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練馬区長選挙
練馬区議会議員補欠選挙
投票時間は午前７時～午後８時です。
▶問合せ：選挙管理委員会事務局

☎5984-1399

午前9時～午後5時は、石神井公園駅南口のバス停
留所が移転します。詳しくは、停留所にある案内をご
覧ください。

石神井池石神井池

富士街道
石神井庁舎石神井庁舎

西武池袋線
西武池袋線

至池袋石神井警察署●

  臨時バス停留所
（移転先）　
  臨時バス停留所
（移転先）　  石神井公園 

ふるさと文化館 

●

至池袋

石神井公園駅

※石神井公園駅駅前ロータリーの一部は、午前9時から進入で
きません。

■■…午前9時～午後5時
■■…午前10時～午後3時30分

車両通行止
区間・時間

交通規制にご協力を交通規制にご協力を
　コロナの影響で中止していた照姫まつりを3年ぶりに開催します。豪華絢

けんらん
爛

な時代装束に身を包んだ総勢約100名による行列や舞台演技がまつりを盛り
上げます。詳しくは、照姫まつりホームページ（https://teruhime-matsuri.
com/）をご覧ください。▶区の担当：まつり係▶問合せ：照姫まつり事務局
☎6721-0061 FAX 3423-3601

片片
かたやまかたやま

山山亜亜
あ きあ き

樹樹さんさん
（照姫役）（照姫役）

村村
むらまつひさのりむらまつひさのり

松央規松央規さんさん
（豊島泰経役）（豊島泰経役）

星星
ほしかわほしかわ

川川奈奈
な なな な

々々さんさん
（奥方役）（奥方役）

今年の主役三役今年の主役三役

第35回照姫まつり

照姫伝説…室町時代中期、太
おおたどうかん

田道灌に
攻められて石神井城が落城した際、城
主・豊

としまやすつね

島泰経と共に、娘の照姫が三宝
寺池に入水したといわれています。

4/24●日
10：00～15：30（小雨決行）
石神井公園とその周辺会場

石神井公園駅

石神井公園駅

駅前会場
13:35～14:10

石神井池石神井池
（はいから劇場）
くつろぎひろば
（はいから劇場）
くつろぎひろば

　

B地区野球場B地区野球場

芝生ひろば芝生ひろば
中央ひろば中央ひろば

けやきひろばけやきひろば

スタート
13:10

野外ステージ

中之島北側
14:40 到着
15:10 出発 

12:00 舞台演技
　　　 「照姫伝説」
15:20 帰還式
　　　 「照姫フィナーレ」

照姫行列コース照姫行列コース

開催状況の確認はこちら開催状況の確認はこちら

コロナ感染拡大防止にご協力をコロナ感染拡大防止にご協力を

☎0180-99-3666
（4月23日㈯午後8時～24日㈰正午）

◦発熱・咳
せき
などの症状がある場合は、来場を控えて

ください。
◦マスクの着用や手指の消毒などにご協力ください。
◦飲食は、会場内の飲食エリアをご利用ください。
※その他、最新情報は照姫まつりホームページをご
覧ください。

　野外ステージ、はいから劇
場、駅前会場では、太鼓演奏
やダンスなどを披露します。

ステージ

出展
　4つのひろばで
は、練馬の名産
品や地方物産品
（長野県上田市、
福島県塙

はなわまち

町）など
の模擬店が並び
ます。

　B地区野球場では、オリジナ
ルの刀や万華鏡、缶バッジが作
れるほか、流

や ぶ さ め

鏑馬の疑似体験や
手裏剣体験ができます。　※費
用が掛かるものがあります。▶
時間：午前10時～午後3時30分
（受け付けは午後3時まで）

ワークショップ



～建て替え工事費用の助成を拡充
　平成28年の熊本地震では、昭和56年5月以前の古い耐震基準で建築された建物が多
数倒壊しました。区は、さらなる耐震化に向け、新たに建て替え工事にかかる費用の
一部を助成します。
▶問合せ：防災まちづくり課耐震化促進係（区役所本庁舎15階）☎5984-1938

区が派遣する建築士が工事費用の
大まかな見積もりや、耐震化のアド
バイスをします。区民事務所や防災
まちづくり課にあるパンフレットを
ご覧の上、同封のハガキで申し込ん
でください。

まずは簡易耐震診断　　　　
無料

建物がどの程度地震に耐えられる
か調査や計算をします。それを基に
補強のための設計を行います。

耐震診断・実施設計
最大34万円の助成

★密集事業の対象地区（貫井・富士見台、
桜台東部）・防災まちづくり推進地区
（田柄、富士見台駅南側、下石神井）。

区の評価で合格した実施設計に基づいて工事を
行います。

耐震改修工事　　　　
最大130万円の助成

建物を取り壊す工事を行います。

除却工事（一部地区（★）のみ対象）

最大130万円の助成

建物を取り壊す工事と新築する工事を行います。

新規  建て替え工事（一部地区（★）のみ対象）

最大225万円の助成

熊本地震による被害の様子

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・延べ面積の半分以上を住宅の用途が占めるものなど
※2階建て以下の共同住宅や長屋なども対象となります。

助
成
対
象

住まいの改修改修を支援支援  します 助成金・補助金を紹介助成金・補助金を紹介
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地震によるブロック塀などの倒壊を未然に防ぐため、危険なブロック塀などの撤去
を進めています。申し込み方法など詳しくは、お問い合わせください。
▶問合せ：危機管理課防災調整係（区役所本庁舎7階）☎5984-2438

　道路沿いの生け垣設置費用や低木などの植栽費用、緑化に伴うブロック塀の撤去費
用などを助成しています。詳しくは、みどり推進課にあるパンフレットや区ホームペー
ジをご覧ください。助成を希望する方は、事前にお問い合わせください。
▶問合せ：みどり推進課協働係（区役所本庁舎18階）☎5984-2418

