
月 祝10.92017

少雨決行
※天候により内容に変更が生じることがあります。

10:00～ 16:00

【会場】目白台運動公園　園内

【お問合せ先】
目白台運動公園パークセンター
(指定管理者：目白台運動公園・西武パートナーズ )
〒112-0015
東京都文京区目白台 1-20-2
TEL：03-3941-6153　FAX：03-3941-6159　
MAIL：info-mejirodai@seibu-la.co.jp

ベーゴマ
教室

回
せ

た
ら友達と対決

だ
！

みんなで遊ぼう！

原っぱ図書館

芝生の上で自由に読める絵本を
たくさんご用意。
読書にぴったりな公園で絵本と
親しみましょう。

風
の

気
持ち
いい公園でお話の世界に

浸
ろ
う

なかなか体験する機会の少ないハンモックを、
公園の樹木や木陰を利用して体験できます。

ゆらゆら
ハンモック

　

つ
いつ
い居眠りしたくなっちゃう

のんびりくつろごう

毎年恒例。目白台図書館の
方々による絵本の読み聞かせ会を
行います。

原っぱお話会　開催します。

竹とんぼ
教室

自
分

で作るところか

ら

ブラインドサッカー
体験教室

「音」と
「声」で創り出す白熱のスポー

ツ

ストラックアウト
キックターゲット

今

年
もや
るよ！

高得点を目指そう！

卓上でできる
カーリングのような
ニュースポーツです。
子どもはもちろん、
大人もお年寄りも
車いすの方も楽しめる
スポーツです。

毎年人気のストラックアウトと
キックターゲット。
合計得点が高い方には景品も
用意しています。
(数には限りがあります )
何点取れるかな？ぜひ腕試しに
ご参加ください。

※申込や詳細については
　見開きページをご覧くだ
　さい☞

ママと一緒に！
サッカー教室

初心者

テニス教室
かけっこ
すくーる

青空

ヨガ

ポール
ウォーキング

教室

大人気！
スポーツ教室

今
年

も
やり
ます！ 事前申込が必要です！

体育の日。
目白台運動公園では、

今年も「目白台運動公園

フェスタ」を開催いたし
ます。スポーツでいきいき。
芝生でのんびり。公園の

を用意してお待ちしております。
施設を活かした様々な催し物

子どもから大人まで、
たくさんの

人々が集う
大切な公園。
その魅力を
さらに
広く発信し
ていきます！

家族で挑戦！

勝った嬉しさ、負けた悔しさ
上手く回せた達成感。たくさんのこと
を学べるベーゴマ。日本各地で活躍中の
講師の皆さんが糸の巻き方から丁寧に
教えてくれますよ！

参加費：500円 ( ベーゴマの買い取り代金です。)

※＋500円でデコレーションして自分だけの
　オリジナルベーゴマを作ることもできるよ！

★ベーゴマ普及協会

★どこ竹彩の国

自分で作って飛ばしちゃおう！

毎年大人気の講座が今年も開催。
講師の方々が手取り足取り、よく飛ぶ
竹トンボ作りを教えてくれます。自分だけの
竹とんぼができたら広場で遊ぼう。
飛ばし方レクチャーもしてくれますよ。
「竹とんぼ飛ばし大会」も開催予定です。先着

