6 令和3年（2021年）11月21日

分▶場所：文化交流ひろば▶定員：
25名
（先着順）▶申込：電話または電
子メールで①催し名②氏名③電話番
号 を、 事 業 推 進 係 ☎5984-1523
Eメール c h i i k i 1 7 @ c i t y . n e r i m a .
tokyo.jp

講座・催し
手軽に楽しむ
テーブルお点 前 体験
て

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

まえ

▶対象：18歳以上の方▶日時：12月1
日㈬・8日㈬・15日㈬Ⓐ午前9時30
分〜10時45分Ⓑ午前11時〜午後0
時15分
【3日制】
▶場所：向山庭園▶定
員：各6名
（先着順）▶費用：3,000円
▶申込：電話で同所☎3926-7810

文化交流カフェ〜アオバジャパ
ン・インターナショナルスクール
による文化紹介・交流会

▶日時：12月4日㈯午後3時〜4時30

講演会

地球温暖化リスクと脱炭素への道
〜みらいの地球に今私たちができること
地球温暖化は、熱波や大雨・干ばつの増加など、さま
ざまな気候変動を引き起こすといわれています。今回、
国立環境研究所地球システム領域副領域長の江守正多

スポーツ

さんに、私たちが取り組むべき課題について伺います。
▶日時：来年2月5日㈯午後2時〜4時▶場所：ココネリ3階

スポーツ指導者研修会〜実践！
スポーツ指導に役立つ運動方法

▶日時：12月4日㈯午後3時から▶
場 所：光 が 丘 体 育 館 ▶ 定 員：140名
（先着順）▶区の担当：スポーツ振興
課事業係▶申込：電話で練馬区体育
協会☎5393-5420

▶定員：200名
（抽選）▶申込：往復ハガキで①催し名②参
加者全員の住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・電話番号を、
来年1月13日
（必着）
までに〒178-0061大泉学園町1-34-10 大泉リサイクルセンター☎39784030

FAX

3978-4209

※手話通訳を希望する方は、その旨もお知らせ

ください。 ※リサイクルセンターホームページ
（https://www.nerimarc.jp/）からも申し込めます。

※Zoomを使ったオンライン配信も行い

ます。詳しくは、同ホームページをご覧ください（定員100名
〈先着順〉）。

12/26 ㈰
区民交流事業

冬うらら

〜中村南落語の会

ハクビシン・アライグマの被害でお困りの方へ

▶日時：12月26日㈰午

ハクビシンやアライグマによる天

後1時 〜2時 ▶ 場 所：中

井裏への侵入や庭木の果樹の食べ荒

村南スポーツ交流セン

らしなどでお困りの方はご相談くだ

ター▶定員：80名（先着

さい。専門事業者が現地調査を行い、

順）▶申込：電話で同所

無料でわなを設置します。

☎3970-9651

春風亭昇羊

桂笹丸

春風亭昇りん

※設置には一定の条件があります｡

ハクビシン

アライグマ

▶問合せ：美化啓発係☎5984-4709

情報あらかると
ここで紹介する事業は､区が支援したり､
官公署などが実施したりするものです｡

ミニガイド
◆歳末売り出し2021ゆうゆうセール

往
（ゆ）
く健脚コース」
▶日時・場所： ※ 同 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.
Ⓐ12月10日㈮Ⓑ15日㈬午前9時20分
西武新宿線上井草駅集合〜御嶽神社
〜午後0時30分ちひろ美術館解散
（約
4㎞）Ⓒ11日㈯午前9時20分都営大江
戸線光が丘駅集合〜八坂神社〜中里
郷土の森〜午後1時大泉中央公園解散
(約4.5㎞ )▶定員：各15名
（抽選）▶保
険 料など：Ⓐ Ⓑ1,300円Ⓒ500円 ※
バス代実費。▶申込：往復ハガキで①
催し名
（Ⓐ〜Ⓒの別も）
②参加者全員
（4
名まで）
の郵便番号・住所・氏名
（ふり
がな）
・年齢・性別・電話番号を、12
月2日
（必着）までに〒176-0001練馬
1-17-1 ねりま観 光 案内所 ☎39918101

▶場所：江古田ゆうゆうロード▶問合
せ：栄町本通り商店街振興組合・諸井
☎3991-0954
●前夜祭▶日時：11月27日㈯午後4時
15分〜7時30分▶内容：機関車トーマ
スの撮影会、チアリーディングショー、
マーチングショーなど
●歳末売り出し▶日時：11月28日㈰〜
12月15日㈬午前10時〜午後8時▶内
容：抽選で区内共通商品券などをプレ
ゼント
◆女性再就職サポートプログラム

