
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
◆10月1日～7日は「公証週間」　平
日に無料で公証事務（遺言・契約など）
に関する相談に応じます。▶場所・問
合せ：練馬公証役場（豊玉北5-17-12　
練馬駅前ビル3階）☎3991-4871
◆託児室のあるフラダンス教室▶対
象：18歳以上の方▶日時：Ⓐ10月4日・
18日・25日Ⓑ11月1日・8日・22日・
29日Ⓒ12月6日・13日・20日Ⓓ来年
1月10日・17日・31日Ⓔ2月7日・14
日・28日Ⓕ3月7日・14日・28日の火
曜午前9時30分～10時30分【ⒶⒸ～Ⓕ
3日制Ⓑ4日制】▶場所：光が丘体育館
など▶定員：各20名（先着順）▶費用：
2,500円▶申込：電話でSSC光が丘・
太田☎090-4745-8498　※保育室（1
歳児以上対象。費用300円）を利用し
たい方は、併せて申し込んでください。
◆第29回MOA美術館練馬児童作
品展▶日時：10月8日㈯～10日㈷午前
10時～午後6時（8日は午後3時から。
10日は午後4時まで）▶場所：練馬区立
美術館▶問合せ：実行委員会・黒澤☎
090-7206-5640　※10月16日㈰～
18日㈫に区役所アトリウムで入賞作品
35点を展示。
◆行政書士による「暮らしと事業の
無料相談会」▶日時：10月13日㈭午前
11時～午後4時▶場所：区役所アトリ
ウム▶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）
◆第8回練馬シャンソン教室発表会
▶対象：中学生以上▶日時：10月28日
㈮午後1時～4時▶場所：大泉学園ゆめ
りあホール▶講師：シャンソン歌手／
清水智子▶定員：170名（先着順）▶申

込：電話または電子メールで①住所②
氏名③電話番号を、下河☎080-6607-
4321 Eメール h.shimogawa＠kind.
ocn.ne.jp
◆秋季ソフトテニス教室▶対象：小
学生以上　※小学生は保護者同伴。▶
日時：10月30日㈰、11月6日㈰・13日
㈰午前9時30分～午後0時30分（予備
日20日㈰）▶場所：豊玉中公園庭球場
▶定員：各30名（先着順）▶費用：500円
▶申込：当日会場へ▶問合せ：練馬区ソ
フトテニス連盟・久下☎3921-5314
◆外で遊ぼう！in光が丘公園～自然
と友達になろう！▶対象：小学生と保
護者▶日時：10月30日㈰午前10時～正
午▶場所：光が丘公園▶講師：自然体験
活動指導者／岩田信二ほか▶定員：25
組（先着順）▶費用：1組500円（3名以上
は1名につき300円追加）▶申込：電話ま
たは電子メールで①参加者全員の氏
名・年齢②電話番号を、10月25日㈫ま
でにSSC桜台・南波☎090-1408-9900
Eメール sakuradai.staff3@gmail.com
◆女性再就職準備セミナーと個別
相談会in練馬「好印象テクニック～
印象のしくみ・眉メイク実践」▶日
時：11月2日㈬午前10時～正午　※午後
0時15分～1時45分に個別相談会あり
（先着12名）。▶場所：ココネリ3階▶講
師：印象コンサルタント／たなかけいこ
▶定員：50名（先着順）▶持ち物：化粧道
具▶申込：電話で東京しごとセンター
女性しごと応援テラス☎5211-2855　
※同ホームページ（https://www.
tokyoshigoto.jp/jyosei/）からも申し
込めます。　※保育室（1歳以上の未就
学児対象）を利用したい方は、10月26日
㈬までに併せて申し込んでください。
◆親子グラウンドゴルフ大会▶対
象：4歳児～小学生と保護者▶日時：
11月13日㈰午前9時30分～正午▶場
所：大泉さくら運動公園▶定員：50組（先

着順）▶費用：1組200円▶申込：電話ま
たはファクスで①催し名②住所③参加
者全員（2名まで）の氏名・年齢・性別④
電話番号を、11月2日㈬までにSSC大泉
☎3921-1300 FAX 3921-1691

地区祭
◆大泉西地区祭（南大泉会場）▶日
時：10月16日㈰午前9時～正午▶場所：
大泉第二小▶内容：野菜の販売、ゲー
ムコーナー、演芸など▶問合せ：実行
委員会・千葉☎3922-1124