危険なブロック塀の撤去
～来年3月末まで助成限度額を拡充

住宅などの耐震化

助成対象
　倒壊の恐れがあり、次の①～④の全てに当て
はまるコンクリートブロック塀など
①区内の道路などに面している
②地上部からの高さが0.8ⅿ以上ある
③助成の交付決定前に、工事契約の締結や撤去
をしていない
④撤去後の高さが0.6ⅿ以下である

塀の横幅1ⅿ当たりの助成限度額

主な助成要件 助成限度額 拡充

生け垣化 道路に面した部分に連続して1ｍ以上設置 1万2000円／m
低木等緑化 緑化部分が1ｍ以上道路に面していて、緑化面積が1㎡以上 9,000円／㎡
緑化に伴う
ブロック塀撤去 助成対象となる緑化に伴う撤去 1万1000円／m

既存の塀撤去する
部分

地面

緑化前 緑化後

　 住宅

　 　一般緊急輸送道路の沿道建築物

横幅

建物の種別や状況に応じ、アドバ
イザー派遣や簡易診断を受ける際に
活用できる制度を紹介します。申し
込み方法など詳しくは、お問い合わ
せください。

まずは事前相談
最大74万5000円の助成

建物がどの程度地震に耐えられる
か調査や計算をします。それを基に
補強のための設計を行います。

耐震診断・実施設計
最大750万円の助成

第三者機関の評価で合格した実施設計に基づい
て工事を行います。

耐震改修工事
最大6000万円の助成

耐震性のない建物を取り壊す工事を行います。

除却工事
最大6000万円の助成

耐震性のない建物を取り壊す工事と新築する工
事を行います。

新規  建て替え工事
最大6000万円の助成

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・一般緊急輸送道路（下図参照）の沿道建物で、建物が倒壊したと
きに道路幅の半分以上をふさいでしまう恐れのあるもの

助
成
対
象

道路から見えるみどりを増やしませんか～緑化にご協力を！

特定緊急輸送道路（目白通りなど）
の耐震化は96％完了！
　今後は、一般緊急輸送道路の耐震化に重
点的に取り組みます。

一般緊急輸送道路
特定緊急輸送道路

助成限度額 撤去する部分（=右図）の高さ
が1ｍを超える場合

危険性が高い塀
1万7000円／m 1ｍを超える部分10㎝当たり

1,000円を左記に加算

安全性に疑いのある塀 8,000円／m 1ｍを超える部分10㎝当たり
500円を左記に加算

来年3月末まで拡充

　補助要件など詳しくは、区民事務所（練馬を除く）や図書館、リサイクルセンター、
環境課にあるリーフレットや区ホームページをご覧ください。
▶問合せ：環境課地球温暖化対策係（区役所本庁舎18階）☎5984-4706

省エネ設備の設置

申込　4/15㈮から受け付け開始（先着順）
　設置完了後、環境課や区ホームページにある申請書に必要書類を添えて、
環境課地球温暖化対策係へ

補助対象　2/1～来年1/31㈫に設置した設備
住宅用………区内の住宅に対象設備を設置し、申請時に居住している方

事業者用……区内の事業所で事業に用いるために対象設備を設置した、
次の①②のいずれかに当てはまる事業者
①区内に本店または支店などの登記をしている従業員20名
　以下の法人
②区内在住の個人事業主

管理組合用…区内の集合住宅の共用部分に対象設備を設置した管理組合

～改修窓の補助額を拡充・高機能換気設備を追加

対象設備
補助限度額

住宅・事業者 管理組合
1太陽光発電設備（2kW以上）
※発電量全量を売電・増設する場合は対象外。 5万円 20万円

2自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート） 2万5000円 -
3家庭用燃料電池システム（エネファーム） 5万円 -
4蓄電システム
※機器費が蓄電容量1kW当たり17万円以下。 6万円 20万円

5ビークル・トゥ・ホームシステム（V2H）
（電気自動車に備えた電力を家庭などで使う装置） 10万円 20万円

6ＬＥＤ照明への交換
※交換費用が1万円以上。 - 20万円

7改修窓（窓の断熱改修）
※改修費用が1万円以上。 12万円 増額 20万円

8高機能換気設備 新規（吸気と排気の熱交換により空
調エネルギーを節約できる設備）

10万円
（事業者のみ） -

対象設備・補助限度額 
　14は下表の他の設備と連携して使用することが要件です。

改修窓
　外気温が伝わりに
くくなるので、冷暖
房費を節約できます。
結露対策にもなります。

高機能換気設備
　空気を入れ替
えながらも、室内
の温度は逃がし
ません。コロナ対策に有効です。



10～3月の放射線量
測定結果 

詳しい測定結果は、区ホームページをご覧ください。▶問合せ：環境規制係☎5984-4712
【測定点】区立12施設　【測定値】単位：マイクロシーベルト／時　【基準値】0.24マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm　0.028～0.086　●地表面から5cm　0.027～0.089

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）問合せ

練馬駅北口
地下駐車場
練馬駅北口
地下駐車場

出口

入口
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

●

●

●

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
パーキング駅前広場

富士街道

至池袋
西武
池袋線

石神井公園駅

▶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）1,800円
▶問合せ：駐車場管理事務所☎3557-5190

▶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）1,600円
　1泊（23：00～7：00）800円
▶問合せ：駐車場管理事務所☎5933-1711

▶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）1,600円
▶問合せ：駐車場管理事務所☎5910-3981

▶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）1,600円
▶問合せ：駐車場管理事務所☎5933-1711

［

［ 大泉学園駅

右折入庫禁止

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

駅前広場

大泉街道

至北園

西武
池袋線

至池袋

●
リズモ大泉学園リズモ大泉学園

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）

練馬駅北口地下駐車場 大泉学園ゆめりあ北パーキング （大泉学園駅北口駐車場）

大泉学園ゆめりあ南パーキング
（大泉学園駅南口駐車場）

　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。
▶区の担当：安全対策係

駅前駐車場のご利用を

石神井地域での相談を開始！
生活にお困りの方はご相談ください
　生活サポートセンターでは、さまざまな理由で経済的にお困りの方の
相談を受け付けています。4月21日㈭から石神井地域での相談を開始し、
相談体制を充実します。　※生活保護の相談は、管轄の総合福祉事務所へ。

