
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、

ミニガイド
◆中元大売出し▶日程：7月12日㈫
まで　※抽選は7月10日㈰～12日㈫
正午～午後6時。▶場所：石神井公園
商店街▶内容：抽選で景品をプレゼン
ト　※お買い上げ金額3,000円で抽選
1回。▶問合せ：石神井公園商店街振興
組合・小川☎3996-0414
◆中元売り出し2022ゆうゆうセー
ル▶日程：7月15日㈮まで▶場所：江古
田ゆうゆうロード▶内容：抽選で景品
をプレゼント　※お買い上げ金額500
円で抽選1回。▶問合せ：栄町本通り商
店街振興組合・諸井☎3991-0954
◆サマーバラエティーセール▶日
程：7月15日㈮まで▶場所：江古田駅北
口駅前通り▶内容：お買い物をした方
に抽選で景品をプレゼント▶問合せ：
江古田駅北口商店会・佐久間☎080-
3203-8859
◆ノルディックウォーキングin清
瀬せせらぎ公園▶対象：18歳以上の
方▶日時・場所：7月9日㈯午前9時西武
池袋線清瀬駅集合～松山緑地保全地域
～清瀬中央公園～円福寺～正午集合場
所解散（約8㎞）▶定員：20名（先着順）▶
費用：1,000円（ポールのない方は別途
500円）▶申込：電話または電子メール
で①催し名②住所③氏名④年齢⑤電話
番号⑥ポールの有無を、7月7日㈭まで
にSSC桜台・南波☎090-1408-9900
Eメール sakuradai.staff 3@gmail.com
◆JA東京あおば　直売所サマー
フェスタ▶日程：7月9日㈯・10日㈰
▶場所：ふれあいの里（桜台3-35-18）、
こぐれ村（大泉学園町2-12-17）、とれ
たて村石神井（石神井町5-11-7）▶問合
せ：JA東京あおば地域振興部☎5910-
3066
◆SSC平和台クラブまつり▶対象：Ⓐ
1歳以上の未就学児と保護者Ⓑ小学生
以上▶日時：7月10日㈰Ⓐ午前10時～正
午Ⓑ午後1時30分～3時30分▶場所：平
和台体育館▶内容：Ⓐキッズアスレチッ
ク、ペガーボールⒷトランポリン、モルッ
クなど▶定員：各80名（先着順）▶申込：
電話またはファクス、電子メールで①

催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を、7月8日㈮
までにSSC平和台☎ FAX 5921-7800
Eメール ssc-heiwadai@nerimassc.
gr.jp
◆テニス教室（一般）▶費用：6,000円
▶申込：往復ハガキで①教室名（I～O
の別も）②住所③氏名④性別⑤電話番
号⑥会員・一般の別を、開始日の1週
間前までに〒177-0053関町南1-12-
3-305国分方　練馬区テニス協会☎
080-3123-6840
I豊玉中公園庭球場▶日時：7月13日
～8月17日の毎水曜午前9時～10時
50分【6日制】▶定員：45名（先着順）
JK土支田庭球場▶日時：9月7日～10
月12日の毎水曜J午前9時～10時50
分K午前11時5分～午後0時55分【6日
制】▶定員：各60名（先着順）
MN夏の雲公園庭球場▶日時：10月7
日～11月11日の毎金曜M午前9時～
10時50分N午前11時5分～午後0時
55分【6日制】▶定員：各45名（先着順）
O土支田庭球場▶日時：10月24日～
11月28日の毎月曜午前9時～10時50
分【6日制】▶定員：60名（先着順）
◆行政書士による「暮らしと事業の
無料相談会」▶日時：7月14日㈭午前
11時～午後4時▶場所：光が丘区民セン
ター2階▶申込：当日会場へ▶問合せ：
東京都行政書士会練馬支部・橋本☎
5393-5133（平日午前11時～午後4時）
◆ヨット体験教室▶対象：小学4年生
以上　※小中学生は保護者同伴。▶日
時：Ⓐ7月18日㈷Ⓑ8月13日㈯Ⓒ27日
㈯午前10時～午後4時▶場所：東京夢
の島マリーナ（江東区夢の島）▶講師：
ムーンライトヨットクラブ理事／比護
隆一▶定員：各8名（先着順）▶費用：
1,360円▶申込：電話またはファクス
で①教室名（Ⓐ～Ⓒの別も）②氏名③年
齢④電話番号を、開催日の3日前まで
にSSC大泉☎3921-1300 FAX 3921-
1691
◆インボイス制度の説明会▶対象：
事業者▶申込：電話で各税務署へ　※
インボイス制度については、国税庁ホー
ムページ（https://www.nta.go.
jp/）でもご覧になれます。
●練馬西税務署☎3867-9711
▶日時：7月19日㈫・28日㈭Ⓐ午前

