
ミニガイド
◆高齢者向けスマホ教室▶日時：9
月25日㈰Ⓐ午前9時からⒷ午前10時
15分からⒸ午前11時30分からⒹ午後
1時30分からⒺ午後2時45分からⒻ
午後4時から　※時間はいずれも1時
間程度。▶場所：総合ケアセンター練
馬大泉（大泉町1-51-9)▶定員：各10名
（先着順）▶申込：電話で㈱八重州ライ
フ☎3548-0781
◆ロハスフェスタ東京2022▶日時：
9月30日㈮～10月2日㈰午前10時～
午後4時30分（入場は午後4時まで）▶
場所：光が丘公園芝生広場▶内容：環
境に配慮した生活雑貨や食品など350
店舗以上が出展▶費用：500円（小学生
以下は無料）▶持ち物：箸、食器、カッ
プ、エコバッグ（ない場合は有料）▶申
込：当日会場へ▶問合せ：事務局☎06-
6338-0641
◆桜台フードフェスタ2022▶日時：
10月1日㈯・2日㈰午前11時～午後7
時▶場所：桜台駅周辺飲食店▶内容：ス
タンプを集めると抽選で景品をプレゼ
ント▶問合せ：桜台商業協同組合・阿保
☎3994-5553
◆不動産街頭無料相談会▶日時：10
月3日㈪午前10時30分～午後4時▶場
所：区役所アトリウム▶定員：30名（先着
順）▶申込：電話またはファクス、電子メー
ルで①氏名②電話番号を、9月30日㈮ま
でに（公社）全日本不動産協会東京都本
部練馬支部☎5912-0733（平日午前11
時～午後4時）FAX 5912-0734 Eメール
nerima@tokyo.zennichi.or.jp
◆ねりモアユニバーサルスポーツ
カーニバル▶日時：10月10日㈷午前
10時～午後3時▶場所：ココネリ3階▶
内容：ペガーボールなど▶定員：150名
（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：

NPO法人障がい児・者の学びを保障
する会・大森☎5933-9155
◆講演会「知られざる石神井公園の
歴史」▶日時：10月12日㈬午後1時～2
時30分▶場所：石神井公園ふるさと文化
館▶講師：郷土史家／葛城明彦▶定員：
60名（先着順）▶費用：500円▶申込：電
話または電子メールで①講演会名②氏
名③電話番号を、南田中のまちを考える
会・下河☎080-6607-4321 Eメール
h.shimogawa@kind.ocn.ne.jp
◆「練馬発わかわか かむかむ元気ご
はん」料理教室▶日時：10月14日㈮午
前10時30分～午後1時▶場所：光が丘
区民センター2階▶定員：20名（先着
順）▶費用：600円▶申込：電話または
ファクスで①住所②氏名③電話番号
を、10月7日㈮までにいきいきクッキ
ングねりま・小泉☎ FAX 3970-4174
◆区民企画講座「知っているようで
意外と知らない家族の話」▶日時：
10月16日㈰午前10時～正午▶場所：
男女共同参画センターえーる▶講師：
家族相談士／小林香▶定員：20名（先
着順）▶申込：電話または電子メールで
①講座名②氏名（ふりがな）③電話番
号を、家族関係を考える会☎090-
3546-6444（午後1時～5時）Eメール
kokoronoibasho@gmail.com　※保
育室（6カ月以上の未就学児対象。定員
6名）を利用したい方は、お子さんの氏
名（ふりがな）・年齢も、10月1日㈯ま
でにお知らせください。
◆たのしい子育て～パパもママもリ
ズムにのって▶対象：3歳以上の未就
学児と保護者▶日時：Ⓐ10月22日㈯Ⓑ
11月26日㈯Ⓒ12月24日㈯Ⓓ来年1月
28日㈯Ⓔ2月25日㈯Ⓕ3月25日㈯午前
10時45分～11時45分▶場所：桜台体
育館▶定員：各10組（先着順）▶費用：1
組500円（3名以上は1名につき200円
追加）▶申込：電話または電子メールで
①催し名（Ⓐ～Ⓕの別も）②参加者全員
の氏名③お子さんの年齢④電話番号を、

