5月4日㈷午前10時～
11時30分

　花とみどりの相談所の写真講座受講生の作品
展です。講師で写真家の廿樂美登利さんの作品
も展示します。▶日時：期間中常設　※5月6日
㉁午後1時～3時に行うアンケートに答えた方
に、植物の種などをプレゼントします（なくな
り次第終了）。

写真展「室内で撮った花の表情展」

　鉢植え植物の植え替えを見学できます。▶日
時：5月3日㈷A午前10時～正午B午後2時～4時

鉢物再生工房（見学）

①②とも▶定員：30名（先着順）▶材料費：500
円▶申込：当日会場受け付け　※開始時間の30
分前から整理券を配布。

体験コーナー

花とみどりの相談所

このコーナーでは、みどりに関する旬な情報をお知らせします。

〒178-0063東大泉6-34-4
牧野記念庭園記念館☎6904-6403

場所・問合せ

花とみどりの相談所☎3976-9402
場所・問合せ

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。
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ミニガイド
◆JA東京あおばの催し
1夏野菜苗即売会▶日時：4月26日㈬
～5月1日㈪午前10時～午後5時▶場
所・問合せ：ふれあいの里（桜台3-35-
18）☎3991-8711 
2野菜苗の即売会▶日時：4月29日㈷
午前8時～午後1時▶場所：とれたて村
石神井（石神井町5-11-7）▶問合せ：石
神井地区アグリセンター☎3995-4955
3野菜苗・花・野菜・田舎まんじゅう
などの即売会▶日時：4月29日㈷・30日
㈰午前10時～午後4時▶場所：こぐれ村

（大泉学園町2-12-17）▶問合せ：大泉地
区アグリセンター☎3925-3112
◆ハワリンバヤル2017（モンゴル
の春祭り）▶日時：5月3日㈷午前11時
～午後5時、4日㈷午前10時～午後4時
▶場所：光が丘公園けやき広場▶内容：
モンゴル料理の販売、民族音楽の演奏、
モンゴル相撲大会など▶問合せ：実行
委員会☎080-4576-3514
◆区民企画講座「平和のために歌い
継がれたもの～映像と音楽を通し
て憲法を考える」▶日時：5月7日㈰午
後2時～4時▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶内容：講義▶講師：武蔵野
美術大学教授／志田陽子▶定員：40名

（先着順）▶参加費：500円▶申込：電話
またはファクス、電子メールで①講座名
②氏名③電話番号を、5月6日㈯までに
ねりま24条の会・小沼☎080-3737-7087 
FAX 3991-7087 i.konuma@
jcom.home.ne.jp　※保育室（1歳以
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）・
年齢もお知らせください。

◆練馬清掃工場個人見学会▶日時：5
月13日㈯午後1時30分～3時▶定員：
50名（先着順）▶申込：5月11日㈭まで
に電話で練馬清掃工場☎3995-5311
◆2DAYハイク「ベルデ岩井泊で新
緑ハイキング」▶日時・場所：5月27日
㈯午前7時30分西武池袋線練馬高野台
駅集合～平群天神社・伊予ヶ岳(約
3km)～岩井～館山野鳥の森ハイキン
グコース（約4km）～28日㈰午後5時集
合場所解散▶定員：40名（抽選）▶費用：
1万5000円（中学生以下は1万円）▶申
込：往復ハガキまたはファクスで①催し
名②参加者全員の住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を、5月1日（必着）まで
に〒177-0032谷原1-7-5　SSC谷原☎
FAX 3997-2500
◆シルバー人材センター英語・英会
話教室▶対象：区内在住の60歳以上の
方▶期間：6月～来年5月▶場所：ⒶⒷⒻ
Ⓗ関町リサイクルセンターⒸⒹⒺⒼⒾ
羽沢教室（羽沢3-36-16）▶定員：各20
名（抽選）▶費用：月4,000円　※教材費
実費。▶申込：ハガキで①英語教室（Ⓐ
～Ⓘの別も）②住所③氏名④年齢⑤電
話番号を、5月8日（必着）までに〒176-
0012豊玉北5-29-8　練馬区シルバー
人材センタ―☎3993-7168 

日時（※） レベル

月曜
Ⓐ10:00～11:50 中卒
Ⓑ13:30～15:20 中1

水曜
Ⓒ10:00～11:50 中卒応用
Ⓓ13:30～15:20 中卒

木曜
Ⓔ10:00～11:50

中2
Ⓕ13:30～15:20
Ⓖ13:30～15:20

中3
金曜

Ⓗ10:00～11:50
Ⓘ13:30～15:20 中1

※第1・2・4の各曜日に実施。

◆ねり歩きガイドの会が案内する
ねりまのねり歩き「北町ぶらぶら
コース」▶日時・場所：Ⓐ５月８日㈪Ⓑ
11日㈭午前9時20分東京メトロ地下鉄
赤塚駅集合～氷川神社大松富士塚～田
柄川緑道～正午東武東上線東武練馬駅
解散▶定員：各15名（抽選）▶保険料
など：500円▶申込：往復ハガキで①
催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員（4
名まで）の郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号を、４月
27日（必着）までに〒176-0001練馬
1-17-1　産業・観光情報コーナー☎
3991-8101

