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Shikinokaori koen

四季の香公園

光が丘6-2-1　☎3994-8141

　園内には、四季折々の植物が植えられて
います。「ローズガーデン」が人気スポット
です。　➡P197

　光が丘団地を南北に抜ける公園です。
桜の木も多く、花見スポットとして親しまれ
ています。

Harunokaze koen

春の風公園

　南北に長い並木道が特徴。子ども用の
アスレチック遊具やジャブジャブ池、テニス
コートなど遊び場も満載です。

Natsunokumo koen

夏の雲公園

カワセミ、アオサギなど年間約70種類の野鳥を観察できるバードサンクチュアリ

　季節によって観察できる野鳥の数が違い、真冬が
一番集まる時期です。通は、自分が見たい野鳥の好
む場所を知っているのだとか。ブログにイベントや野
鳥の情報も掲載しています。入場は無料。常駐する
スタッフに観察のコツを聞くこともできます。

光が丘公園

整備された身近な自然は
区民の憩いの場

Hikarigaoka koen

　広さ約60ヘクタールの区内最大の公園です。
春は桜、秋には園全体が赤く色づき、紅葉狩りが
楽しめます。特に樹齢100年を超す約40本のイ
チョウ並木と広大な芝生広場が有名です。
　周りの住宅地とつながる道が各所にあり、散歩、
放課後の憩いの場・勉強場所、木かげで昼寝タイ
ムなど、住民の日常を潤す存在となっています。
　夏の風物詩「けやき広場」の噴水と水流は子ど
もの水遊びの場として利用されています。

光が丘4-1-1（光が丘公園サービスセンター）
☎3977-7638

光が丘の区立4公園

春の風、夏の雲、四季の香。
そして田んぼのある秋の陽公園

Hikarigaoka no kuritsu 4koen

Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

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。￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

毎週土・日・祝休日の午前9時～午後4時30分
※年10回程度、平日にも開園

貴重な稲作体験の場

　秋の陽公園の田んぼでは、毎
年、近隣の小学校と一緒に「田植
え」や「稲刈り」「田起こし」を行っ
ています。刈り取った稲は、脱穀後
に参加した学校へ配られ、年末の
もちつきに使う学校もあります。

　所蔵数約38万点の区内最大の図書
館です。みどり豊かな公園の中にあ
り、明るく開放的な雰囲気です。

Hikarigaoka toshokan

光が丘図書館

　田んぼのある公園です。春の田植え、夏の青田、
秋には黄金色の稲穂の波に稲刈り、早春のレンゲ
の花など、四季折々の田園風景が楽しめます。ま
た、田んぼのほかにため池、田柄用水をイメージし
たせせらぎ、長屋門をイメージした門などがあり、
かつての田園風景が再現されています。

Akinohi koen

秋の陽公園

光が丘4-1-5   ☎5383-6500
平日：午前９時～午後8時
土・日・祝休日：午前９時～午後7時

　光が丘3-4-1
☎3994-8141（全般）
☎5997-7630（テニスコート）

光が丘7-4-1　☎3994-8141

光が丘2-5-2   ☎3994-8141

ひろーい敷地は
四季の変化も
楽しめます。

毎年もち米
を植えつけ

ており、

例年約120
キロの収穫

があります

H i k a r i g a oka koen

きままに ねりま
散歩

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

　温水プールやトレーニング室、ランニ
ングコースなどを設置している体育館
です。健康体力相談もできます。 

Hikarigaoka taiikukan

光が丘体育館

光が丘4-1-4　☎5383-6611
午前９時～午後9時30分

H i k a r i g a oka koen
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Shikinokaori koen

四季の香公園

光が丘6-2-1　☎3994-8141

　園内には、四季折々の植物が植えられて
います。「ローズガーデン」が人気スポット
です。　➡P197

　光が丘団地を南北に抜ける公園です。
桜の木も多く、花見スポットとして親しまれ
ています。

Harunokaze koen

春の風公園

　南北に長い並木道が特徴。子ども用の
アスレチック遊具やジャブジャブ池、テニス
コートなど遊び場も満載です。

Natsunokumo koen

夏の雲公園

カワセミ、アオサギなど年間約70種類の野鳥を観察できるバードサンクチュアリ

　季節によって観察できる野鳥の数が違い、真冬が
一番集まる時期です。通は、自分が見たい野鳥の好
む場所を知っているのだとか。ブログにイベントや野
鳥の情報も掲載しています。入場は無料。常駐する
スタッフに観察のコツを聞くこともできます。