◆江古田フェスティバルオーケス 「ブランクがあっても大丈夫！働き
トラ▶日時：12月1日㈬午後7時開演▶ たい！のはじめの一歩コース」
▶対
場所：練馬文化センター▶費用：3,000 象：結婚、出産、育児、介護などで離
円▶問合せ：EKO ON!!江古田音楽祭 職し、パソコンの基本操作ができる
実行委員会・三澤☎5926-4778 ※ 54歳以下の女性▶日時：来年1月24日
チケットの販売方法など詳しくは、お ㈪〜28日㈮午前10時〜午後4時
【5日
問い合わせいただくか、同ホームペー 制 】 ※1月6日 ㈭・7日 ㈮・11日 ㈫・
ジ
（https://www.eko-on.jp/）をご覧 12日㈬に面接あり。▶場所：男女共同
ください。
参画センターえーる▶定員：25名
（面
◆ねりまのねり歩き
「ⒶⒷちひろ美 接）▶申込：電話で東京しごとセンター
術館コースⒸ白子川周辺の五山を 女性しごと応援テラス☎5211-2855

広告

広告

tokyoshigoto.jp/jyosei/）
からも申し
込めます。 ※保育あり。

献血にご協力を

護者の参加も可。▶日時：12月27日㈪
ねりま遊遊スクール
◆はじめてのバレエを楽しもう！▶ 午後4時〜6時▶場所：中村南スポーツ
対象：4歳以上の未就学児▶日時：12月
5日㈰午前10時〜11時▶場所：春日町
青少年館▶定員：10名
（先着順）
▶申込：
電話でバレエＲ・前川☎090-15472604
（午後4時〜8時）

▶問合せ：東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所☎0422-32-1100
（光が丘5-1-1） ◆おやこでたのしむコンサート！
◆光が丘IMA光の広場
▶日時：11月27日㈯午前10時〜正午・ ▶ 対象：小学4年生以下のお子さんと
午後1時30分〜4時
保護者▶日時：12月12日㈰午前10時
（石神井台1-18-24） 30分〜11時30分▶場所：生涯学習セ
◆石神井氷川神社
▶日時：11月28日㈰午前10時〜午後3 ンター▶定員：60組（先着順）▶費用：
時30分
1組500円▶申込：電話でアンサンブ
ル・コッコリーノ事務局☎090-6118朝・夕・青空市
1739
（午前9時〜午後2時）
◆春日町本通り商店会▶日時：11月 ◆12月の水泳ワンポイントレッス
24日㈬午前11時〜午後3時▶問合せ： ン▶対象：4歳児〜中学生 ※小学3年
以下のお子さんには水着を着用した保
小泉☎3998-1010
◆江古田いちば通り商店街▶日時： 護者が付き添ってください。▶日時：
11月25日㈭午前10時〜午後7時▶問 12月4日㈯午前9時〜11時▶場所：上
合せ：目黒☎3994-8068
石神井体育館、平和台体育館、光が丘
◆光が丘IMA南館前▶日時：11月28 体育館、中村南スポーツ交流センター
日 ㈰ 午 前10時 〜 午 後3時 ▶ 問 合 せ： ▶内容：時間内に来場したお子さんに
冨永☎090-4374-3888
指導者が助言 ※2時間の講座ではあ
りません。▶費用：プール利用料
（保護
子どものための講座
者のみ）
▶持ち物：水着、水泳帽▶申込：
区内の団体に委託して実施。▶問合 当日会場へ
せ：育成支援係☎5984-1292
◆スポーツなど▶対象：小学生 ※保

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。

（出典：東京都環境局）

交流センター▶内容：フラッグフット
ボール▶定員：30名
（先着順）
▶申込：当
日会場へ

すまいるねりま遊遊スクール
◆親子で名画鑑賞とアートワーク
を楽しもう！▶対象：主に知的障害の
ある小中学生と保護者▶日時：12月5
日㈰午前10時30分〜正午▶場所：中村
橋福祉ケアセンター▶定員：8組
（先着
順）
▶費用：1組500円▶申込：電話でぼ
くらの美術研究所・尾崎☎090-41262061
（午前11時〜午後5時）

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、12月7日
（必着）
まで
に申込先へ ※700円以下の出店料が
掛かります。 ※車での来場・搬入は
ご遠慮ください。
（富士見台3-53-1）
◆こぶし公園
▶日
時：12月12日㈰午前10時〜正午
（雨天
中止）
▶申込先：〒177-0034富士見台
3-62-13-203 島 裕 子 ☎090-64965366
（先着10店。問い合わせは午後6
時〜10時）

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

