
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平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日18：00～
21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30・18：00～21：30④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

　新聞未購読で、区報の入手が困難な方に無料で送付しています。希望する方は、区ホームページ
から申し込むか、お問い合わせください。▶問合せ：広報係☎5984-2690ねりま区報送付サービスのご利用を

施設名 内容・対象・定員（先着順）など 日時

小竹図書館
☎5995-1121

★科学あそび教室「虹色のひみつ」
▶対象：小学生▶定員：25名

7/30㈯
10：00～12：00

★夏のこわい！おはなし会
▶対象：小学生▶定員：25名

8/6㈯
13：00～13：40

★語り継ぐ戦争体験
～私たちが子どもだった頃のお話
▶対象：小学生▶定員：15名

8/20㈯
14：00～15：30

練馬図書館
☎3992-1580

夏休みおたのしみ袋（おすすめの本の貸し出し）
▶対象：小学生

7/16㈯から
※なくなり次第終了。

★夏休みスペシャル科学あそび
「石のふしぎ～宝石から絵の具をつくる」
▶対象：小学3～6年生▶定員：20名
▶費用：100円　※申し込みは7/22㈮から。

8/5㈮
10：00～11：30

★夏のおたのしみ会（人形劇）
▶対象：幼児～小学生▶定員：30名　
※申し込みは8/6㈯から。

8/20㈯
14：00～15：00

貫井図書館
☎3577-1831

小中学生のためのしらべる応援隊 7/21㈭～8/31㈬
13：00～17：00

★調べることって楽しい！
～図書館で作る自由研究
▶対象：小学3年～中学生▶定員：24名

8/1㈪
13：00～16：30

★夏のおたのしみ会（科学実験教室）
▶対象：5歳児～小学生（小学3年生以下は保護者
同伴）▶定員：各20名

8/6㈯10：30～12：00・13：00～
14：30・15：00～16：30

栄町児童館
☎3994-3287

オリジナル缶バッジをつくろう！ 8/9㈫・10㈬14：00～15：30

つながリンピック予選会
（卓球ラケットドリブルなど）

8/16㈫～19㈮・22㈪・23㈫
14：00～15：00

中村児童館
☎3998-4890

★電気教室
▶対象：小学生と保護者▶定員：各6組　
※申し込みは7/21㈭から。

8/4㈭
14：00～14：50・15：00～15：50

★積み木であそぼう
▶対象：①未就学児と保護者②小学生
▶定員：①10組②20名　
※申し込みは8/2㈫から。

8/16㈫
①10：00から
②14：30から

厚生文化会館
☎3991-3080

夏の工作まつり　
▶対象：小学生

7/22㈮・8/12㈮・17㈬・30㈫
15：00～17：00　
8/3㈬14：00～17：00

★屋上で水遊び
▶対象：幼児と保護者

7/27㈬・8/5㈮・10㈬・18㈭・
26㈮10：30～11：00・11：10～
11：40

豊玉リサイクル
センター
☎5999-3196
※ 申し込みは
7/21㈭から。

★ちょっと怖くて楽しい日本の怪談、昔話
▶対象：4歳児～小学生と保護者▶定員：6組

8/28㈰
10：00～12：00

★めだかの学校～ふ化や飼育のこと
▶対象：小学生と保護者▶定員：6組

8/28㈰
13：00～15：00

施設名 内容・対象・定員（先着順）など 日時

南田中図書館
☎5393-2411

★土曜おはなし会
▶対象：①未就学児②小学生以上▶定員：各8名　
※8/27㈯の申し込みは7/27㈬から。

7/23㈯・8/27㈯
①14：30～15：00
②15：30～16：00