70名 先着
100名
程度

カーレット

文

京
区発のニュースポーツ！

★カーレットジャパン協会

★free bird mejirodai

事前申込が必要です！

※申込や詳細については見開きページを
　ご覧ください☞

絵本の交換会　開催します。

ご家庭で読まなくなった絵本を
誰かの絵本と交換しましょう。
詳細は見開きページをご覧ください☞

テニスコートとフットサルコートが
終日無料開放となります。

詳細は見開きページを
ご覧ください☞

開店します。パークカフェ

美味しいもので

ホ
ッ
と

一
息

クレープにソフトアイス、
焼きそばやから揚げ、フランクなど、
ついつい手が出る嬉しいメニューを
販売します。

キッチンカーにはみんなの大好きなメニューがたくさん

文京総合福祉センターからは

焼き立てパンやクッキー、コーヒー

など、公園での休憩にぴったりの

メニューをご用意します。

リアン文京

スポーツ施設無料開放

めじもくん

ブラインドサッカーをご存知ですか？
アイマスクを着用し、鈴の入ったボールを
使い、声と音を頼りにボールを操る視覚障がい
者のために開発されたサッカーです。
目の見えない状態で、どんなプレイが
できるのか？いったいどんな感じなん
だろう？みんなで一緒に体験してみませんか？

さぁ、
家族みん
なで 1日
まるごと
公園を
満喫しま
せんか？
皆様のお越

しをお待ちして
おります。

ⓒJBFA

様々なスポーツと出会おう！



〈10/9　目白台運動公園フェスタ　事前申込み講座〉
※標記の①から⑥の講座は、事前申込み制です。お電話か、公園の窓口にてお申し込みください。
※お申し込みは先着順です。10/9 以前に、お早目にお申し込みください。

目白台運動公園の大人気講座かけっこすくーるが開催されます。君の脚もきっと速くなる！全ての
スポーツの基礎となる正しい走り方を学び、広場で思いっきり走りましょう。

持ち物：運動ができる服装と靴・飲み物・帽子
講師：石原塾

対象：小学 1 ～ 3 年生
場所：目白台運動公園　多目的広場
定員：30 名

⑤かけっこすくーる　15:00 ～ 16:00

専用ポールを使用してウォーキングを行うことで、歩幅が広がり、通常のウォーキングよりも高い
運動効果が得られる新しいウォーキングスタイルを体験します。今回は目白台運動公園から、
坂を下った肥後細川庭園までのルートを実際にウォーキング。肥後細川庭園では庭園を見たりちょっと
一服お茶や和菓子をいただける特典も！どうぞお気軽にご参加ください。

対象：小学生以上
場所：目白台運動公園＆肥後細川庭園
定員：各回 20 人
　　　( ジュニアポール使用の方は各回 3 名まで
　　　  です。)

持ち物：運動ができる服装と靴・飲み物・帽子
　　　　(※ポールはご用意いたします。)
講師：日本ポールウォーキング協会

④ポールウォーキング教室　10:00 ～ 11:30/14:00 ～ 15:30

スポーツは苦手だし…パパお願い！でもたまには子どもと身体を動かして思いきり遊んでみませんか？
ボールを使って親子でコミュニケーションを楽しみましょう。

持ち物：運動ができる服装と靴・飲み物等
　　　　(※ボールはご用意いたします。)
講師：池田光忠 ( 元プロサッカー選手 )

対象：3 ～ 6 歳の幼児とお母さん ( 原則 )
場所：目白台運動公園　フットサルコート
定員：20 組

②ママと一緒に！サッカー教室　10:00 ～ 12:00

ふかふかの芝生の上でヨガを体験してみませんか？初心者の方も安心の内容です。
自然に包まれながら、身体も心もリフレッシュしましょう！

持ち物：運動ができる服装・飲み物等
　　　　(※マットはご用意いたします。)
講師：星合亜紀子

対象 :  20 歳以上
場所：目白台運動公園　芝生広場
定員：15 名

①青空ヨガ　10:30 ～ 11:30

グリップの握り方から、ラケットワークなど初めての方向けに優しく丁寧にご指導いたします。
この機会にテニス、始めてみませんか？
※ラケットレンタルは有料 500 円となります。お申し込み時にお申し付けください。

対象：小学生以上　大人も歓迎！
場所：目白台運動公園　テニスコート
定員：各回 15 名

持ち物：運動ができる服装と靴・ラケット・飲み物等
講師：エフ・テニススクール

③初心者テニス教室　10:15 ～ 11:45/12:45 ～ 14:15/14:20 ～ 15:50
　　　　　　　　　(※1 人 1 レッスンまでとさせていただきます。)

