
令和３年度　ねりま遊遊スクール実施内容一覧

番号 団 体 名 内 容 日 付 会 場

1 東大泉かるた同好会 五色かるたで遊ぼう 4月11日(日) 東大泉地域集会所

2 ぺこぺこあおむしの会
親子で英語体験
～お歌やお話であそぼう！～

5月14日(金) 西大泉地区区民館

3 どきどきなかま みんなで大きな絵を描こう 5月16日(日) 豊玉錦公園

4 オレンジスイート こどものためのアロマテラピー 5月23日(日) 男女共同参画センターえーる

5 キラキラプロジェクト 親子でリトミック① 5月25日(火) 早宮地域集会所

6 キラキラプロジェクト 親子でリトミック② 5月25日(火) 早宮地域集会所

7 ぺこぺこあおむしの会
英語で劇ごっこ！
物語の世界で遊ぼう！

6月5日(土) 西大泉地区区民館

8 どきどきなかま 仲良く親子ピラティス 6月6日(日) 練馬区役所

9 東大泉かるた同好会 光琳かるたで遊ぼう 6月13日(日) 東大泉地域集会所

10 日本ベビーダンス協会
集まれ！0歳児ママパパ！抱っこで
ハッピーベビーダンス♪小児科医に
よるミニ講座つき

6月13日(日) ココネリホール

11 Kidsbox　親子Englishサークル 親子　de　English 6月17日(木) 光が丘地区区民館

12 練馬区ペガーボール協会 やってみよう！ペガーボール 6月26日(土) 光が丘区民センター

13 リトミックサークルチャチャチャ
ハイハイからの親子であそぼう！
リトミック＆アート

7月4日(日) 立野地区区民館

14 新日本婦人の会　子育てアイアイ ジャグリング＆腹話術を楽しもう！ 7月11日(日) 男女共同参画センターえーる

15 練馬ベリーダンス部 初めてのベリーダンスを楽しもう 7月18日(日) 東大泉中央地域集会所

16 オレンジスイート こどものためのアロマテラピー 7月18日(日) 男女共同参画センターえーる

17 NPO法人　スポーツクラブホワイエ
上石神井

「夏休み工作教室・お絵かき灯ろう
創り・灯ろう流し」①

7月24日(土)
上石神井体育館
千川上水

18 NPO法人　スポーツクラブホワイエ
上石神井

「夏休み工作教室・お絵かき灯ろう
創り・灯ろう流し」②

7月24日(土)
上石神井体育館
千川上水

19 子育ちプレイス　ふわり 英語で親子体操！ 7月27日(火) 光が丘区民センター

20 ぼくらの美術研究所
夏休み水彩画教室
「自画像を描こう」

8月8日(日) 中村橋福祉ケアセンター



番号 団 体 名 内 容 日 付 会 場

21 ぺこぺこあおむしの会
親子で英語体験
～お歌やお話であそぼう！～

9月3日(金) 西大泉地区区民館

22 川と水辺を楽しむプロジェクト 川をみる　魚とり 9月12日(日)
南田中橋傾斜護岸（石神井
川）

23 キラキラプロジェクト 親子でリトミック① 9月14日(火) 早宮地域集会所

24 キラキラプロジェクト 親子でリトミック② 9月14日(火) 早宮地域集会所

25 Kidsbox　親子Englishサークル 親子　de　English 9月17日(金) 光が丘地区区民館

26 バレエR はじめてのバレエを楽しもう！ 9月19日(日) 春日町青少年館

27 川と水辺を楽しむプロジェクト 川のジャブジャブ歩き　流れる 9月19日(日)
南田中橋傾斜護岸（石神井
川）

28 ぶんかサイエンスカフェ ミニ風力発電機を作ろう！ 9月20日(月) ココネリ

29 日本ベビーダンス協会
集まれ！0歳児ママパパ！抱っこで
ハッピーベビーダンス♪

9月20日(月) ココネリホール

30 子育ちプレイス　ふわり
親子で参加！ドライフルーツクッ
キーをつくろう！

9月21日(火) 光が丘区民センター

31 colors 親子で楽しむザリガニ釣り 9月23日(木)
石神井公園
三宝寺池

32 川と水辺を楽しむプロジェクト 観察会　川に棲む小さな怪物 10月10日(日) 茜歩道橋下（石神井川）

33 NPO法人　子どもの夢と思い出作
り舎

空気砲を作ろう!! 10月10日(日) サンライフ練馬

34 石神井公園再生フォーラム ターザンロープで遊ぶ 12月12日(日) みどり広場

35 わいわい・ワーカーズ・立野
グルーガンでくもの巣のランプ
シェードを作ろう

10月24日(日) 立野地区区民館

36 東大泉かるた同好会 五色かるたで遊ぼう 10月24日(日) 勤労福祉会館

37 グイポンビュン陸上クラブ グイポンビュンで速くなる陸上教室 10月24日(日) 光が丘公園

38 石神井公園再生フォーラム はじめての木のぼり 10月31日(日) みどり広場