★やってみよう！調べる学習2022
「早川先生と考える身近なギモン」
▶対象：小学3年～中学生▶定員：14名

7/24㈰
14：00～16：00

★南田中図書館1日ラジオ放送局
～ラジオブースでディスクジョッキー体験
▶定員：各6名

8/7㈰
11：00～12：30・13：30～15：00・
15：30～17：00

石神井図書館
☎3995-2230

夏休み調べもの応援 しらべマスター
▶対象：小学生

7/21㈭～8/31㈬
9：00～17：00

★夏休みの自由研究応援！サンシャイン水族館
の人と生き物を観察してみよう
▶対象：小学1～3年生▶定員：30名

8/6㈯
14：00～16：00

★こわいおはなし会
▶対象：小学生▶定員：30名　
※申し込みは7/21㈭から。

8/21㈰
14：00～14：45

関町図書館
☎3929-5391

調べもの応援隊▶対象：小学生～高校生 7/22㈮～8/31㈬

★おはなし会
▶対象：幼児～小学生▶定員：各8名　
※申し込みは②7/17㈰③31㈰から。

①8/3㈬②17㈬③31㈬
15：00～15：30

★夏のおたのしみ会「地球儀をつくってみよう」
▶対象：小学生以上のお子さんと保護者
▶定員：12組　※申し込みは7/21㈭から。

8/21㈰
14：00～16：00

南田中児童館
☎3995-5534

水遊び
▶対象：小学生

7/27㈬・8/19㈮
11：00～12：00

お化け屋敷 8/31㈬15：00～16：00

三原台児童館
☎3924-8796

★革のキーホルダーをつくろう
▶対象：小学生以上▶定員：各18名

7/27㈬・8/9㈫
14：00～15：00

映画会（アニメ）
▶対象：小学生以上▶定員：各40名

8/12㈮・16㈫
13：30～14：30

石神井児童館
☎3996-3800

50周年記念行事しゃっくーサマーフェスティバル 8/4㈭15：00～16：00

おもしろ工作週間▶対象：小学生 8/16㈫～19㈮14：30～16：30

石神井台児童館
☎3995-8267

児童館対抗レクリエーションゲーム大会 7/25㈪～29㈮・8/3㈬

★夏の星空観察会
▶対象：小学生と保護者▶定員：20組　
※申し込みは7/25㈪から。

8/6㈯
19：00～21：00

上石神井児童館
☎3929-0999

★タライで水遊び
▶対象：未就学児と保護者▶定員：各8組　
※申し込みは①7/26㈫②8/16㈫から。

①8/2㈫②23㈫
10：30～11：00

関町児童館
☎3920-1601

一輪車ショー 8/19㈮16：00から

夏休みのお助け工作 8/25㈭14：30から

関町リサイクル
センター
☎3594-5351
※ 申し込みは
7/21㈭から。

★ダンボールでカタカタ人形を作ろう
▶対象：小学生以上▶定員：15名

8/8㈪
10：00～12：00

★作ってあそぼう！レーシングカー
▶対象：5歳児～小学生（小学2年生以下は保護者
同伴）▶定員：各10名

8/22㈪
10：00～12：00・13：30～15：30

★親子で体験！手作り乾電池教室
▶対象：小学3年生以上のお子さんと保護者
▶定員：10組　

8/26㈮
10：00～12：00

申 込  当日会場へ　
★は事前の申し込みが必要です。
は調べものをお手伝いする催しです。

※ お住まいの地域にかかわらず参加できます。

夏休み夏休みはは
区立施設区立施設にに遊び遊びにに行こう行こう！！

石神井地区 石神井地区 （〒177の地域）（〒177の地域）練馬地区練馬地区 （〒176の地域）（〒176の地域）

施設名 内容・対象・定員（先着順）など 日時

南大泉図書館
☎5387-3600

図書館ビンゴ（カードに書かれたテーマの本を
読んでビンゴをめざす）
▶対象：幼児～小学生

7/23㈯～8/31㈬

★オリジナルの絵本をつくろう
▶対象：小学生と保護者▶定員：8組

7/24㈰
14：00～15：00

★1日図書館員体験