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
◆お箏（こと）をさわってみよう▶対
象：小中学生▶日時：10月15日㈯午後
2時～4時▶場所：石神井公園区民交流
センター▶定員：10名（先着順）▶費用：
500円▶申込：電話で柿原邦楽の会・
柿原☎6760-0600
◆ねんどで作って飾ろう　わくわ
くハロウィーン▶対象：4歳児～小学
生　※未就学児は保護者同伴。▶日
時：10月16日㈰午前10時～11時▶場
所：光が丘区民センター5階▶定員：20
名（先着順）▶費用：500円▶申込：電話
でねんどパーク・上野☎090-4226-
6281（午後6時～8時）
◆手縫いで小物をつくろう▶対象：
小学3～6年生▶日時：10月30日㈰午
前10時～11時30分▶場所：男女共同
参画センターえーる▶定員：20名（先
着順）▶費用：500円▶申込：電話で
こねくとうぃず事務局・村嶋☎070-
2263-5091（平日午前9時～午後5時）
◆カボチャのハロウィーンランタ
ンを作ろう！▶対象：3歳児～小学生　
※未就学児は保護者同伴。▶日時：10
月30日㈰午前10時～11時▶場所：立

野地区区民館▶定員：20名（先着順）▶
費用：150円▶申込：電話でわいわい
ワーカーズ立野・浜中☎090-8541-
3696
◆親子のためのベビーコンサート
▶対象：未就学児と保護者▶日時：11
月1日㈫①午前10時30分～11時30分
②午後1時30分～2時30分▶場所：関
区民センター▶定員：各40名（先着順）
▶費用：1組500円▶申込：電話でアン
サンブルパーク・茂木☎080-9373-
0603（午前9時～午後7時）
すまいるねりま遊遊スクール

◆楽しいダンスあそびをしよう！▶
対象：主に知的障害のある小中学生と
保護者▶日時：11月5日㈯午前10時～
11時30分▶場所：上石神井南地域集会
所▶定員：20名（先着順）▶申込：電話で
ダンスラボ・松浦☎080-3000-6580

子育て学習講座
◆布おもちゃ講座・くまのパペッ
トをつくろう▶対象：子育て中の保護
者、子育て支援に携わる方　※お子さ
ん連れ可。▶日時：10月14日㈮午前
10時～11時30分▶場所：男女共同参
画センターえーる▶定員：12名（先着
順）▶費用：500円▶申込：電話でちく
ちく手づくりの会・亀井☎080-6555-
2247（日曜を除く午後2時～7時）
◆こねくとうぃずの催し▶対象：小学
生以下のお子さんの保護者、子育て支
援に携わる方▶費用：500円▶申込：電話
でこねくとうぃず事務局・村嶋☎070-
2263-5091（平日午前9時～午後5時）
●本当はもっと面白い！通知表の新し
い見方▶日時：10月23日㈰午前10時
～11時30分▶場所：光が丘区民セン
ター3階▶定員：100名（先着順）
●繊細で敏感ですてきなHSP・HSCの
世界▶日時：11月8日㈫午前10時～正
午▶場所：区役所アトリウム地下多目
的会議室▶定員：80名（先着順）

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、開催日の5日前まで
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。
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶日
時：10月16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30店）
◆さくらの辻公園（上石神井3-19-
10）▶日時：10月23日㈰午前9時～正
午（雨天中止）▶申込先：〒177-0045
石神井台8-23-21　グループ・ミモザ
☎090-5788-4578（抽選50店）
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：10月23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100店。問い
合わせは午後6時～8時）
〈リサイクル・マーケット主催者養成
講座〉▶対象：区内在住の20歳以上の
方▶日時：10月27日㈭午前9時30分～
11時30分▶場所：区役所本庁舎18階▶
内容：リサイクル・マーケットを主催す
るために必要な知識や手続きを学ぶ▶
定員：15名（抽選）▶申込：往復ハガキま
たは電子メールで①講座名②住所③氏
名④年齢⑤電話番号を、10月11日（消
印有効）までに〒176-8501区役所内
清掃事業係☎5984-1059 Eメール
seisoukanri03@city.nerima.tokyo.jp

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：10月2
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨永
☎090-4374-3888
◆南ヶ丘商店街▶日時：10月7日㈮午
前9時から▶問合せ：栗原☎3998-3800

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。

包丁・ハサミ研ぎグループ練馬丁寧な研ぎで
好評です！ 練馬区下石神井2-10-13

まずはお問い合わせください
☎090-9642-2427包丁切れなくて困っていませんか？

　特定社会保険労務士の井上友紀さんと順天堂大学大学院特任教授の
福田洋さんに、働き方と健康の両面からお話を伺います。▶日時：11月
1日㈫午後3時～5時10分▶申
込：10月17日㈪までに区ホー
ムページ「電子申請」で申し込
んでください▶問合せ：人権・
男女共同参画課☎5984-4518

