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Nakamurabashi

練馬・江古田・中村橋エリア

美術の森緑地

子どもたちの感性を
刺激する“遊べる”
アートスポットへ行こう

Bijutsu no mori ryokuchi 

美術の森に、
不思議な動物たちが住みついた。
“幻想美術動物園”
　一部の彫刻は、触っても座ってもい
い「遊べるアート」。作品のまわりには
ゴムチップ、天然芝が敷き詰められて
いて、安全性にも配慮されています。

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 
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お花見ポイント

MAP

向山庭園

住宅街に佇むみどりいっぱいの日本庭園

Koyama teien

豊島園駅から徒歩3分の場所にある和
風の区立施設です。３つの和室に多目的
室、池の畔に茶室があります。区民の
「和」の文化活動の拠点として交流とさま
ざまな活動の支援を行っています。

夜景がロマンチック

手入れの行き届い
た庭園は、季節ごと
に美しい花々が咲き
誇る。桜と紅葉の時
期はライトアップも。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

きままに ねりま
散歩

練馬区立美術館は中村橋駅から徒
歩３分。日本の近現代美術を中心に、
斬新な視点でさまざまな展覧会を開
催しています。その隣にはみどりの広
場「美術の森緑地」があり、32体の動
物などの彫刻がお出迎え。区のアート
＆グリーンスポットとして、美術館と一
緒にお楽しみください。

貫井1-36-16　☎3577-1821
午前10時～午後6時 ￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

向山3-1-21　☎3926-7810
午前9時～午後9時30分　※庭園散策は午後5時まで　

　23区内で最も公園の数が多い練馬区。区内には魅
力あふれる公園がたくさんあります。
　「豊玉中いっちょうめ公園」は、地域の方と日本大
学芸術学部との協働により全面改修を進め、令和2
年にリニューアルした公園です。園内には、デザイン遊
具やねり丸遊具などが設置されています。リニューア
ルと同時に地域の方による清掃などの自主管理もス
タートしました。

Column

豊玉中1-23-4

公園数23区ナンバー1！
さらに充実、ねりまの公園
公園数23区ナンバー1！
さらに充実、ねりまの公園
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

NakamurabashiNakamurabashiNakamurabashiNakamurabashiNakamurabashi

平成つつじ公園

赤、ピンク、白に染まる
春の光景は圧巻です！
Heisei Tsutsuji koen

練馬駅から徒歩1分。およそ600種、
10,000株のツツジが植えられている公
園です。３月下旬から５月下旬にかけて花
が咲き、特に久留米ツツジの品種が多く、
４月中旬に見頃を迎えます。

練馬1-17-6　☎3994-8141

　コンサートや演劇などの公演が
行われる練馬の文化発信拠点で
す。講演会や研修などにも利用
できます。

Nerima bunka center

練馬文化センター

練馬1-17-37　☎3993-3311

練馬総合運動場公園

豊かなみどりに囲まれた
公認陸上競技場
Nerima sougo undoujo koen

　平成31年4月に練馬区初の公認陸上競技場を
備えた公園として開園。全天候舗装の400mト
ラックや人工芝グラウンド（63m×105m）のほ
か、多目的広場や会議室などもあります。

練馬2-29-10　☎3994-3086
午前6時～午後7時

　ココネリの3階にあり、区内の観光
スポットやイベント情報など区の魅力
を案内しています。観光情報冊子の
閲覧もできます。区内名産品やねり
丸グッズも販売中。

　豊島園駅から徒歩５分の場所にある練馬白
山神社。そこには樹齢約900年とされる1株の
大ケヤキがあります。全国有数の大きさで、国
の天然記念物に指定されています。

Nerima hakusanjinja no okeyaki 

練馬白山神社の大ケヤキ

練馬4-1-2

　江古田駅北口から徒歩１分
の浅間神社境内にあり、塚の
一部が富士山の溶岩で覆われ
た都内最大級の富士塚です。
国の重要有形民俗文化財に
指定されています。

Ekoda no fujizuka

江古田の富士塚

小竹町1-59-2

　練馬駅北口から徒歩1分の大型複合施
設です。ショッピングが楽しめる商業施
設や、区民協働交流センター、医療施設
などが入っています。

Coconeri

ココネリ

練馬1-17-1　☎3991-8101　 午前9時～午後9時
喫茶・軽食コーナー（区民協働交流センター内）

午前10時30分～午後6時30分（提供時間に変動あり）

　区役所本庁舎20階展望ロビーは、地上80メートルの高
さから富士山や東京スカイツリーなどの眺望が楽しめる区内
最高のビューポイントです。
　練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」が展望ロビーのコ
ンシェルジュ（案内役）となり、各種案内板に登場して景色を
ご案内するほか、一緒に記念撮影ができるスポットも設置さ
れています。

Nerima kuyakusho tenbo roby

練馬区役所展望ロビー

豊玉北6-12-1　 午前9時～午後9時30分

CoconeriNerima kanko annaijo

ねりま観光案内所

※令和4年10月15日から令和6
年春頃まで改修工事のため利
用を休止します。
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 
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10,000株のツツジが植えられている公
園です。３月下旬から５月下旬にかけて花
が咲き、特に久留米ツツジの品種が多く、
４月中旬に見頃を迎えます。
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練馬総合運動場公園

豊かなみどりに囲まれた
公認陸上競技場
Nerima sougo undoujo koen

　平成31年4月に練馬区初の公認陸上競技場を
備えた公園として開園。全天候舗装の400mト
ラックや人工芝グラウンド（63m×105m）のほ
か、多目的広場や会議室などもあります。

練馬2-29-10　☎3994-3086
午前6時～午後7時

　ココネリの3階にあり、区内の観光
スポットやイベント情報など区の魅力
を案内しています。観光情報冊子の
閲覧もできます。区内名産品やねり
丸グッズも販売中。

　豊島園駅から徒歩５分の場所にある練馬白
山神社。そこには樹齢約900年とされる1株の
大ケヤキがあります。全国有数の大きさで、国
の天然記念物に指定されています。

Nerima hakusanjinja no okeyaki 

練馬白山神社の大ケヤキ

練馬4-1-2

　江古田駅北口から徒歩１分
の浅間神社境内にあり、塚の
一部が富士山の溶岩で覆われ
た都内最大級の富士塚です。
国の重要有形民俗文化財に
指定されています。

Ekoda no fujizuka

江古田の富士塚

小竹町1-59-2

　練馬駅北口から徒歩1分の大型複合施
設です。ショッピングが楽しめる商業施
設や、区民協働交流センター、医療施設
などが入っています。

Coconeri

ココネリ

練馬1-17-1　☎3991-8101　 午前9時～午後9時
喫茶・軽食コーナー（区民協働交流センター内）

午前10時30分～午後6時30分（提供時間に変動あり）

　区役所本庁舎20階展望ロビーは、地上80メートルの高
さから富士山や東京スカイツリーなどの眺望が楽しめる区内
最高のビューポイントです。
　練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」が展望ロビーのコ
ンシェルジュ（案内役）となり、各種案内板に登場して景色を
ご案内するほか、一緒に記念撮影ができるスポットも設置さ
れています。

Nerima kuyakusho tenbo roby

練馬区役所展望ロビー

豊玉北6-12-1　 午前9時～午後9時30分

CoconeriNerima kanko annaijo

ねりま観光案内所

※令和4年10月15日から令和6
年春頃まで改修工事のため利
用を休止します。
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