▶対象：小学5・6年生▶定員：各2名

8/2㈫～5㈮
10：00～12：00

南大泉分室
こどもと
本のひろば
☎3925-4151

ひろばタンテイあらわる！（クイズラリー）
▶対象：幼児～小学生 7/21㈭～8/14㈰

どくしょノートの配布▶対象：幼児～小学生 7/21㈭～8/31㈬

★こわいおはなし会
▶対象：幼児～小学生（保護者1名の参加も可）
▶定員：各5名　※申し込みは8/6㈯から。

8/20㈯
14：00～14：30・15：00～15：30

稲荷山図書館
☎3921-4641

カブトムシえさやり体験
▶対象：幼児～小学生▶定員：15名

8/1㈪～7㈰
16：30～17：00

★こわ～いおはなし会
▶対象：①幼児②小学生▶定員：各20名　
※申し込みは7/16㈯から。

8/3㈬
①14：00～14：30
②15：30～16：00

★夏のおたのしみ会（人形劇）
▶対象：幼児～小学生▶定員：各15名　
※申し込みは7/16㈯から。

8/6㈯
14：00～14：40・15：15～15：55

大泉図書館
☎3921-0991

しらべもの応援隊 7/21㈭～8/31㈬
12：00～16：00

★子供司書(図書館員体験)
▶対象：小学4～6年生▶定員：7名　
※申し込みは7/16㈯から。

8/6㈯・7㈰9：15～12：00、
14㈰9：15～12：30【3日制】

★夏のおたのしみ会(こわいおはなし会)
▶対象：①幼児～小学生②小学生▶定員：各20名　
※申し込みは7/16㈯から。

8/15㈪
①16：00～17：00
②18：00～19：00　

南大泉
地区区民館
☎3978-9791

★夏休みだよ 作ってみよう！
（かさぶくろロケット）
▶対象：小学生▶定員：各10名

8/8㈪
10：30～11：30・14：00～15：00・
15：30～16：30

東大泉児童館
☎3921-9128

★夏まつり（ゲーム屋さん）
▶対象：小学生以上

8/26㈮
14：00～14：40・14：50～15：30

西大泉児童館
☎3924-9537

★夏まつり（輪投げ）
▶対象：①未就学児②小学生以上
※申し込みは8/5㈮から。

8/27㈯
①10：00～11：30
② 13：00～14：30・
15：00～16：30

北大泉児童館
☎3921-4856

科学遊び「化石・ふしぎな石～アンモナイトの
レプリカをつくろう」
▶対象：小学生以上▶定員：各12名

8/27㈯
14：30から・15：30から

南大泉青少年館
☎3924-3500

卓球教室
▶対象：①小学生②小学生と保護者

①8/3㈬15：00～17：00
②20㈯14：30～16：30

大泉リサイクル
センター
☎3978-4030
※ 申し込みは
7/21㈭から。

★さき織りを織ろう！
▶対象：小学3年～中学生
▶定員：各8名

8/4㈭
①10：00～12：25②13：00～
15：25の間の1時間

★和とじで作る自由帳
▶対象：小学生▶定員：8名

8/9㈫
10：00～12：00

中里郷土の森
☎3922-3021

★ミヤマ仮面＆クワガタ忍者の
「おもしろ昆虫ショー」
▶定員：各40名（未就学児は保護者同伴）

8/28㈰
11：30～11：50・13：30～13：50

施設名 内容・対象・定員（先着順）など 日時

平和台図書館
☎3931-9581

★しらべるヒロバ
▶対象：小中学生

7/22㈮・8/27㈯
10：00～15：30

★科学じっけん教室「①ビーだまふりこを作ろう！
②光る三原色コップを作ろう！」
▶対象：①小学1～3年生②小学4～6年生
▶定員：各15名　※申し込みは7/20㈬から。

8/11㈷
①11：00～12：00
②14：00～15：00

春日町図書館
☎5241-1311

夏休み宿題応援隊～レファ丸▶対象：小中学生 7/21㈭～24㈰10：00～12：00
★夏のおたのしみ会（こわい話）
▶対象：小学生▶定員：20名　
※申し込みは7/17㈰から。