10時30分～11時30分Ⓑ午後1時～2
時▶定員：各20名（先着順）
●練馬東税務署☎6371-2332
▶日時：7月21日㈭・28日㈭午後4時10
分～4時40分▶定員：各40名（先着順）
◆講演会「障害者の成年後見制度の
現状と未来」▶日時：7月21日㈭午前
10時～正午▶場所：ココネリ3階▶講
師：弁護士／土肥尚子▶定員：40名（先
着順）▶費用：500円▶申込：電話また
はファクスで①講演会名②氏名③電話
番号を、練馬手をつなぐ親の会☎080-
8805-5502 FAX 3577-8659
◆特別支援・子育て講座「自分らし
く子育てするために～わたしと子ど
もはどんな虹色？」▶日時：7月23日㈯
午後6時～8時▶場所：ココネリ3階▶講
師：明星大学教育学部教授／星山麻木▶
定員：200名（先着順）▶費用：1,000円▶
申込：往復ハガキで①住所②氏名（ふり
がな）③電話番号④電子メールアドレス
（ある方のみ）を、7月15日（必着）までに
〒176-0003羽沢2-12-9　こどもの心
を育むネットワーク練馬事務局（ぶどう
の木保育園内）☎070-8974-9242 FAX
5912-0013　※手話通訳あり。　※同
ホームページ（https://chcnnerimakk.
wixsite.com/website）からも申し込め
ます。　※後日、オンラインでも配信し
ます。詳しくは、同ホームページをご覧
ください。
◆ねりまを巡る探検フォトラリー
～ぶどう畑・野菜直売所・牧野記
念庭園など▶対象：2～6名のグルー
プ▶日時：7月24日㈰午前7時30分～
11時30分▶集合場所：東京ワイナリー
農場（南大泉6-20）▶定員：100名（先
着順）▶費用：1人1,000円（小学生以下
無料）▶申込：7月15日㈮までに電話で
東京ワイナリー☎3867-5525（水曜を
除く）　※ねりまワインプロジェクト
ホームページ（https://nerimawine.
com）からも申し込めます。
◆逆上がり・とび箱苦手な子集ま
れ▶対象：小学生▶日時：7月26日㈫
～28日㈭午前10時～11時30分【3日
制】▶場所：上石神井体育館▶定員：30
名（先着順）▶費用：3,000円▶申込：往
復ハガキで①教室名②住所③氏名④
学年⑤性別⑥電話番号を、7月12日
（必着）までに〒177-0045石神井台

6-1-3　練馬区体操指導員連絡会・犬塚
☎3922-0854
◆夏休み親子ふれあいウォーク「地
引き網体験と海辺をはだしで歩く」
▶日時・場所：7月30日㈯Ⓐ午前6時
30分上石神井体育館集合Ⓑ午前6時
45分西武池袋線練馬高野台駅集合～
九十九里海岸（千葉県）～午後6時30分
集合場所解散▶定員：50名（先着順）▶
バス代・昼食代など：8,000円（小学生
以下6,000円）▶申込：往復ハガキで①
催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員の郵
便番号・住所・氏名・年齢・電話番号
を、7月11日（必着）までに〒177-0044
上石神井1-32-37　SSC上石神井☎
3929-8100（問い合わせは月・水・金
曜午前10時～午後3時）
◆ラケットテニス大会▶対象：16歳
以上の方▶日時：8月7日㈰午前10時～
午後4時▶場所：光が丘体育館▶定員：
50名（先着順）▶費用：500円▶申込：
7月20日㈬までに電話でSSC光が丘・
山田☎090-9134-9811

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：7月9日㈯
午前10時～正午・午後1時30分～4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

子どものための講座
　区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：育成支援係☎5984-1292