◆住居確保給付金のご利用を
　失業などで住居を失った、または失う恐れのある区内在住の方を対
象に、期間を決めて家賃相当額を給付し、就職に向けた支援を行います。
申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

相談場所 相談日時 予約
生活サポートセンター
（区役所西庁舎3階） 平日8：30～17：15 予約不要

石神井障害者地域生活支援センターういんぐ
（石神井町7-3-28） 4/21

㈭から

第1・2木曜
14：00～16：00 電話で生活

サポートセ
ンターへ石神井総合福祉事務所

（石神井庁舎4階）
第3・4木曜
14：00～16：00

練馬区社会福祉協議会生活サポートセンター☎3993-9963問合せ

◆ 住民税非課税世帯の方も対象です～手続きはお早めに
　対象の世帯に1月下旬以降に確認書を送付しました。確認書に記載し
ている期限までに返送してください。

コロナの影響で収入が減少した方
１世帯当たり10万円を支給しています

臨時特別
給付金

練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター
☎6479-7526（平日午前9時～午後5時）問合せ

　令和3年1月以降収入が減少し、住民税非課
税世帯と同じ水準になった世帯に10万円を
支給しています。給付金相談窓口（区役所本
庁舎1階）や総合福祉事務所、生活サポートセ
ンター（区役所西庁舎3階）、練馬区社会福祉
協議会（豊玉北5-14-6　新練馬ビル5階）、区
ホームページにある申請書に必
要書類を添えて、9月30日（消印
有効）までに申請してください。

新型コロナウイルスワクチン接種 接種券が届き次第、予約できます
対象 ワクチンの種類 接種券の発送時期

5～11歳の1・2回目 ファイザー（小児用） 3/1時点で5～11歳の方には発送済み
それ以降に5歳になった方には5歳の誕生日の週に発送

12～17歳の3回目 ファイザー
接種時期（2回目接種の6カ月後）の1週間前を目安に発送

18歳以上の3回目 ファイザー・モデルナ

接種できるワクチン・
接種券の発送時期

区立施設などでの3回目接種は
予約なしでも接種できます

　勤労福祉会館と東京海上日動石神井スポーツセンターでは、予約なしでも接種
できます。その他の区立施設でも、当日空きがあれば予約なしで接種できます。
空き状況は、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。

接種会場・予約方法など
診療所

診療所に
電話で予約

病院

ネット・
電話予約

区立施設など

ネット・
電話予約

電話
予約

病院 ·················☎050-3174-6435（毎日24時間自動応答）
区立施設など ···☎0120-427-409（毎日午前9時～午後5時）

ネット
予約

https://vaccines.sciseed.jp/nerima-
vaccine/

令和4年（2022年）4月11日  4 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、



休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

歯科

内科・
小児科

▶受付時間：①～③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～
11：30・13：00～16：30・18：00～21：30　※①は平日20：00～
22：30も対応しています。④日曜・祝休日10：00～11：30・13：00
～16：30

①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
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

　4月から成年年齢が18歳になりましたが、20歳未満の方の飲酒は引き
続き禁止されています。成長過程にある20歳未満の方の飲酒は、心身に
大きな影響を及ぼします。ご家庭や地域で飲酒防止にご協力ください。

◆小売店で年齢確認を実施しています
　東京小売酒販組合加入店などの小売店では、酒類販売時に年齢確認を
実施しています。ご理解をお願いします。

青少年係☎5984-4691問合せ

お酒は引き続き20歳から
～4月は20歳未満飲酒防止強調月間

　毛虫（チャドクガなど）が大量発生しやすい
季節になりました。日頃から樹木の観察・手入
れを行い、毛虫の発生を早めに防ぎましょう。
▶問合せ：環境衛生監視担当係☎5984-2485

毛虫の発生を防ぎましょう

　定期的に庭木の枝切りをして、
風通しを良くするなど、早期発
見・駆除を心掛けましょう。

毛虫の発生を防ぐには
　触れた部分はこすらず、水道水
で洗い流してください。症状がひど
いときは医師の治療を受けましょう。

毛虫に触れたら

チャドクガの幼虫

お知らせ
国民年金

令和4年度の保険料納付書を送付
　4年度は、保険料が月額1万6590
円に改定されました。納付書が届い
ていない方はご連絡ください。▶問
合せ：練馬年金事務所☎3904-5491

条例・計画など
障害者計画・第六期障害福祉
計画・第二期障害児福祉計画
の「わかりやすい版」を配布
　障害者福祉に関する計画を、やさ
しい言葉とイメージしやすいイラス
トで分かりやすく解説しています。
▶配布場所：総合福祉事務所、保健
相談所、障害者地域生活支援セン
ター、図書館、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）　※区ホームページでも
ご覧になれます。▶問合せ：障害者
施策推進課事業計画担当係☎5984-
4602 FAX 5984-1215

事業者向け
専門家による経営無料相談会
　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
談にお応えします。▶日時：5月8日
㈰午前10時～午後5時の間の50分
間▶場所：ココネリ3階▶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
（https://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）からも申し込めます。

ボランティア
オンライン開催「健康づくり
運動リーダー育成講座」
　健康づくりや介護予防に役立つ体
操の指導方法、ボランティアを行う
上での心構えを学びます。▶日時：
5月14日㈯・21日㈯、6月11日㈯
午前9時30分～11時30分【3日制】▶
講師：健康運動指導士／黒田恵美子
ほか▶定員：35名（抽選）▶申込：4月
27日㈬までに区ホームページ「電子
申請」で申し込んでください▶問合
せ：健康づくり係☎5984-4624