開催日の2日前までにSSC桜台・南波☎
090-1408-9900 Eメール sakuradai.
staff 3@gmail.com
◆区民企画講座「二人で一緒に元気
になる！ペアストレッチ」▶対象：夫
婦や親子（お子さんは10歳以上）など2
人1組▶日時：10月29日㈯午前10時
30分～11時30分▶場所：男女共同参
画センターえーる▶講師：ヨガインス
トラクター／中島千草▶定員：10組
（先着順）▶申込：電話または電子メー
ルで①講座名②参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢③電話番号を、10月26
日㈬までにねりまポレポレママの会☎
050-3570-0234（平日午後6時～8時）
Eメール nerima_polemama@yahoo.
co.jp　※保育室（6カ月以上の未就
学児対象。定員7名）を利用したい方
は、お子さんの氏名（ふりがな）・年齢
も、10月15日㈯までにお知らせくだ
さい。
◆ねりまのねり歩き「ⒶⒷ白子川
源流と牧野記念庭園コースⒸⒹち
ひろ美術館と緑道散歩コース」▶日
時・場所：Ⓐ10月17日㈪Ⓑ19日㈬午
前9時20分西武池袋線大泉学園駅集合
～妙福寺～大泉井頭公園～午後0時30
分牧野記念庭園解散(約4㎞ )Ⓒ27日㈭
Ⓓ28日㈮午前9時20分西武新宿線上
井草駅集合～井草川緑道～御嶽神社
～午後0時30分ちひろ美術館解散（約
4㎞）▶定員：各15名（抽選）▶保険料な
ど：ⒶⒷ1,300円ⒸⒹ500円▶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、10月3日（必着）までに
〒176-0001練馬1-17-1　ねりま観光
案内所☎3991-8101

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：9
月24日㈯、10月1日㈯午前10時～午
後7時▶問合せ：内田☎3991-1243

◆光が丘IMA南館前▶日時：9月25日
㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨永
☎090-4374-3888
◆春日町本通り商店会▶日時：9月
28日㈬午前11時～午後3時▶問合せ：
小泉☎3998-1010

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
◆おやこでたのしむコンサート！▶
対象：小学4年生以下のお子さんと保護
者▶日時：10月1日㈯午後2時～3時▶場
所：生涯学習センター▶定員：60組（先
着順）▶費用：1組500円▶申込：電話で
アンサンブル・コッコリーノ事務局☎
090-6118-1739（午前9時～午後4時）
◆初めての木登り＆ロープで遊ぶ▶
対象：小学2～6年生と保護者▶日時：
10月9日㈰午前9時30分～正午▶場
所：みどり広場（東大泉7-26）▶定員：
20組（先着順）▶費用：200円（保護者は
100円）▶申込：電話で石神井公園再生
フォーラム・佐藤☎5910-7056（火・
木・土曜午前8時～10時）
◆スポーツなど▶申込：A～C当日
会場へD電話でSSC平和台☎5921-
7800　※未就学児は保護者同伴。　
※A～Cは保護者の参加も可。
A上石神井体育館▶対象：4歳児～小学
生▶日時：10月22日㈯午前9時30分～
11時30分▶内容：トランポリン、鉄棒
など▶定員：40名（先着順）
B中村南スポーツ交流センター▶対
象：5歳児～中学生▶日時：10月24日㈪
午後4時～6時▶内容：フラッグフット
ボール▶定員：30名（先着順）
C桜台体育館▶対象：5歳児～中学生▶
日時：10月29日㈯①午前9時～10時30
分②午前9時30分～11時45分③午前
11時～正午▶内容：①ダブルダッチ②
ラケットテニス③ボッチャ▶定員：各20
名（先着順）▶費用：100円（保護者のみ）

