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小学校名 実施日 時間 参加人数 共催 主　　な　　内　　容

旭丘小 11月16日（土） 10：00～13：30 254名 -
ストライクアウト、キックターゲット、卓球、折り紙教室、キャッチバ
レーボール、スライム作り、PTAお茶処、ポップコーン

小竹小 11月2日（土） 10：00～14：00 719名 青少年委員会、PTA わたあめ、豚汁、焼き餅、各種ゲーム

豊玉小 2月2日（日） 9：30～13：00 406名 -
健康空手、バスケットボール、コーラス、バイオリン、ソフトバレー
ボール、野球、ゲームやボール遊び、玉こんにゃく、お好み棒、
フランクフルト、フェイスペインティング、ポップコーン

豊玉第二小 1月12日(日) 10：00～12：00 399名 育成委員会他 もちつき、ゲーム

1月11日(土) 14：00～16：00 200名
PTA、青少年委員会、学
校応援団共催、他協力

団体
昔あそび（14ブース）　スタンプラリー形式で実施予定

12月1日（日） 10：00～12：00 400名
避難拠点連絡協議会

育成委員会他
地域防災訓練としての炊き出し訓練、餅つき大会

豊玉南 5月18日(土) 9:00～12：00 633名 PTA
フリークライミング、風船ドーム、キックストライカー、ドッジボー
ル、卓球、ビーチボールバレー、手作り遊び、ボトルシップ製
作、　他

中村小 2月2日（日） 10：00～14：00 264名 青少年委員会 工作コーナー、輪投げ、フランクフルト

中村西小 7月13日(土) 13：30～15：30 642名
PTA、おやじの会、ねりっ
こクラブ、スポーツ団体

スラックライン体験、パフォーマンス見学

早宮小 11月30日(土) 10：00～13：00 520名 青少年委員会
グラウンドゴルフ、コーンでジャンプ、キャッチバレー、スカット
ボール、フェアリーストラップ作成、スタンプラリー、カレーライス
ほか

開進第一小 10月20日(日) 9:00～12：00 510名 青少年委員会
ビーズ、スタンプラリー、お化け屋敷、キックターゲット、的あて、
プラバン、キャンディトレイ、ソフトバレー、缶ぽっくり、食べ物
他

開進第四小 7月14日(日) 16：30～19：30 946名 青少年委員会、PTA かき氷、花火

仲町小 11月30日（土） 10：00～13：00 354名 PTA

お手玉ビンゴ、小豆つかみ、空き缶つみ、スラックライン、「ねら
えホームラン！」、スピンゲーム、卓球、囲碁将棋、コイン落と
し、一輪車、輪投げ、豚汁とアルファ米の提供、リユースコー
ナー

南町小 11月24日(日) 10：00～12：30 600名

第一地区祭実行委員
会、青少年育成会、厚生
文化会館、青少年委員、

民生委員、PTA

1日動物園、折り紙、読み聞かせ、ソフトバレー、伝承あそび、
餅つき

北町小 １０月27日（日） 10：30～14：00 502名 北町地区祭 射的、輪投げ

北町西小 11月24日（日） 9：00～15：00 278名 青少年委員会
ソフトバレーボール、はかげのつどい（ゲームコーナー、スタン
プラリー）

練馬小 2月16日（日） 9：15～12：00 260名 -
ソフトバレーボール、ミニサッカー大会、工作、コップフリス
ビー、飛び出すクラッカー、スラックライン、バランスボール、焼
きそば

練馬第二小 7月20日(土) 9:00～12：00 0名
第三地区委員会、PTA

おやじの会
昔あそび、ゲーム、スーパーボールすくい、ポップコーン、
シャーベット、工作

練馬第三小 １月11日（土） 13：00～15：30 386名 青少年委員会
ストラックアウト、昔あそび、キックターゲット、わなげ、卓球、豚
汁、お餅つき

練馬東小 12月14日（土） 12：15～14：30 851名 青少年委員会、PTA 開会セレモニー、お餅つき体験と試食

田柄小 12月14日（土） 13：30～15：30 398名 -
図書開放、ビーズなどを使った小物作り、ゲームコーナー、レク
リエーション、ボッチャ

田柄第二小 6月22日(土) 9：15～12：00 360名 - 映画上映、昔遊び、ポップコーン

向山小 12月15日（日） 10：00～12：00 35名 - 新聞紙で作成するオブジェ、異学年の交流

豊溪小 11月17日（日） 9:00～13：00 200名 -
手作りコーナー（カードスタンド、スライム）、読み聞かせと工作
（紙皿のヨーヨーとオーナメントづくり）、人形劇、パネルシア
ター、クイズラリー、宝探しとペットボトルタワー、焼きそば