光が丘公園

整備された身近な自然は
区民の憩いの場

Hikarigaoka koen

　広さ約60ヘクタールの区内最大の公園です。
春は桜、秋には園全体が赤く色づき、紅葉狩りが
楽しめます。特に樹齢100年を超す約40本のイ
チョウ並木と広大な芝生広場が有名です。
　周りの住宅地とつながる道が各所にあり、散歩、
放課後の憩いの場・勉強場所、木かげで昼寝タイ
ムなど、住民の日常を潤す存在となっています。
　夏の風物詩「けやき広場」の噴水と水流は子ど
もの水遊びの場として利用されています。

光が丘4-1-1（光が丘公園サービスセンター）
☎3977-7638

光が丘の区立4公園

春の風、夏の雲、四季の香。
そして田んぼのある秋の陽公園

Hikarigaoka no kuritsu 4koen

Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

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。￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

毎週土・日・祝休日の午前9時～午後4時30分
※年10回程度、平日にも開園

貴重な稲作体験の場

　秋の陽公園の田んぼでは、毎
年、近隣の小学校と一緒に「田植
え」や「稲刈り」「田起こし」を行っ
ています。刈り取った稲は、脱穀後
に参加した学校へ配られ、年末の
もちつきに使う学校もあります。

　所蔵数約38万点の区内最大の図書
館です。みどり豊かな公園の中にあ
り、明るく開放的な雰囲気です。

Hikarigaoka toshokan

光が丘図書館

　田んぼのある公園です。春の田植え、夏の青田、
秋には黄金色の稲穂の波に稲刈り、早春のレンゲ
の花など、四季折々の田園風景が楽しめます。ま
た、田んぼのほかにため池、田柄用水をイメージし
たせせらぎ、長屋門をイメージした門などがあり、
かつての田園風景が再現されています。

Akinohi koen

秋の陽公園

光が丘4-1-5   ☎5383-6500
平日：午前９時～午後8時
土・日・祝休日：午前９時～午後7時

　光が丘3-4-1
☎3994-8141（全般）
☎5997-7630（テニスコート）

光が丘7-4-1　☎3994-8141

光が丘2-5-2   ☎3994-8141

ひろーい敷地は
四季の変化も
楽しめます。

毎年もち米
を植えつけ

ており、

例年約120
キロの収穫

があります

H i k a r i g a oka koen

きままに ねりま
散歩

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

　温水プールやトレーニング室、ランニ
ングコースなどを設置している体育館
です。健康体力相談もできます。 

Hikarigaoka taiikukan

光が丘体育館

光が丘4-1-4　☎5383-6611
午前９時～午後9時30分

H i k a r i g a oka koen

練馬区わたしの便利帳198
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Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

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。￥ 

HikarigaokaHikarigaoka

　農地や屋敷林、樹林地などがまと
まって農の景観を形成している地区
を東京都が指定し、地域の方々とと
もに農の風景の保全と育成に努めて
います。区内では、高松１・２・３丁目
の一部と、南大泉３・４丁目が「農の
風景育成地区」に指定されており、
緑地や憩いの森、農業体験農園、練
馬果樹あるファームなど、潤いのあ
る農の風景を形成しています。

光が丘美術館

自然に囲まれた空間で
芸術を楽しみ、そばを味わう

Hikarigaoka bijutsukan 

　オーストリアのピアノメーカー・ベーゼンドルファー社の
「1000年祭グランドピアノ」を日本で唯一保有している美術
館。日本画や屏風絵とコラボしたピアノコンサートが人気です。
そば処「桔梗家」も併設。

田柄5-27-25   ☎3577-7041

“農の活きるまち練馬”〈農の風景育成地区〉Column

城北
中央公園

先人の叡智に
思いを馳せる
史跡公園

Johoku chuo koen

　野球場、陸上競技場、テニスコートがある城北地区最大の
運動公園。イチョウや桜、ケヤキなど、緑豊かで多くの方が
森林浴や散策に利用しています。奈良・平安時代当時の住
居を復元した登録文化財遺跡「栗原遺跡」（通常時は遺跡
保護のため入れません）もあります。

　「秋の陽公園」から「城北
中央公園」まで全長５キロ
メートルほど続く“グリーン
ベルト”。コナラ、クヌギなど
の木々が植えられている遊
歩道にはトイレや水道、ベン
チも設けられていて、ジョギ
ングや散歩、ちょっとした憩
いに利用されています。

氷川台1-3-1（城北中央公園サービスセンター）　☎3931-3650

田柄川緑道

ウォーキングで季節の
移り変わりを愉しむ

Tagaragawa ryokudo

錦1丁目、北町5丁目ほか
☎3994-8141

今日も泥だらけに

なっちゃった。

でも、サイコー!!