当日はイベント開始前に目白台運動公園パークセンターの受付カウンターにお越しください。

イベントタイムスケジュール

⑥ブラインドサッカー体験教室
12:00 ～ 12:40/13:00 ～ 13:40

芝生広場

多目的広場
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12:00
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テニスコート

フットサルコート

多目的室 2

園路 / その他

原っぱ図書館

原っぱ お話会

ゆらゆらハンモック

竹とんぼ教室

ベーゴマ教室

青空ヨガ

グラウンドゴルフ4区交流試合 多目的広場一般開放

ストラックアウト /キックターゲット

かけっこすく－る
ブラインド
サッカー
体験教室

テニスコート無料開放 (西 1・西 2・西 3)

※テニスコートの無料開放は朝 8時から行っております。

初心者テニス教室 初心者テニス教室 初心者テニス教室

ママと一緒に！サッカー教室 フットサルコート無料開放（東 2）

フットサルコート無料開放（東 3）

カーレット

パークカフェ

ポールウォーキング教室 ポールウォーキング教室

10:00

ブラインド
サッカー
体験教室

とりかえっこ絵本

※フットサルコート (東 3) の無料開放は朝 8時から行っております。

対象：小学 3 年生以上
場所：目白台運動公園多目的広場
定員：各回 20 名
持ち物：運動のできる服装と靴・飲み物等
講師：free bird mejirodai

視覚障がい者のために開発された「ブラインドサッ
カー」。ルールはフットサルを基につくられており、
選手はアイマスクを着用して、声や音を頼りにプレ
イします。
今回は参加者もアイマスクを着用し、目が見えない
状態で走ったり、ボールワークにチャレンジします。
ブラインドサッカー体験を通じて、視覚に頼れない
世界を知り、声掛けやチームワークの大切さを感じ
てみませんか？

当日参加型無料イベント

事前申込イベント
当日参加型有料イベント

グラウンドゴルフの交流試合は
事前に出場者が決定しております。
当日参加はできませんのでご注意
ください。

〈スポーツ施設の無料開放について〉
テニスコート (西 1・西 2・西 3) とフットサルコートの無料開放は、以下の方が対象です。

・テニスコート…プレイヤーが文京区内に在住・在学・在勤の
              　いずれかであることが証明できる方。
・フットサルコート…プレイヤーが都内に在住・在学・在勤の
              　　　いずれかであることが証明できる方。

※テニスコートをご利用の方は直接テニスコート入口へ、

　フットサルコートをご利用の方はパークセンター受付へ、

　それぞれ身分証お持ちの上お越しください。

※道具はご自身でご用意ください。

※譲り合ってのご利用をお願いいたします。

ご家庭で読まなくなった本を他の誰かの絵本と交換しませんか？
思い出の絵本、捨てるのはもったいないから、違う誰かに楽しんで
欲しい。そんな気持ちが集まる機会をご用意します。

１・原っぱ図書館 (園内の芝生広場 ) にある受付に交換したい絵本を

　　お持ちください。

2・交換に出していただいた冊数、交換したい絵本をお選びください。

※交換したい絵本が見つからない場合はご了承ください。
　絵本の引き取りだけでもお受付いたします。

・ハードカバーの一般的な絵本

交換できる絵本

交換できない絵本

・月刊絵本等のソフトカバーの絵本

・幼児向けのボードカード (分厚いボール紙 ) の絵本

・落丁や落書きがある絵本

・持ち主の名前や個人情報が書いてある絵本

・ぬりえ絵本・付録の絵本・テレビアニメや映画などの

・キャラクター絵本・百円均一の絵本

・ドリルやシールブック、DVD付きの動画絵本等

とりかえっこ絵本

交換できない絵本

があります。
ご注意ください。

参加無料！※テニスラケットの　　　レンタルは有料です。