39 オレンジスイート こどものためのアロマテラピー 10月31日(日) 男女共同参画センターえーる

40 練馬ベリーダンス部 親子でベリーダンスを楽しもう♪ 11月3日(水) 東大泉中央地域集会所

41 ぺこぺこあおむしの会
英語で劇ごっこ！物語の世界で遊
ぼう！

11月6日(土) 西大泉地区区民館



番号 団 体 名 内 容 日 付 会 場

42 来帰庵の会 お茶を点てておもてなし① 11月13日(土) 石神井松の風文化公園

43 来帰庵の会 お茶を点てておもてなし② 11月13日(土) 石神井松の風文化公園

44 来帰庵の会 お茶を点てておもてなし③ 11月14日(日) 石神井松の風文化公園

45 来帰庵の会 お茶を点てておもてなし④ 11月14日(日) 石神井松の風文化公園

46 Kidsbox　親子Englishサークル 親子　de　English 11月19日(金) 光が丘地区区民館

47 グイポンビュン陸上クラブ グイポンビュンで速くなる陸上教室 11月21日(日) 光が丘公園

48 練馬区ペガーボール協会 やってみよう！ペガーボール 11月23日(火) 光が丘区民センター

49 わいわい・ワーカーズ・立野
音楽と英語を楽しもう＆クリスマス
のミニツリー作り

11月28日(日) 立野地区区民館

50 どきどきなかま パラバルーンで遊ぼう！ 11月28日(日) 豊玉北地区区民館

51 上石神井小学校しぜん探検隊
「自然のつるや木の実でリースを作
ろう」

12月4日(土) 上石神井小学校

52 バレエR はじめてのバレエを楽しもう！ 12月5日(日) 春日町青少年館

53 環境学習サポート21
自然素材で楽しいクリスマスリース
作り

12月12日(日)
石神井公園区民交流セン
ター

54 アンサンブル・コッコリーノ おやこでたのしむコンサート！ 12月12日(日) 生涯学習センター

55 ぼくらの美術研究所 2022年のカレンダーを作ろう 12月19日(日) 中村橋福祉ケアセンター

56 グイポンビュン陸上クラブ グイポンビュンで速くなる陸上教室 12月19日(日) 光が丘公園

57 NPO法人　子どもの夢と思い出作
り舎

ペットボトルで「浮沈子」を作ろ
う！！

12月19日(日) サンライフ練馬

58 光が丘エコクラブ お正月飾りを作りましょう 12月25日(土) 春日町リサイクルセンター

59 マイ・クッキング 親子でおせち料理を作る 12月26日(日) 勤労福祉会館

60 オレンジスイート こどものためのアロマテラピー 12月26日(日) 男女共同参画センターえーる

61 グイポンビュン陸上クラブ グイポンビュンで速くなる陸上教室 1月9日(日) 光が丘公園

62 うたはぴまーと うたはぴまーとおんがくかいvol.3 1月10日(月) 石神井公園ふるさと文化館



番号 団 体 名 内 容 日 付 会 場

63 うたはぴまーと うたはぴまーとおんがくかいvol.4 1月10日(月) 石神井公園ふるさと文化館

64 リトミックサークルチャチャチャ
ハイハイからのおやこであそぼう！
リトミック＆アート

1月18日(火) 立野地区区民館

65 子育ちプレイス　ふわり
親子で作ろう！安心♡可愛い♡手ご
ねソープ

1月24日(月) 光が丘区民センター

66 ぶんかサイエンスカフェ
マグデブルグの半球～大気圧と真
空について学ぼう

1月29日(土) ココネリ

67 HexaBeat（ヘキサビート）
タップダンスを見て、作って、体験し
よう！

1月29日(土) 関区民ホール

68 Kidsbox　親子Englishサークル 親子　de　English 2月3日(木) 光が丘地区区民館

69 石神井ラジコンボートクラブ ラジコン船の操船体験をしよう① 2月5日(土) 石神井公園ふるさと文化館

70 石神井ラジコンボートクラブ ラジコン船の操船体験をしよう② 2月5日(土) 石神井公園ふるさと文化館

71 石神井ラジコンボートクラブ ラジコン船の操船体験をしよう③ 2月6日(日) 石神井公園ふるさと文化館

72 石神井ラジコンボートクラブ 小さなヨットを作って走らせよう 2月6日(日) 石神井公園ふるさと文化館

73 NPO法人　子どもの夢と思い出作
り舎

作ってあそぼう！願い凧とブンブン
独楽

2月13日(日) サンライフ練馬

74 ねりま子ども劇場 北島愛子のおり・かみしばい 2月20日(日) 練馬区職員研修所

75 わいわい・ワーカーズ・立野 こども哲学 3月13日(日) 立野地区区民館

76 東大泉かるた同好会 競技かるたに挑戦しよう！ 3月13日(日) 東大泉地域集会所