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　※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。
◆大泉井頭公園（東大泉7-34-1）▶日
時：5月14日㈰午前9時～正午（雨天中
止）▶申込先：〒177-0045石神井台
8-23-21　グループ・ミモザ☎090-
5788-4578（抽選50店）
◆中村かしわ公園（中村1-17-1）▶日
時：5月14日㈰午前10時～午後1時（雨
天中止）▶申込先：〒179-0075高松
4-7-20　山田典孝☎090-4534-5611

（先着20店。問い合わせは午後6時～9
時）

学校体育館でスポーツを
◆小竹小　ラケットテニスシニア
大会▶対象：女性または60歳以上の男
性▶日時：5月3日㈷午前9時～午後5時
▶定員：40名（先着順）▶持ち物：ラケッ
ト、上履き　※ラケットの貸し出しあ
り。▶申込：当日会場へ▶問合せ：学校
応援団・開放係☎5984-1057

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：4
月25日㈫午前10時～午後7時▶問合
せ：林☎3991-0888
◆春日町本通り商店会▶日時：4月28
日㈮午前10時～午後4時▶問合せ：小
泉☎3998-1131
◆光が丘いちょう並木通り▶日時：4
月30日㈰午前10時～午後3時▶問合
せ：北中☎3995-4924

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
◆親子でリトミック▶対象：①1～3
歳児と保護者②5カ月～3歳児と保護者
▶日時：5月15日㈪①午前9時40分～
10時40分②午前11時～正午▶場所：
北町第二地区区民館▶定員：各13組（先
着順）▶費用：1組100円▶申込：電話で
キラキラプロジェクト・戸ヶ崎☎080-
4426-2295
◆みんなで田んぼ体験塾▶対象：3歳
児～中学生と保護者▶日時：5月21日
㈰午前8時～午後5時▶場所：埼玉県
吉見町の田んぼ▶定員：40名（先着順）
▶費用：1人1,000円　※交通費実費。
▶申込：電話でNPO法人練馬発ひと・
むし・自然フォーラム・小山☎3920-
7124（平日午前9時～午後5時）
◆スポーツなど▶申込：A～F当日会
場へG電話でSSC平和台☎5921-7800　
※未就学児は保護者同伴。　※保護者
の参加も可。
A桜台体育館▶対象：5歳児～中学生▶
日時：5月20日㈯①午前9時15分～10
時30分②午前10時～11時45分▶内
容：①ダブルダッチ②スラックライン
▶定員：各20名（先着順）
B光が丘体育館▶対象：小学生▶日時：

5月20日㈯午前9時30分～11時30分
▶内容：空き缶でキャンドル作り▶定
員：30名（先着順）▶保険料：50円
C大泉学園町体育館▶対象：5歳児～
中学生▶日時：5月20日㈯午前9時30
分～正午▶内容：ソフトバレーボール、
卓球、縄跳びなど▶定員：30名（先着順）
D大泉学園少年野球場▶対象：幼児～
小学生▶日時：5月20日㈯午前9時30
分～正午▶内容：ティーボール
E中村南スポーツ交流センター▶対
象：小中学生▶日時：5月22日㈪午後4
時～6時▶内容：フラッグフットボー
ル、バドミントン▶定員：30名（先着順）
F上石神井体育館▶対象：4歳児～小学
生▶日時：5月27日㈯午前9時20分～
11時45分▶内容：跳び箱、鉄棒、トラ
ンポリンなど▶定員：80名（先着順）
G平和台体育館▶対象：5歳児～小学生
▶日時：5月20日㈯午前10時～正午▶
内容：スポーツチャンバラ▶定員：30名

（先着順）
◆5月の水泳ワンポイントレッスン　
A～Eとも▶対象：幼児～中学生　※
小学3年以下のお子さんには水着を着
用した保護者が付き添ってください。
▶内容：時間内に来場したお子さんに
指導者が助言　※2時間の講座ではあ
りません。▶費用：プール利用料（保護
者のみ）▶持ち物：水着、水泳帽▶申込：
当日会場へ
A三原台温水プール…5月6日㈯・13
日㈯・20日㈯・27日㈯午前9時～11時
B上石神井体育館…5月6日㈯・13日
㈯・20日㈯・27日㈯午前9時～11時
C中村南スポーツ交流センター…5月6
日㈯・13日㈯・20日㈯・27日㈯午前
9時～11時
D平和台体育館…5月13日㈯・27日㈯
午前9時～11時
E光が丘体育館…5月6日㈯・20日㈯
午前9時～11時