7/31㈰
16：00～17：00

★科学あそび「化石・ふしぎな石～アンモナイト
のレプリカづくりと木の葉化石さがし！」
▶対象：小学生▶定員：20名　
※申し込みは8/6㈯から。

8/20㈯
14：00～16：00

光が丘図書館
☎5383-6500

親子で楽しむおはなし会
「ひとりできけるこのじかん」スペシャル
▶定員：各25名（保護者の参加も可）

7/27㈬・8/7㈰
15：00～15：30

★光が丘図書館たんけんたい
▶対象：小学1・2年生▶定員：10名

8/1㈪
10：30～11：30

旭町南
地区区民館
☎3904-5191

新しい遊びにチャレンジ
「モルック＆ボッチャ体験」
▶対象：小学生以上

8/8㈪・15㈪・22㈪
15：30～16：30

旭町北
地区区民館
☎5998-0511

★折り染めうちわづくり
▶対象：小学生以上▶定員：20名

8/24㈬10：00～12：00・
25㈭14：00～16：00【2日制】

光が丘
地区区民館
☎3979-6911

★パネルシアター「ぴーかぶー」
▶定員：各50名

7/23㈯
13：30～14：10・15：00～15：40

北町第二
地区区民館
☎3931-1270

★マジックショー▶定員：50名 8/25㈭14：30～16：00

北二 ミニまつり▶対象：小学生▶定員：100名 8/29㈪14：30～16：00

平和台児童館
☎3933-0297

★おたのしみものづくり
（君ならどれを選ぶ？スペシャル）

7/27㈬・28㈭・8/4㈭・
12㈮・17㈬・23㈫・29㈪
13：15～14：45

北町はるのひ
児童館
☎3933-5100

クライミングウォールスペシャルチャレンジ！
▶対象：小学生

7/27㈬
15：00～16：30

工作クラブ「ペットボトルでお城を作ろう」
▶対象：小学生

8/12㈮
15：00～17：30

北町児童館
☎3931-5481

光る！スライム作り▶対象：小学生以上 7/26㈫14：30～16：00
プラバンを作ろう▶対象：小学生以上 8/3㈬14：30～16：00

光が丘なかよし
児童館
☎5997-7720

★木工作に挑戦！小さいいすを作ろう！
▶対象：小学3年生以上▶定員：各15名　
※申し込みは8/1㈪から。

8/9㈫
10：00～12：00・14：00～16：00

トランポリンに挑戦！▶対象：3歳児以上 8/27㈯10：00～11：30
光が丘児童館
☎3975-7137

★夏のこわ～い、こわ～いお話会
▶対象：小学生以上▶定員：10名

8/6㈯
14：00～14：45

土支田児童館
☎3925-4784

スライムをつくろう
▶対象：小学生以上▶定員：60名

8/19㈮
14：30～16：30

ダブルダッチ▶対象：小学生以上 8/30㈫15：30～16：30

春日町青少年館
☎3998-5341

バスケットボール
▶対象：小学生以上▶持ち物：上履き

8/1㈪・3㈬・5㈮・8㈪・10㈬・
15㈪・17㈬15：15～16：45

将棋 8/7～28の毎日曜9：00～11：45
★ヤングダンス講座
▶対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
▶定員：各25名

8/7㈰18：00～20：00・
23㈫19：00～21：00

春日町リサイクル
センター
☎3926-2501

割りばし鉄砲作り・空きビンにデコレーション・
コップ入れ作り
▶対象：5歳児～小学生（未就学児は保護者同伴）

7/30㈯
10：00～12：30

大泉地区 大泉地区 （〒178の地域）（〒178の地域） 光が丘地区 光が丘地区 （〒179の地域）（〒179の地域）

他にもあるよ！夏休みイベント

　福祉用具体験や高齢者の体の疑似体験
などを通じて介護の知識を学びます。▶対象：
小学生　※保護者の参加も可。▶日時：8
月8日㈪午前9時45分～11時30分▶場所：
ココネリ3階▶定員：20
名（先着順）▶申込：7月
29日㈮までに電話で練
馬福祉人材育成・研修
センター☎6758-0145

夏休みの自由研究に！
しらべる・ふれる介護体験会

　和紙を使って花の絵を作ります。▶対象：小学
生と保護者▶日時：8月9日㈫午前10時～正午▶場
所：厚生文化会館▶講師：ちぎり絵作家／戸池真矢
▶定員：6組（抽選）▶材料費：1作品1,100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
参加者全員の氏名（ふりがな）④お子さんの学年⑤
電話番号を、7月25日（必着）までに〒176-8501
区役所内文化・生涯学習課管理係☎5984-1285
Eメール bunkashougai@city.nerima.tokyo.jp

地域ふれあい講座
親子ちぎり絵教室

  令和4年（2022年）7月11日令和4年（2022年）7月11日  4 5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、 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。