旭町小 6月29日（土） 10：00～12：00 273名 青少年委員会 アトラクション、ゲームコーナー、ショー
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小学校名 実施日 時間 参加人数 共催 主　　な　　内　　容

高松小 2月15日（土） 9：30～12：00 0名
ねりっこクラブ

高松地区区民館
キックターゲット、ホームラン競争、クイズ、段ボール迷路、傘
ボール入れ、工作

春日小 12月7日（土） 11：00～14：00 459名
PTA、学童クラブ

おやじの会

ドッチボール、タグラグビー、お話読み聞かせ、もやもやマー
カー、キックスナイパー、ゴールキック、ストラックアウト、スピード
ガン、ハンドベル、数字合わせパズル、プラバン、けん玉、ベー
ゴマ、鳥ちゃんこうどん

光が丘
四季の香小

8月31日(土) 10：45～14：00 869名 葉かげ、PTA

フラッペ、カラフルゼリー、じゃがバター、ソースせんべい、ホット
ドッグ、ヨーヨー、くじ引き、キャンディレイ
わなげ、ストラックアウト、障害物リレー、ソフトバレー、スラックラ
イン、防災コーナー

光が丘
春の風小

9月7日(土) 9：30～11：30 558名 -
ゲームコーナー（9種類）、工作コーナー、食品コーナー（3種
類）

光が丘
夏の雲小

7月13日(土) 12：45～15：30 1310名 青少年委員会
段ボール迷路、竹馬、障がい者疑似体験、わたあめ、ソフトク
リーム、ストラックアウト、キックターゲット

光が丘
秋の陽小

10月30日（水） 14：30～17：00 269名 地区区民館等
ボッチャ、クイズ、ゲゲゲの秋の陽神社、パターゴルフ、お話し
の森

光が丘第八小 11月9日（土） 14：00～16：00 123名
ねりっこひろば
光が丘児童館

ゲームコーナー（体を動かして遊ぶコーナー・・・ボッチャ体験
など）、手作りコーナー（工作、手芸作品など）

石神井小 12月1日（日） 10：00～13：30 585名 青少年委員会
迷路、ストラックアウト、コーン倒し、ドッヂボール等のスポーツ、
スライム作り、ひろば体験、磯辺焼き、避難拠点防災体験など

石神井東 6月15日(土) 10：00～12：30 313名
学童クラブ

南田中児童館
ゲームブース（射的、パターゴルフ、ももたろうの鬼たいじ）、手
作りブース(スライム作り、ペットボトルキャップ笛）

石神井西 6月15日(土) 9:30～12：00 0名 -
大道芸、スタンプラリー、ストラックアウト、的あて、ダーツ、手作
り

石神井台小 12月7日（土） 9：30～12：30 330名
青少年育成石神井地区
石神井台小地域委員

会、青少年委員会

ミニミニスポーツゲーム、スタンプラリー
（校庭）ストラックアウト、キックターゲット、バッティング、フリス
ビー、コリント、芝生コーナー
（体育館）輪投げ、ボーリング、スリッパ飛ばし、秒計測

上石神井小 10月26日（土） 9：30～12：30 942名
上石神井児童館、学童ク

ラブ、青少年委員

子どもが店の主体となるもの（小物屋、ゲーム屋、食べ物屋な
ど）、
大人が主体となり、子どもは参加を楽しむもの（ABCキルト展
示、お茶会など）、フィナーレスステージ（学童による合唱、舞桜
組によるヒップホップダンスなど）

上石神井北小 2月2日（日） 10：00～15：00 636名
青少年育成上北小地区

委員会
大なわとび、障害物リレー、金管バンド演奏、特製カレー、大人
ソフトバレーボール、手づくりひろば、ストラックアウト&PK戦

下石神井小 9月28日(土) 8：30～12：30 680名
PTA、青少年委員会、青
少年地域育成委員会

昔あそび（けん玉、おはじき、こま回し、あやとり、将棋）、トラン
ポリン体験、下石ドーム、うでずもう、ドミノ、スライム作り、クイズ
ラリー、豆運び

光和小 2月2日（日） 10：00～13：30 735名 石神井町会
お餅つき、人形劇、巨大段ボール迷路、キックターゲット、ビー
チボールバレー、バルーンアート他