日本語等指導講師【登録制】
▶対象：日本語教育能力検定合格者
または日本語教師養成講座420時間

修了者▶日時：1日2時間程度（週1・
2回）▶場所：区立小中学校▶内容：
日本語の習得が不十分な児童・生徒
への指導▶謝礼：1時間当たり2,000
円　※交通費は支給しません。▶申
込：教育指導課（区役所本庁舎12階）
や区ホームページにある申請書（写
真貼付）と登録要件を確認できる証
書などの写しを、教育指導課管理係
☎5984-5746

働く
①短時間保育②保育③調理
④用務【会計年度任用職員
（サポートスタッフ〈登録制〉）】
▶期間：来年3月まで（再任する場合
あり）▶勤務日：月～土曜（月20日程
度）▶時間：①朝…午前7時15分か
ら、夕…午後4時15分から（それぞ
れ2～3時間程度）②～④原則として
午前8時30分～午後5時15分の間の
4～7時間45分▶場所：区立保育園
▶報酬（時給）：①1,341円②1,147円
③④1,093円　※交通費支給。　※
勤務条件により期末手当・社会保険
あり。▶申込：保育課（区役所本庁舎
10階）や区ホームページにある申込
書を、保育課管理係☎5984-5839

福祉・障害のある方
福祉団体の運営費を補助
　障害のある方やその家族などで構
成され、福祉のために活動する区内
団体の運営費の一部を補助します。
補助内容など詳しくは、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。▶申請期間：5月31日㈫
まで▶問合せ：障害者施策推進課管
理係☎5984-4598 FAX 5984-1215

住まい・まちづくり
雨水浸透施設・雨水タンク
の設置費用などを助成
　屋根に降った雨水を地下に浸透さ
せることで、大雨による浸水・洪水
被害を軽減する「雨水浸透ます」「雨
水浸透トレンチ管（穴の開いた排水
管）」の設置費用を助成します。また、
併せて「雨水タンク」を購入する場
合、購入費用の一部を助成します（雨
水浸透施設の設置が困難な場合、雨
水タンクの購入のみでも助成しま
す）。申し込み方法など詳しくは、
設置・購入前に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。▶主な助成条件：敷地面積が
500㎡未満の敷地の所有権または借

地権がある　※他にも条件がありま
す。▶助成額：雨水浸透施設…40万
円まで（付帯工事は、うち10万円ま
で）　雨水タンク…購入価格の半額
（2万5000円まで）　※予算額の範
囲内で先着順に受け付け。▶問合せ：
総合治水係☎5984-2074

私道の整備費を助成
　私道を舗装する場合（再舗装を含
む）や、私道に排水設備（下水）を設
置する場合の工事費用を助成しま
す。現地へ伺い調査しますので、希
望する方はご相談ください。▶主な
助成条件：①私道敷地の土地所有者
や私道に隣接する土地所有者など全
員の同意が得られる②道の幅が1.2m
以上ある③利用戸数が2戸以上ある　
※他にも条件があります。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：
総合治水係☎5984-2074

種類 助成額

舗
装
通り抜け道路 区算定工事費の90%

行き止まり道路 区算定工事費の80%

排
水
設
備

（
下
水
）

新設 区算定工事費の90%

改修 区算定工事費の50%

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：5月17日㈫午後2時～3時
30分▶場所：北保健相談所▶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☎3931-1347

看護の日イベント
「自分と家族の健康を考える」
▶日時：5月14日㈯午後1時30分～
4時30分▶場所：ココネリ3階▶内
容：手洗いチェッカーや介護・福祉
用具体験、栄養補助食品のサンプル
提供など▶区の担当：医療連携担
当係▶申込：当日会場へ▶問合せ：練
馬区訪問看護ステーションGift☎
5933-4020

あなたの骨は、健康ですか？
女性のための健

けん

骨
こつ

講座
▶日時：5月15日㈰午前10時～11
時30分▶場所：区役所アトリウム地
下多目的会議室▶講師：赤羽中央総
合病院／武谷千晶ほか▶定員：30名
（先着順）▶申込：電話で健康づくり
係☎5984-4624

高齢者
健康長寿はつらつ教室
▶対象：区内在住の65歳以上の方▶
費用：500円▶申込：4月20日㈬まで
に電話で介護予防係☎5984-2094
足腰しゃっきりトレーニング教室
（室内で行う筋力強化、ストレッチなど）
▶日時：5/19～6/23の毎木曜10:00～
11:30【6日制】▶場所：関区民センター
▶定員：25名
▶日時：5/19～6/23の毎木曜10:00～
11:30【6日制】▶場所：大泉学園町体育
館▶定員：25名
▶日時：5/23～6/27の毎月曜10:00～
11:30【6日制】▶場所：ルネサンス光が
丘(高松5-8) ▶定員：15名
プールで足腰しゃっきりトレーニング教室
（水中運動など）　
▶日時：5/13～7/1の毎金曜13:00～
14:30【8日制】▶場所：ルネサンス富士
見台（貫井3-12-33）▶定員：20名
※初めての方を優先の上、抽選。

子ども・教育❶
私立幼稚園の
保育料・入園料を助成
▶対象：区内在住で、私立幼稚園に
3～5歳児を通園させている保護者　
※保育料の助成は、認定こども園の
3号認定児は対象外。　※入園料の
助成は、今年4月1日以降に入園さ
せた場合のみ。▶申込：①区内の幼
稚園に通園させている方…幼稚園が
まとめて申請②区外の幼稚園に通園
させている方…幼稚園にある申請書
に記入の上、4月28日㈭までに幼稚
園係へ　※区外の幼稚園にも①と同
じ手続きの園があるので、園に確認
してください。▶問合せ：幼稚園係
☎5984-1347

