
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｡
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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。