谷原小 9月28日(土) 9:00～12：00 467名 - 茶道体験、似顔絵、工作、ゲーム、大繩、かき氷

北原小 10月12日(土) 13：30～15：30
悪天候

により中止
北原小ねりっこクラブ キックボーリング、ストラックアウト、工作

立野小 11月13日（水） 14：30～16：15 187名 - 的あて、バスケットボール、つりゲーム

関町小 11月23日（土） 9：45～12：45 256名
育成関地区委員会、青

少年委員
もちつき、雑煮、マジックショーとマジック体験

関町北小 2月11日（祝） 13：00～15：30 0名 青少年委員会・PTA 校内ウォークラリー

大泉小 11月3日(日） 12：00～15：00 635名 青少年委員会、PTA
豚汁、わたがし、ポップコーン、ドッヂボール、どんじゃんけん、
工作など

大泉第一 6月2日(日) 9:30～14：00 418名 商栄会、男組 ストラックアウト、キックターゲット、卓球、読み聞かせ他



小学校名 実施日 時間 参加人数 共催 主　　な　　内　　容

大泉第二小 8月23日(金) 15：30～16：30 268名
青少年委員会、大二小

学童クラブ、PTA
どじょうつかみ大会

大泉第三小 11月16日（土） 12：00～16：00 942名 青少年委員会、PTA
ペープサート劇、プラ板工作、手作りクリスマスオーナメント、
ポップコーン、スポーツ体験

大泉第四小 12月7日(土) 13：00～15：00 199名 青少年委員会 ボッチャ、魚釣りゲーム、ゴキブリハウス、風船バレー

大泉第六小 2月8日（土） 13：30～15：30 0名 校庭で体を動かす遊び、工作、クイズ、飲食物の提供

大泉東小 2月8日（土） 13：30～15：30 66名 青少年委員会
折り紙、キャンディレイ、シュシュ、おもちゃつり、スーパーボー
ルすくい

大泉西小 10月19日(土) 10：00～13：30 521名 青少年委員会
ストラックアウト、Tボール、サッカーボウリング、アタック№1、焼
きそば、わたがし、ポップコーン、ラケットテニス、卓球、剣道教
室、新体操、本のリサイタル、工作、介護体験　他

大泉南小 7月13日(土) 14：00～16：00 536名 青少年委員会
読み聞かせ、ヨーヨーつり、大型トランポリン、ストラックアウト
スーパーボールすくい、皿回し、コマ回し

大泉北小 10月19日(土) 10：00～12：00 701名
PTA、青少年委員会、育

成委員会
お抹茶、ゲームなど

大泉学園小 11月9日(土) 13：30～15：30 498名 -

模擬店
（ヘビーカステラ、チョコバナナ、ソースせんべい、ポップコー
ン）
ストラックアウト、ゲームコーナー、ペットボトルボーリング、令和
バージョンゲーム

大泉学園緑小 10月26日(土) 9：15～13：00 645名
青少年委員、育成、避難
拠点、父母会、おやじの

会

スポーツ体験、セーリング体験、室内スポーツ、ミニゲームコー
ナー、防災コーナー、リサイクル品手作りコーナー、スタンプラ
リー

大泉桜学園小 11月24日（日） 9：00～13：00 565名 桜連絡会
模擬店（焼きそば、フランクフルト）、迷路、キックターゲット、スト
ラックアウト、その他

泉新小 12月7日（土） 9：30～11：40 328名 PTA
ストラックアウト、キックターゲット、グラウンドゴルフ、体力測定、
スラックレーン、手作り紙皿カーリング

橋戸小 11月3日(日) 9:00～12：00 478名 青少年委員会
スポーツ型ゲーム、ゲームコーナー、スポーツスタッキング、プ
ラ板作り、おだんご、綿あめ、フリーマーケット

南田中小 10月26日(土) 11：30～15：00 429名 青少年委員会
バトンクラブ発表・体験、つりゲーム、ボーリング、サンダル飛ば
し、三輪車タイムレース、ハロウィン工作、ストラックアウト&ホー
ムラン競争、キックターゲット&サッカー体験

南が丘小 10月12日(土) 12：15～15：30
悪天候

により中止

青少年育成委員会、学
童クラブ、PTA育てる会、

避難拠点連絡会

スポーツゲームコーナー等10ブース、避難拠点資器展示、ア
ルファ米提供、模擬店、バザー

富士見台小 10月12日（土） 13：30～15：30
悪天候

により中止
ねりっこクラブ

射的、わたがし、サイコロジャンケン、パチンコ、ガチャガチャ、
フリースロー、シュート体験、ティーバッティング、ストラックアウ
ト、スーパーボールすくい、しおり作り

八坂小 12月14日（土） 14：00～16：00 82名
土支田児童館、八坂小
学童クラブ、稲荷山図書

館

万華鏡、プラバン工作、マーブリング、おりがみ教室、ゲーム
コーナー、あそびのコーナー、よみきかせ会