保育料の
助成上限額

月額1万1200円
※ 新制度未移行園の場合
は月額3万6900円。

入園料の
助成上限額

5万円
※ 練馬こども園に通い、
預かり保育を6カ月以上
利用した場合は6万円。

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：5月18日㈬午前
10時～11時30分▶場所：関保健相
談所▶内容：講義、運動実技▶講師：
健康運動指導士／須藤浩代▶定員：
8組（先着順）▶申込：電話で同所☎
3929-5381

  令和4年（2022年）4月11日 5区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。



■民謡　琇声会　毎水曜午後1時～5
時　生涯学習センター　講師　日本
コロムビア専属／太田琇声　月会費
3,000円　金子☎3893-5129
■ トールペイント体験会（①デコ
パージュバッグ作り②③お花の
トールペイント体験）　①4月14日
②21日③22日午前10時～正午　石神
井公園区民交流センター　①～③とも
参加費1,500円　材料費①1,000円
②③1,300円　ハピネス・野又☎070-
6948-4422 Eメール nomatanoriko@
gmail.com（要予約）

■社交ダンス　スポットターン　毎日
曜午後1時～4時　桜台地域集会所　女
性講師が指導　入会金1,000円　月会
費3,000円　仲俣☎090-3009-5111
■ 手編みサークル　初心者・中高
年齢者対象　第1・3①火曜②木曜午
前10時～正午　生涯学習センター分
館　①②とも入会金2,000円、月会費
2,000円　是枝☎3904-0415
■ 太極拳・気功　ゆうゆう太極拳　
月3回火曜午前10時10分～11時40分　
生涯学習センター　講師　林メイチン　
入会金1,000円　月会費3,500円　初
回は無料体験可　前田☎090-2658-
1773（要予約）
■俳画・俳句を楽しむ会　初心者対
象　第3木曜①午前10時～正午（俳句）
②午後1時～3時（俳画）　春日町リサ
イクルセンター　講師　荒井郁子　①
②とも会費3カ月1,000円　初回は無
料体験可　坂井☎090-9018-0259

■ 民踊・新舞踊　菊和会　月4回
①水曜午後1時～5時②月曜午前9時～
午後1時　①生涯学習センター②氷川
台地区区民館など　講師　赤羽礼子　
①②とも入会金1,000円、月会費
2,000円　年2回区民文化祭に出演あ
り　長富☎3996-3861
■ 健康体操（イス・ボール・セラバ
ンドを使用）　まいまいクラブ　毎
水曜①午後1時15分～2時45分②午後
3時～4時30分　関区民センター　講
師　大谷景　①②とも年会費100円、
月会費2,000円　吉岡☎ FAX 3928-
2359 Eメール maimaiclub.1999@
gmail.com（要予約。午後6時以降）
■社交ダンス　いずみ会　初級者～
中級者対象　毎土曜午後1時30分～4
時30分　春日町地域集会所　プロが
指導　入会金1,000円　月会費3,000
円　初回は無料体験可　穴澤☎080-
6727-0718（要予約）

■ 社交ダンス　ルリークラブ　初
級者～中級者対象　毎月曜①午後1時
30分～2時30分②午後2時45分～3
時45分　勤労福祉会館　女性プロが
指導　①②とも入会金1,000円、会費
1回1,000円　年1回パーティーあり　
宮田☎3924-1147（要予約）
■軽い筋トレ・ストレッチ・リズム
運動など　健康クラブ　60歳以上
の初心者対象　毎水曜午前10時～
11時30分　関町地域集会所　講師　
介護予防運動指導者／岡本公子　会
費2カ月6,000円　初回は無料体験可　
和智☎3929-1835
■やさしい韓国語教室　初心者～初
級者対象　5月からの月2回月曜午後
1時30分～3時　ココネリ3階など　日
本人講師が指導　月会費3,000円　教
材費実費　田☎070-6517-1879（午
後6時～9時）Eメール urihana5nerima
@gmail.com（要予約）

■ストレッチ＆リズムムーブメント　
キャッスル　毎水曜午後7時～8時30
分　光和小　入会金1,000円　月会費
2,000円　初回は無料体験可　大橋☎
3923-8459（午後7時以降）
■気功・健康体操など　練馬気功の会　
毎火曜午前10時～正午　春日町地
域集会所　入会金1,000円　月会費
3,500円　初回は無料体験可　すみた
☎080-3127-3875（要予約）
■囲碁サークル　烏鷺の友の会　中
級者対象　毎土曜午後1時～5時　生
涯学習センター分館　月2回講師が指
導　入会金1,000円　月会費1,000円　
中村☎090-2426-9774
■ 名作を読む会（日本文学・外国
文学の読書会）　第2金曜午後1時30
分～4時　大泉図書館　月会費200円　
初回は無料体験可　岡田☎ FAX3925-
9615（要予約。午前中）

● 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。広告

子ども・教育❷
5月の２歳６カ月児歯科健診
　2歳10カ月ごろまで受けられま
す。担当地域の保健相談所で受けて
ください。▶持ち物：母子健康手帳
▶申込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日時 定員
（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

19㈭
13:00～15:00 32名

　北
☎3931-1347

26㈭
9:00～11:00 24名

光が丘
☎5997-7722

10㈫
9:00～11:00 24名

石神井
☎3996-0634

13㈮
9:00～11:00 32名

大　泉
☎3921-0217

27㈮
9:00～11:00 24名

　関
☎3929-5381

16㈪
9:00～11:00 24名

歯
ハ

ートファミリーコンクール
の参加者を募集
　口

こう

腔
くう

審査を行い、優秀な家族を表
彰するコンクールです。▶対象：令
和3年4月～4年3月実施の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18日㈬午後2時30分～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：5月10
日㈫までに電話で歯科保健担当係☎
5984-4682

子育て講習会「子どもを伸
ばすほめ方、しかり方」
▶対象：小学生～中学1年生の保護
者▶日時：5月7日㈯・21日㈯、6月
4日㈯・18日㈯午前10時～正午【4
日制】▶場所：学校教育支援センター
▶講師：公認心理師／マーシャル
理恵子▶定員：30名（先着順）▶申込：
電話または電子メールで①講習会名
②氏名③お子さんの学年④電話番号
⑤参加人数を、同所☎6385-9911
Eメール oubo@city.nerima.tokyo.jp