D平和台体育館▶対象：小学生▶日時：
10月29日㈯午前10時～正午▶内容：
縄跳び▶定員：20名（先着順）
◆10月の水泳ワンポイントレッスン
▶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護
者が付き添ってください。▶日時：10
月1日㈯午前9時～11時▶場所：三原台
温水プール、上石神井体育館、平和台
体育館、光が丘体育館、中村南スポー
ツ交流センター▶内容：時間内に来場
したお子さんに指導者が助言　※2時
間の講座ではありません。▶費用：プー
ル利用料（保護者のみ）▶持ち物：水着、
水泳帽▶申込：当日会場へ

子育て学習講座
◆児童がのびる学校図書館を求めて
▶対象：子育て中の保護者など▶日時：
11月10日㈭午前10時～正午▶場所：
石神井公園区民交流センター▶定員：
40名（先着順）▶申込：当日会場へ▶
問合せ：学校図書館開放指導員の会・
武田☎3577-3461（午前9時～正午）

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、9月27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。
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：
10月2日㈰午前9時～正午（雨天中止）
▶申込先：〒179-0073田柄2-8-2　リ
サイクルマーケットジョイ☎080-6739-
1024（先着50店。問い合わせは月～
土曜午後1時～4時）

地区祭
◆光が丘地区祭▶日時：10月8日㈯・
9日㈰午前10時～午後5時（9日は午後
4時まで）▶場所：光が丘区民センター
など▶内容：作品展示、演奏、ダンス、
模擬店など▶問合せ：実行委員会・阿
瀬見☎080-2387-5001

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。広告

講座・催し
ボディーコントロール
（体幹運動）
▶日時：10～12月の第1・3火曜午
前10時～11時【6日制】▶場所：石神
井公園区民交流センター▶講師：ト
レーナー／植田麻利子▶定員：30名
（抽選）▶申込：9月25日㈰までに電
話で同所☎5910-3451

講演会「くめがわ電車図書
館の地域文庫活動」
▶対象：18歳以上の方▶日時：10月
25日㈫午前10時～正午▶場所：光
が丘図書館▶講師：くめがわ電車図
書館スタッフ／大塚恵美子▶定員：

20名（先着順）▶申込：10月13日㈭
までに電話で同所☎5383-6500　
※保育室(1歳以上の未就学児対象。
定員5名)を利用したい方は、併せて
申し込んでください。

10月の着付け教室
▶対象：18歳以上の女性▶日時：10
月17日㈪・24日㈪・31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▶持ち物：着物など▶申込：
電話で同所☎3926-7810

練馬つながるフェスタ
in石神井
　地域活動団体がワークショップや
物品販売を行います。詳しくは、区

ホームページをご覧ください。▶日
時：10月1日㈯正午～午後2時30分
▶場所：パークサイド石神井団地（石
神井台3-26）▶申込：当日会場へ▶
問合せ：区民協働交流センター☎
6757-2025

“イイね”りまツアー
　向山庭園での茶道体験や、練馬ま
つりを楽しみます。▶対象：外国人
の方とその家族　※知り合いの外国
人の方に紹介してください。▶日時：
10月16日㈰午後1時～4時▶場所：向
山庭園など▶定員：20名（先着順）▶
費用：1人300円▶申込：電話または
電子メールで①催し名②氏名（ふり
がな）③電話番号④国籍を、事業推
進係☎5984-4333 Eメール chiiki17@
city.nerima.tokyo.jp

人権セミナー「知っていま
すか性の多様性～LGBTQ」
▶日時：10月19日㈬午後2時30分
～4時30分▶場所：生涯学習セン
ター▶講師：（一社）にじーず代表／
遠藤まめた▶定員：30名（先着順）▶
申込：電話またはファクス、区ホー
ムページ「電子申請」で①セミナー名
②代表者の住所・氏名・電話番号③
参加人数を、人権啓発担当係☎
5984-1452 FAX 3993-6512　 ※
保育室（6カ月以上の未就学児対象。
定員4名）を利用したい方は、お子
さんの氏名（ふりがな）・年齢も、手
話通訳を希望する方はその旨も、
10月7日㈮までにお知らせくださ
い。

令和4年（2022年）9月21日  6 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、