オンライン開催 ワーク・ライフ・バランスセミナー

「“育業”が取りやすくなりました！
～改正育児・介護休業法」

「新型コロナの最新情報とウィズコロナの健康職場」

講座・催し❷
五味康祐のオーディオで
聴くレコードコンサート
～ハイドンの交響曲

▶対象：中学生以上▶日時：10月22日
㈯Ⓐ午後1時30分～3時Ⓑ午後3時30
分～5時▶場所：石神井松の風文化公
園管理棟▶定員：各16名（抽選）▶費
用：300円▶申込：往復ハガキで①催
し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員（2名
まで）の住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を、10月7日（必着）までに〒177-
0045石神井台1-33-44　石神井公園
ふるさと文化館分室へ　※同ホーム
ページ（https://www.neribun.or.
jp/furusato.html）からも申し込めま
す。▶問合せ：石神井公園ふるさと文
化館☎3996-4060

武蔵大学公開講座「グローバル
時代の高等教育～インターネッ
トをどう活用していくか？」
▶対象：18歳以上の方▶日時：11月12
日㈯午後2時～4時▶講師：武蔵大学
国際教養学部長／東郷賢▶申込：11月
8日㈫までに区ホームページ「電子申
請」で申し込んでください　※1は電
話でも申し込めます。▶問合せ：生涯
学習センター☎3991-1667
1武蔵大学で開催
▶定員：100名（先着順）
2オンラインで開催
▶定員：300名（先着順）

講演会「成年後見制度の理念
と概要～意思決定支援のあ
り方」
▶日時：11月10日㈭午後1時～4時
▶場所：石神井庁舎5階▶講師：東京

アドヴォカシー法律事務所弁護士／
池原毅和▶定員：50名（先着順）▶申
込：電話またはファクスで①講演会
名②氏名（ふりがな）③電話番号を、
10月31日㈪までに権利擁護セン
ターほっとサポートねりま☎5912-
4022 FAX 3994-1224　※オンラ
インでも参加できます。詳しくは、
お問い合わせください。

地域ふれあい講座「ビーズ
でつくるブレスレット！」
▶日時：Ⓐ11月7日㈪Ⓑ10日㈭午後
2時～4時▶場所：厚生文化会館▶定
員：各6名（抽選）▶費用：200円▶申
込：往復ハガキまたは電子メールで
①講座名（ⒶⒷの別も）②住所③氏名
（ふりがな）④電話番号を、10月18
日（必着）までに〒176-8501区役所
内文化・生涯学習課管理係☎5984-
1285 Eメール bunkashougai@city.
nerima.tokyo.jp

北朝鮮当局による拉致問題
パネル展
▶日時：10月5日㈬～11日㈫午前8
時45分～午後8時（11日は午後3時
まで）▶場所：区役所アトリウム▶問
合せ：人権啓発担当係☎5984-1452

スポーツ
初心者スポーツ教室
バスケットボール
▶対象：小学4～6年生▶日時：11月
5日～12月10日の毎土曜午後4時～

6時【6日制】▶場所：中村南スポーツ
交流センター▶定員：35名（抽選）▶
保険料：198円▶申込：往復ハガキで
①教室名②住所③氏名（ふりがな）④
生年月日・学年⑤性別⑥電話番号
を、10月11日（必着）までに〒176-
8501区役所内スポーツ振興課事業
係☎5984-1947　※区ホームペー
ジからも申し込めます。

区民体育大会
▶申込：体育館やスポーツ振興課
（区役所本庁舎8階）、区ホームペー
ジなどにある実施要項をご覧の上、
110月7日㈮2314日㈮までに
各申込先へ▶問合せ：スポーツ振興
課事業係☎5984-1947
1サッカー（少年の部）
▶対象：小学4～6年生のチーム▶
日時：11月3日～来年2月25日の
土・日曜、祝日▶場所：練馬総合運
動場公園など
2バスケットボール（小学生の部）
▶対象：8名以上で構成されたチー
ム▶日時・内容：女子の部…12月3
日㈯・11日㈰、男子の部…18日
㈰・24日㈯、男女準決勝・決勝…
25日㈰　いずれも午前9時から▶
場所：光が丘体育館など▶保険料な
ど：1チーム3,000円
3駅伝
▶日時：12月11日㈰午前8時30分
から▶場所：練馬総合運動場公園
▶費用（1チーム）：中学生3,200
円、高校生3,600円、一般・壮年
4,000円
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