スポーツ
初心者スポーツ教室
キャッチバレーボール
▶対象：小学1～4年生▶日時：Ⓐ5月
21日㈯Ⓑ28日㈯午後4時～6時▶場
所：Ⓐ平和台体育館Ⓑ大泉学園町体
育館▶定員：各50名（抽選）▶保険
料：33円▶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（ⒶⒷの別も）②住所③氏名（ふり
がな）④生年月日⑤電話番号を、4
月21日（必着）までに〒176-8501
区役所内スポーツ振興課事業係☎
5984-1947

区民体育大会
▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947

●アクアスロン
▶対象：小学生以上▶日時：6月5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㎞、一般（15
歳以上）…スイム240m・ラン5.6㎞
▶保険料など：1,000円▶申込：体育
館や三原台温水プール、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、
5月16日（必着）までにトライアスロ
ン連合事務局へ
●軟式野球（未登録チームの部）
▶日時：6月19日～7月3日の毎日曜
▶場所：東台野球場▶申込：チーム全
員の区内在住・在勤を証明できるも
のを、4月24日㈰午後2時～3時に
直接、同所へ　※高校・大学野球連
盟登録者は参加不可。　※1チーム
9名以上、背番号は0～99番を使用。　
※5月15日㈰午後2時から同所で書
類審査・抽選会を実施。

講座・催し
創業！ねりま塾～基礎講座・一般編
　起業の基礎知識とアイデアの作り
方を学びます。▶対象：3年以内に
起業したい方▶講師：中小企業診断
士／山崎泰央ほか▶定員：各30名
（先着順）▶費用：1,000円▶申込：5
月2日㈪までに練馬ビジネスサポー
トセンターホームページ（https://
www.nerima-idc.or.jp/bsc/）
から申し込んでください　※1は
電話でも申し込めます。▶問合せ：
練馬ビジネスサポートセンター

☎6757-2020
1ココネリ3階で開催
▶日時：5月12日㈭午後6時～9時
2オンラインで開催
▶日時：5月14日㈯午前10時～午後
1時

就職活動や地域活動をして
いる女性のためのパソコン
講座
▶対象：パソコンで文字入力ができ
る女性▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶講師：MOSインストラ
クター／後藤悦子▶定員：各10名
（先着順）▶資料代：1,000円▶持ち
物：USBメモリー▶申込：電話また
はファクス、電子メールで①講座名
（A～Eの別も）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⑥使用しているパソコンのOS
名⑦受講理由（50字程度）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。定員各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、開催日の2週間前までにお知ら
せください。

内容 日時

Aパソコン初級 5/17㈫
9:30～12:00

Bワード 6/7㈫
13:30～16:00

Cエクセル基礎 6/21㈫
9:30～12:00

Dエクセル実践 6/22㈬
13:30～16:00

Eパワーポイント 7/12㈫
13:30～16:30

令和4年（2022年）4月11日  6 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
◆庚申の会ビッグサービスデー▶日
程：4月15日㈮▶場所：江古田ゆうゆう
ロード▶内容：ボックスティッシュを
プレゼント　※なくなり次第終了。▶
問合せ：栄町本通り商店街振興組合・
萩原☎090-7735-1804
◆公衆浴場でかりんの湯▶日程：4月
17日㈰▶場所：区内公衆浴場▶費用：
480円（小学生180円、未就学児80円）
▶問合せ：練馬区公衆浴場組合・風間
☎3991-5092
◆パネル展「盲導犬（アイメイト）って
知ってる？」▶日時：４月21日㈭～23
日㈯午前9時～午後4時▶場所：区役所
アトリウム▶内容：パネル展示、体験

歩行、グッズ販売など▶問合せ：（公財）
アイメイト協会☎3920-6162
◆オンライン開催・区民健康医学
講座「高齢者てんかんについて」▶日
時：4月23日㈯午後2時～3時▶申込：4
月21日㈭までに、順天堂大学練馬病院
ホームページ（https://hosp-nerima.
juntendo.ac.jp/）から申し込んでくだ
さい▶問合せ：順天堂大学練馬病院☎
5923-3111
◆護身術と合気道体験講習会▶対
象：小学生以上▶日時：5月10日㈫・17
日㈫午後4時～5時30分【2日制】▶場
所：大泉学園町体育館▶費用：200円
（小学生は無料）▶申込：電話またはハ
ガキで①講習会名②住所③氏名④年齢
⑤性別⑥電話番号を、5月6日(必着)ま
でに〒178-0062大泉町3-2-13-403　
練馬区合気道連盟・新元☎042-798-
2335　

◆普通救命講習会▶日時：5月13日
㈮午前9時～正午▶場所：練馬消防署
▶内容：心肺蘇生（そせい）法、AED
（自動体外式除細動器）操作方法など
▶定員：18名（先着順）▶テキスト代：
1,500円▶申込：電話で同所☎3994-
0119
◆新緑の古都鎌倉を歩く！～北条
政子・実朝の墓参り▶日時・場所：
5月14日㈯午前10時JR鎌倉駅集合～
銭洗弁財天宇賀福神社～源氏山公園
～寿福寺～午後2時30分集合場所解
散（約6㎞）▶定員：50名（先着順）▶拝
観料など：1,300円▶申込：往復ハガキ
で①催し名②参加者全員の郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号を、4月
27日（必着）までに〒177-0044上石
神井1-32-37　SSC上石神井☎3929-
8100（問い合わせは月・水・金曜午後
3時まで）

◆建築無料相談▶日時：第4月曜午前
10時～午後2時　※祝休日の場合はそ
の翌日。▶場所：区役所アトリウム▶
内容：新築、リフォーム、耐震診断な
ど▶持ち物：写真や図面などの資料▶
申込：当日会場へ▶問合せ：(一社)東京
都建築士事務所協会練馬支部☎090-
4666-7517