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

映画に魅せられた
文豪・文士たち
　谷崎潤一郎や川端康成、三島由
紀夫といった作家たちが、映画雑
誌や文芸雑誌、新聞などに映画評、
映画論を寄稿し、映画を熱く語り
合った時代がありました。作家とし
ての感性で記された文章は独特の
魅力に溢

あふ

れ、それ自体がひとつの
作品としての力を秘めています。
　本展では、昭和初期～30年代を
中心に、文豪・文士たちの映画評
など約100点を、当時の雑誌・映画
ポスターなどと共に紹介します。

一般300円、高校・大学生200円、
65～74歳の方150円、中学生以下
と75歳以上の方無料　※練馬区立
美術館で開催している「19世紀パリ
時間旅行」の観覧券を提示すると、
100円引きで観覧できます。

観覧料

期間中の催し

第三の男
（1952年日本初公開）

ローマの休日
（1954年日本初公開）

駅馬車
（1940年日本初公開）

天井桟敷の人々
（1952年日本初公開）

カサブランカ
（1946年日本初公開）

風と共に去りぬ
（1952年日本初公開）

練馬区独立70周年記念事業

催し名 日時 講師 定員

講演会「小説と映画
の蜜月時代」

5/13㈯
14：00～15：30 作家／金井美恵子

各100名
（抽選）

講演会「出版人のひ
とりごと～映画と私」

5/27㈯
13：30～15：00

㈱早川書房代表取
締役社長／早川浩

映
画
上
映
会

風と共に去りぬ 4/30㈰
13：00～17：20

－ 各100名
（先着順）カサブランカ 5/21㈰

13：00～15：00

戦争と平和 6/2㈮
13：00～17：00

4/22㈯～6/11㈰
9:00～18:00

※月曜休館。

会 期

特別展

～知られざる珠玉のシネマガイド

場所・問合せ 石神井公園ふるさと文化館（〒177-0041石神井町5-12-16）
☎3996-4060 event-furusato@neribun.or.jp

▶申込： 往復ハガキまたは電子メールで①催し名（ の
別も）②住所③氏名（ふりがな）④電話番号を、 5月6日 16
日（必着）までに石神井公園ふるさと文化館へ　※ ～ は
当日午前9時～午後0時30分に整理券を配布します。

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。
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　防災学習センターでは、防災体験祭
以外の日もさまざまな防災体験講座
を開催しています。開始10分前まで
にお越しください。

▶開館時間：午前10時～午後6時
▶休館日：月曜（祝休日の場合はその翌平日）
▶交通：光が丘駅下車A4出口徒歩10分

光が丘
四季の香小 練馬

光が丘病院

光が丘
第一中

光が丘
四季の香小 練馬

光が丘病院

光が丘
第一中

入口

四季の香
公園

四季の香
公園

光が丘IMA光が丘IMA
A4出口A4出口

至練馬至練馬

都営
大江戸線
都営
大江戸線

光が丘駅

関町南二丁目

高松大門
通り

高松大門
通り ▼

防災学習センター
（光が丘6-4-1）

スタンプラリーを開催！
　1〜 7を全て体
験した方に、ねり
丸オリジナルグッ
ズや防災グッズを
プレゼント！

10：00～12：00
（受け付けは11

：30まで）

防災学習センターに

集まろう！

5 7

防災学習センター☎5997-６４７１場所・問合せ

㈰

ぼ  う       さ い       た  い    け ん

2

4 5 6

3

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

講座名 日時
消火器体験、応急手当て体験、ロープワーク体験、
救出・救護体験、車いす利用者の避難誘導体験 開館日の14：00から

起震車による地震体験（雨天・強風時中止） 毎火曜・木曜、第2日曜14：00から
煙ハウス体験、防災講話 第2日曜14：00から

防災体験 を開催

起震車で地震体験
（雨天・強風時は中止）

※できるだけ雨がっぱを持参してください
　（サイズにより貸し出しあり）。

1 降雨体験車で豪雨体験

ジャッキアップ
で救助体験

ロープワー
ク体験

車いす利用者の
誘導体験 消火器で射的

バケツリレー　
で的入れ

　災害時に、適切な行動をとるためには、日頃から防災知識を身に付けておくことが大切です。今回、
防災学習センターでは、災害時に役立つ技術を楽しみながら身に付けることができる防災体験祭を
開催します。ぜひ、お越しください。

まつり

1時間当たり300㎜の大雨や、毎秒10mの強風を体験できます。