こどもの森

思い思いの“遊び方”で
遊びつくそう！

Kodomo no mori

　「自然×冒険×交流」がコンセプトの冒険遊
び専用の公園。木登り、泥遊び、虫捕りなど、
みどり豊かな練馬区の自然を生かした遊びは
まさに冒険！子どもたちを見守ってくれるプ
レーリーダーもいるので、安心して遊べます。

羽沢2-32-7   ☎5999-6200
３月～９月：午前9時～午後5時
10月～２月：午前9時～午後4時30分

南大泉3・4丁目高松1・2・3丁目の一部

四季の香ローズガーデン

香り彩る まちの庭

Shikinokaori rose garden

　香りを楽しむ「香りのローズガーデン」、バラの色を楽しむ「色彩のローズガーデ
ン」、五感で楽しむ「香りのハーブガーデン」の３つのガーデンを擁する庭園です。シン
ボルローズ“四季の香”をはじめとするバラ約320品種460株のほか、ハーブなどさ
まざまな植物が皆様をお出迎えします。春と秋のバラの見ごろには、ガーデンコンサー
トやみどりに関する講座など魅力的なイベントを開催しています。

光が丘5-2-6　☎6904-2061　　午前9時～午後5時 シンボルローズ“四季の香”

香りのハーブガーデン色彩のローズガーデン香りのローズガーデン
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Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

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。￥ 

　農地や屋敷林、樹林地などがまと
まって農の景観を形成している地区
を東京都が指定し、地域の方々とと
もに農の風景の保全と育成に努めて
います。区内では、高松１・２・３丁目
の一部と、南大泉３・４丁目が「農の
風景育成地区」に指定されており、
緑地や憩いの森、農業体験農園、練
馬果樹あるファームなど、潤いのあ
る農の風景を形成しています。

光が丘美術館

自然に囲まれた空間で
芸術を楽しみ、そばを味わう

Hikarigaoka bijutsukan 

　オーストリアのピアノメーカー・ベーゼンドルファー社の
「1000年祭グランドピアノ」を日本で唯一保有している美術
館。日本画や屏風絵とコラボしたピアノコンサートが人気です。
そば処「桔梗家」も併設。

田柄5-27-25   ☎3577-7041

“農の活きるまち練馬”〈農の風景育成地区〉Column

城北
中央公園

先人の叡智に
思いを馳せる
史跡公園

Johoku chuo koen

　野球場、陸上競技場、テニスコートがある城北地区最大の
運動公園。イチョウや桜、ケヤキなど、緑豊かで多くの方が
森林浴や散策に利用しています。奈良・平安時代当時の住
居を復元した登録文化財遺跡「栗原遺跡」（通常時は遺跡
保護のため入れません）もあります。

　「秋の陽公園」から「城北
中央公園」まで全長５キロ
メートルほど続く“グリーン
ベルト”。コナラ、クヌギなど
の木々が植えられている遊
歩道にはトイレや水道、ベン
チも設けられていて、ジョギ
ングや散歩、ちょっとした憩
いに利用されています。

氷川台1-3-1（城北中央公園サービスセンター）　☎3931-3650

田柄川緑道

ウォーキングで季節の
移り変わりを愉しむ

Tagaragawa ryokudo

錦1丁目、北町5丁目ほか
☎3994-8141

今日も泥だらけに

なっちゃった。

でも、サイコー!!

こどもの森

思い思いの“遊び方”で
遊びつくそう！

Kodomo no mori

　「自然×冒険×交流」がコンセプトの冒険遊
び専用の公園。木登り、泥遊び、虫捕りなど、
みどり豊かな練馬区の自然を生かした遊びは
まさに冒険！子どもたちを見守ってくれるプ
レーリーダーもいるので、安心して遊べます。

羽沢2-32-7   ☎5999-6200
３月～９月：午前9時～午後5時
10月～２月：午前9時～午後4時30分

南大泉3・4丁目高松1・2・3丁目の一部

四季の香ローズガーデン

香り彩る まちの庭

Shikinokaori rose garden

　香りを楽しむ「香りのローズガーデン」、バラの色を楽しむ「色彩のローズガーデ
ン」、五感で楽しむ「香りのハーブガーデン」の３つのガーデンを擁する庭園です。シン
ボルローズ“四季の香”をはじめとするバラ約320品種460株のほか、ハーブなどさ
まざまな植物が皆様をお出迎えします。春と秋のバラの見ごろには、ガーデンコンサー
トやみどりに関する講座など魅力的なイベントを開催しています。

光が丘5-2-6　☎6904-2061　　午前9時～午後5時 シンボルローズ“四季の香”

香りのハーブガーデン色彩のローズガーデン香りのローズガーデン
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