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
4月15日㈮午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

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、4月26日（必着）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。

◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
5月1日㈰午前9時～正午（雨天中止）▶
申込先：〒179-0073田柄2-8-2　リサ
イクルマーケットジョイ☎080-6739-
1024（先着50店。問い合わせは月～
土曜午後1時～4時）

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
◆0歳からの親子で楽しむおとあー
とコンサート▶対象：未就学児と保護
者▶日時：5月26日㈭午前10時30分～
11時30分▶場所：ココネリ3階▶定員：
80名(先着順)▶費用：1人500円（1歳
以下のお子さんは無料）▶申込：電話で
おとあーと研究室☎050-6879-3268
（平日午前10時～午後5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

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。広告

施設名 作品名 作家

区
役
所

本庁舎4階 三重塔 細田　保男
本庁舎12階 白い花のある部屋 秋山　力夫
西庁舎3階 いつも、いつも 中島　由紀子
西庁舎7階 景 松本　明
西庁舎8階 明日へ 伊東　清博
東庁舎3階 卓上のなか 中島　規雄

石
神
井
庁
舎

1階 三宝寺池（憩） 細田　保男

2階
石神井公園 大塚　貴滿子
梅雨の妙義 宮澤　歳男

4階
プラハの広場 原澤　優
砦の町シルミオーネ 蓜島　時雄

光
が
丘
区
民
セ
ン
タ
ー

1階 花 富所　朋子

2階

けしの花 奥津　幸子
秋を飾る静物画 北尾　和子
出平かれい 山本　久子
水槽 谷口　月冲

3階 パリのカフェテリア 浦部　レイ
5階 profi le 渡邊　美子

男女共同参画
センターえーる

春の訪れ 木村　久美子
雛芥子 前田　尚子

関区民センター

何かな・ナニカナ？ 鈴木　延子
やさしい記憶 加藤　春美
春なのか… 瀧澤　美奈子
曇華 木村　久美子
静かな雨 田中　コレコ
つなぐ 松尾　恵生
真鶴　福浦 鳥井　公子

施設名 作品名 作家

勤労福祉会館

白樺湖の秋 赤木　唯助
ゆきぐに 谷口　月冲
風薫る 伊東　房枝
森の朝 坂本　知恵子
生成21-Ｃ-7 藤井　孝次朗

サンライフ練馬

いつも、いつも、
ありがとう　 中島　由紀子

野菜 加藤　良子

愛の囁き 町田　昌之

歴史随想Ⅱ 島田　紘一呂

は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー

豊玉
Les saisons(四季) 小山　多喜子
古都（シエーナ） 丹後　重徳

大泉

街中 萩原　和雄
浜橋下・流れに
（河津川） 梅村　勝

秋麗 田村　則昭
歴世 富所　朋子
カナダ　ロッキー山脈 中島　規雄

豊玉保健相談所 ここにも春
（木曽福島） 梅村　勝

地
域

集
会
所

春日町
桃里 小川　リヱ
スペインの風 松尾　恵生

土支田中央 ゆり 田中　敬二

大泉学園ゆめりあ
ホール

暑い日 浦部　レイ
INCENTIVEⅢ 赤星　ひとみ

平和台体育館 晩秋 萩原　和雄

地
区
区
民
館

旭町北 ローマの階段 原澤　優

旭町南
ナザレ深夜の舗道 松下　和義
八海山 赤木　唯助

西大泉
花摘み 前田　尚子
上高地秋行く 北尾　和子

施設名 作品名 作家

中村南スポーツ
交流センター

星巡り ―兆し　
時のかけら 小川　リヱ

フラメンコ 酒向　節子

生涯学習センター
分館

Lotus 渡邊　美子
睡蓮 大塚　貴滿子
もう一つの世界 岩崎　花菜子

文化交流ひろば

クラリネットのある室内 金光　綠
モンテロッサ　
伊太利 後藤　利夫

オビドス城壁高望 松下　和義
極楽鳥 坂本　知恵子

学校教育支援
センター関

星の雫 宮本　薫
思い出の広場 高橋　和
レリーフ浮遊－Ⅰ 島田　紘一呂

春日町青少年館 春の出会い 吉田　かずえ

図
書
館

大泉 まどべ 大野　正子

南田中
叙情の町　
ブルージュ 蓜島　時雄

おひるね（nap time）田中　コレコ
稲荷山 HIGANBANA 赤星　ひとみ

石神井 富士山
（大観山峠から） 福田　安夫

小竹 パーティー 山本　久子

平和台 イギリス　
アンブリーより 伊東　房枝

お近くの施設で美術鑑賞めぐり
　練馬区美術家協会の協力により、区立施設で
絵画などの美術作品を展示しています。作品
は2年ごとに掛け替えます。ぜひご覧ください。

文化振興係
☎5984-1284問合せ

作品は、
区ホームページでも
ご覧になれます

  令和4年（2022年）4月11日 7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。



🅰ブックスタート20周年記念講演会
　ブックスタートは、赤ちゃんに「絵本」
と読み聞かせやわらべうたなどの「体験」
を提供する活動です。20周年を記念し、
練馬区のブックスタートの歩みを振り返
ります。▶時間：午後1時～2時50分▶講
師：NPOブックスタート理事／代田知子
ほか

「ブックスタートの20年」　
監修／大日向雅美・代田知子　
NPOブックスタート

〈申し込み方法など〉
▶場所：区役所アトリウム地下多目的会議室▶定員：各100名（先着順）
▶申込：4月11日㈪から電話で光が丘図書館☎5383-6500　※小学2
年生以下は保護者同伴。　※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、4月22日㈮までに併せて申し込んでください。