ねりま遊遊スクール
◆親子リズムはじめませんか▶対
象：1～4歳児と保護者▶日時：7月10
日㈰午前10時～正午▶場所：男女共同
参画センターえーる▶定員：10組（先
着順）▶費用：1組100円▶申込：電話で
新日本婦人の会子育てアイアイ・川人
☎070-1306-2244
◆石神井川で「浮いて流れる」▶対
象：小学2～6年生と保護者▶日時：7
月17日㈰午前9時30分～正午▶集合
場所：平成みあい橋付近の石神井川▶
定員：20組（先着順）▶費用：1人200円
▶申込：電話で川と水辺を楽しむプロ
ジェクト・佐藤☎5910-7056（火・木・
土曜午前8時～10時）
◆夏の工作教室「お絵かき灯ろう作
り・灯ろう流し」▶対象：3歳児～小学

3年生　※未就学児は保護者同伴。▶日
時：7月23日㈯①午前10時～正午②午
後1時～3時▶場所：上石神井体育館▶定
員：各20名（先着順）▶費用：100円▶申
込：電話でSSC上石神井☎3929-8100
（月・水・金曜午前10時～午後3時）
◆みんな集まれ！おこづかいひろば
▶対象：小学生▶日時：7月28日㈭午前
10時～11時15分▶場所：男女共同参
画センターえーる▶定員：15名（先着
順）▶申込：電話で東京第一友の会石神
井方面・加藤☎5905-0340
◆すきなものをステンシルしてみ
よう▶対象：4歳児～小学生と保護者
▶日時：7月28日㈭午前10時～正午▶
場所：生涯学習センター▶定員：20名
（先着順）▶費用：1人300円▶申込：電
話で東京第一友の会練馬方面・岩戸☎
3577-3436（午前9時～午後5時）
◆夏休み工作～厚紙と布で小物入
れを作ろう▶対象：3歳児～小学生　
※未就学児は保護者同伴。▶日時：7
月31日㈰午前10時～正午▶場所：立
野地区区民館▶定員：20名（先着順）▶
費用：400円▶申込：電話でわいわい・
ワーカーズ・立野・浜中☎090-8541-
3696

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：7月3日
㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨永
☎090-4374-3888

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、7月12日（必着）まで
に申込先へ　※1区画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。
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：7月17日㈰午前9時30分～正午（雨
天中止）▶申込先：〒177-0035南田
中4-7-10-201　リサイクル・ゆう☎
080-1980-6310（先着80店。問い合
わせは午後6時～8時）
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶日
時：7月17日㈰午前9時30分～午後1
時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0041石神井町1-3-7　物 （々ものもの）
☎3997-4333（先着50店）

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｡

情 報 あ ら か る と

広告
※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。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

ビデオ編集撮りためた
写真や動画を

登りたい山へご案内します。
左記メールでお問い合わせください。

mido企画
練馬区南大泉5-9-6 メール midorikawa0918@gmail.com

ホームページ midokikaku.info 携帯 ０９０-６３１５-０９１8承り
ます

練馬まつり・産業見本市の参加団体募集
募集要項をご覧の上、7月22日（必着）までに申し込んでください

　出展やステージなどに参加する団体を募集します。▶
対象：区内の団体など▶参加形態：1出展…飲食物・物品
の販売、体験教室、PR活動2ステージ…ダンス、歌唱な
ど▶区の担当：まつり係▶募集要項の請求方法：電話また
は電子メールで①団体名②代表者の住所・氏名・電話番
号③参加形態（12の別）を、練馬まつり事務局へ

〈企画・運営スタッフを募集〉
▶対象：区内在住・在勤（在学）の18歳以上で、練馬まつり当日と年7回程度、平日の夜間に
開催する会議に参加できる方▶募集人数：若干名▶区の担当：まつり係▶申込：電話または電
子メールで申込書を請求の上、7月22日（必着）までに練馬まつり事務局へ

　商品やサービスの
紹介、販売を行う事業
者を募集します。▶対
象：区内事業者など▶
ブース出展料(2m×
2m程度)：3,000円▶
区の担当：中小企業振
興係▶募集要項の配布場所：経済課（区役所本庁舎
9階）など　※練馬産業見本市公式ホームページ
（https://nerima-sangyo-mihonichi.com/）でもご覧
になれます。

練馬まつり

問合せ 練馬まつり事務局☎050-3627-8907
Eメール info.nerima.teruhime@gmail.com 問合せ 練馬産業見本市事務局

☎4560-3428

練馬産業見本市

10/16㈰10:00～15:00  練馬駅北口・マロニエ通り周辺で開催

※募集要項や申込書は、練馬まつり公式ホームページ（https://www.nerima-matsuri.
com/）でもご覧になれます。

令和4年（2022年）7月1日  10