🅱わらべうた＆絵本ライブ
　大人も子どもも楽しめる、わらべうたと読み聞かせがコラボレー
ションしたライブです。▶時間：午後3時～4時▶出演：みなみじゅんこ

（絵本作家）、坂野知恵（わらべうた歌い）

子ども読書の日・こどもの
読書週間の記念行事

　区内の商店会加盟店で使える30％の
プレミアム（お得分）が付いた商品券を
販売します。詳しくは、区報５月11日
号でお知らせします。▶問合せ：商工係
☎5984-2675

4/23は子ども読書の日4/23は子ども読書の日 4/23～5/12はこどもの読書週間4/23～5/12はこどもの読書週間

ねりまプレミアム付商品券ねりまプレミアム付商品券をを販売！販売！
5月中旬申し込み開始

図書館名・問合せ 内容・日時・定員（先着順）など

練馬
☎3992-1580

スペシャルおはなし会▶対象：①未就学児と保護者②小学
生と保護者▶日時：4/24㈰①10：00から②11：00から▶定
員：各6組

科学あそび「やじろべえをつくろう」▶対象：小学生と保護
者▶日時：5/7㈯①10：00から②11：00から▶定員：各5組　
※申し込みは4/16㈯から。

貫井
☎3577-1831

よみきかせ大臣（小学生によるおはなし会）▶対象：幼児と保
護者▶日時：5/8㈰14：00～15：00▶定員：30名

小竹
☎5995-1121

科学あそび教室「煮干しの解剖とチリメンモンスターをさが
せ！」▶対象：小学生▶日時：4/24㈰10：00～12：00▶講師：科
学読物研究会／坂口美佳子▶定員：25名

★春の青空紙しばい▶対象：0～5歳児と保護者▶日時：4/28
㈭11：00～11：30▶場所：こどもの森▶定員：20組　※小雨
決行。

春のスペシャルおたのしみ会▶対象：4歳児～小学生▶日
時：4/29㈷11：00～11：45▶出演：早稲田大学児童文化研
究会▶定員：25名

工作会▶対象：4歳児～小学生▶日時：5/8㈰14：00～15：30
▶定員：20名　

南田中
☎5393-2411

やってみよう！調べる学習2022「みどりのカーテンをつく
ろう」▶対象：小学3～6年生▶日程：5～8月の第1・3・5土
曜【9日制】▶定員：10名

石神井
☎3995-2230

こうさく会「しおり作り」▶対象：幼児～小学生▶日時：4/23
㈯①14：00～15：00②15：30～16：30▶定員：各10名

こどもの日スペシャルおはなし会▶対象：幼児～小学生▶日
時：5/5㈷14：00～15：00▶定員：30名

★本のリサイクル市▶日時：5/7㈯10：00～15：00

関町
☎3929-5391

★テラスでおはなし会▶対象：幼児～小学生▶日時：5/4㈷
15：30～16：00▶定員：30名

大泉
☎3921-0991

庭園おはなし会「えがお きらきら おはなしの庭」▶対象：幼
児～小学生と保護者▶日時：5/8㈰14:00～15：00▶定員：
15名

図書館名・問合せ 内容・日時・定員（先着順）など

稲荷山
☎3921-4641

はるのおたのしみ会▶対象：3歳児～小学生▶日時：4/23㈯
11:00～12：00▶出演：パネルシアターこんぺいとう▶定
員：15名

こどもの日工作会▶対象：4歳児～小学生▶日時：5/1㈰11：00
～12：00▶定員：10名

絵本作家 舘野鴻さんのスケッチ教室～昆虫を描いてみよう
▶対象：小学生▶日時：5/5㈷①10：00～11：30②13：00～
14：30▶定員：各15名　※申し込みは4/14㈭から。

南大泉
☎5387-3600

★本の探検ラリー▶対象：小学生▶日時：4/23㈯・24㈰
10：00～16：30

はるのおたのしみ会～えいごであそぼう！▶対象：幼児～小
学生▶日時：5/3㈷13：00～13：45▶講師：ママとあそぼう
ABC▶定員：20名

★スペシャルおはなし会▶対象：幼児～小学生と保護者▶日
時：5/4㈷15：00～15：30▶定員：5組

南大泉図書館分室
こどもと本のひろば
☎3925-4151
※申し込みは4/16㈯
から。

ひろばおはなし会9周年スペシャル▶対象：幼児～小学生と
保護者▶日時：4/24㈰11:00～11:30▶定員：5組

人形劇「おむすび座公演」▶対象：幼児～小学生と保護者▶日
時：4/29㈷14:00～14:30▶定員：5組

こうさく会▶対象：幼児～小学生と保護者▶日時：4/30㈯①
14:00～14:30②15:00～15:30▶定員：各5組

光が丘
☎5383-6500

科学あそび「酸とアルカリで遊ぼう」▶対象：小学2～6年生▶
日時：5/7㈯14：00～16：00▶講師：科学読物研究会／坂口
美佳子▶定員：15名

春日町
☎5241-1311
※申し込みは4/15㈮
から。

人形劇「おむすび座」がやってくる▶対象：3歳児～小学生▶
日時：5/8㈰①14：00～14：30②15：00～15：30▶定員：各
20名　

平和台
☎3931-9581

らくごであそぼう！こどもへいわだいよせ▶対象：幼児～小
学生と保護者▶日時：4/29㈷11:00～11：45▶定員：15組

スペシャルおはなし会▶対象：幼児～小学生と保護者▶日
時：5/5㈷11:00～11：45▶定員：15組

5/8㈰

催しいっぱい！ 図書館にきてね！　▶申込：電話で各図書館へ　★は当日会場へ

「たんぽぽ たんぽぽ」　
みなみじゅんこ　
アリス館

「どんぐりころちゃん」
みなみじゅんこ　
アリス館

「ろうそく ぱっ」　
みなみじゅんこ　
アリス館

（2022年こどもの読書週間標語）

ひとみキラキラ　本にどきどき

ひとみキラキラ 本にどきどき
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