
■ シャドーボックス（3D）　第1・3
木曜午前10時10分～正午　光が丘地
区区民館　入会金2,000円　月会費
3,000円　教材費月500円　石川☎
3976-4952（要予約）
■ 手編みの会　中高年齢者対象　第
2・4金曜午前10時～正午　光が丘区
民センター5階など　月会費3,000円　
材料費実費　さぎさか☎080-2252-
6367（要予約）

■ CONNECT2022～みんながつな
がって楽しめる光が丘フェス（アフリカ
ンダンス・盆踊り・運動あそびなど）　
11月3日午前11時～午後4時　夏の雲
公園（雨天時は光が丘夏の雲小）　入場
無料（一部実費）　実行委員会・岸☎
090-8509-6817 Eメール connect.
nerima@gmail.com
■第51回練馬文化の会美術会展（絵
画・彫刻など）　11月30日～12月
4日午前10時～午後6時（4日は午後4
時まで）　練馬区立美術館　入場無料　
仲野☎3977-3236
■やさしい日舞・民謡舞踊（西崎流）　
翠会　月4回①火曜②木曜午後1時30
分～4時　生涯学習センター　①②
とも入会金1,000円、月会費4,000円　
古澤☎5998-3839

■ふろしき30周年記念イベント（地域
コミュニティについての講演・吹
奏楽部の演奏など）　11月20日午後
2時～4時30分　区役所アトリウム地
下多目的会議室　講師　枝元なほみ　
入場無料　NPO法人アクト練馬ふろ
しき・馬渕☎5999-1030（要予約）
■スペイン語（会話・学習）　アミーゴス・
デ・エスパニョール　第1・3水曜午後3
時15分～4時45分　旭町南地区区民館　
外国人講師が指導　入会金2,000円　
月会費3,000円　初回は無料体験可　
大野☎ FAX 3999-5864（要予約）
■卓球　ひよこクラブ　試合ができ
る女性対象　毎月曜午前9時30分～正
午　旭町南地区区民館　コーチが指
導　月会費3,000円　サカガワ☎070-
1447-0021（要予約。午後6時以降）

■コン・フォートクラブ写真展　11
月3日～6日午前10時～午後6時（6日
は午後5時まで）　大泉学園ゆめりあ
ギャラリー　入場無料　例会…偶数月
の最終日曜午後1時～4時　石神井公
園区民交流センター　入会金2,000円　
年会費8,000円　月1回撮影会、年数
回学習会・写真展などあり　平井☎
FAX 3904-6329（午後8時～9時）
■初心者向け太極拳体験会　11月4
日・11日午後1時30分～2時45分　旭
町北地区区民館　参加費無料　例会…
初心者対象　毎金曜午後1時30分～2
時45分　旭町北地区区民館　年会費
1,000円　月会費3,500円　太極拳
わの会・ウーピン☎080-5437-4406
Eメール wqtyr599@yahoo.co.jp（要
予約）

■英語で日本昔話・世界の童話を読
む会（①日本昔話クラス②世界の童
話クラス）　女性対象　①第1・3②
第2・4水曜午後1時～2時30分　光が
丘図書館　①②とも月会費2,000円　
松田☎6915-6502（午前10時～午後2
時）Eメール k9-kumapapa2020@
gm2000.net（要予約）
■囲碁サークル　木曜会　毎木曜午
前9時～正午　北町第二地区区民館　
会費無料　年1・2回大会あり　河原
☎070-8492-2807（正午～午後2時）
■第3回江古田のまちの芸術祭2022　
10月29日～11月6日　西武池袋線
江古田駅周辺のギャラリーなど　入場
無料（一部実費）　実行委員会・田島
☎3948-5328 Eメール fwge7555@
nifty.com

● この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
● 掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
● 場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

区 民 の ひ ろ ば

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
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　区内で活動するスポーツ関係団体が協力して
開催します。▶持ち物：上履き▶申込：当日会場へ
▶問合せ：スポーツ振興課振興係☎5984-1948　
※小学3年生以下は保護者同伴。

障害のある人もない人も一緒にスポーツを楽しもう！

ねりすぽフェスティバル

光が丘体育館 光が丘公園けやき広場
ボッチャ、車いすスラローム、手のひ
ら健康バレー、輪投げ、けん玉、スポー
ツスタッキング、スラックライン、フラッ
グフットボール、シャドーボクシング

アキュラシー、ターゲットバードゴル
フ、グラウンド・ゴルフ、モルック、ゲー
トボール、ディスゲッター

※雨天時は、体育館で内容を一部変更して開催。

11/3㈷ 13：00～15：00

子ども・教育❷
11月の「赤ちゃんからの飲
む食べる相談」
　少人数のグループで、乳幼児のい
る家庭の食事について相談できま
す。▶対象：0～3歳児▶申込：電話
で各保健相談所へ

場所（保健相談所）・
申込先

日時
（いずれも40分程度）

定員
（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

11㈮ ①9：30 ②10：30
21㈪ ①13：30 ②14：30 36組

　北
☎3931-1347 29㈫ ①9：30 ②10：30 32組

光が丘
☎5997-7722 25㈮ ①13：30 ②14：30 32組

石神井
☎3996-0634

  2㈬ ①9：30 ②10：30
15㈫ ①14：00 ②15：00 36組

大　泉
☎3921-0217 21㈪ ①9：30 ②10：30 24組

　関
☎3929-5381 18㈮ ①9：45 ②10：50 24組

ひとり親家庭ニーズ調査報
告書がご覧になれます
　ひとり親家庭の自立支援を充実す
るため、調査を実施しました。報告
書は、図書館（南大泉図書館分室を
除く）や区民情報ひろば（区役所西庁
舎10階）、区ホームページでご覧に
なれます。▶問合せ：ひとり親家庭
支援係☎5984-1319

小学校の入学準備費を支給
します
　経済的にお困りの家庭に、小学校
の入学準備費を来年3月下旬に支給
します。希望する方は申請が必要で
す。申請書は就学時健診で配布しま
す。詳しくは、お問い合わせいただ

くか、区ホームページをご覧くださ
い。▶申請期限：来年1月13日（消印
有効）▶問合せ：学務課管理係☎
5984-5643

￥講座・催し
手軽に楽しむテーブル点前体験
▶対象：18歳以上の方▶日時：11月
14日㈪・21日㈪・28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

日本大学芸術学部公開講座
「地域とデザイン」
▶対象：18歳以上の方▶場所：日本大
学芸術学部▶定員：各100名（先着順）
▶申込：電話または電子メールで①講
座名（A～Cの別も）②住所③氏名④
電話番号を、11月15日㈫までに生涯
学習センター☎3991-1667 Eメール
s-center@city.nerima.tokyo.jp

講座名 日程 講師

A 都市に住まう・
小さな家

11/19
㈯

デザイン学科
教授／
若原一貴

B 小さなきっかけ
から作る～ブラ
ンディング

11/26
㈯

デザイン学科
准教授／
布目幹人

C 街に投げかける
小さなアートプ
ロジェクト

12/10
㈯

デザイン学科
教授／
池田光宏

※時間はいずれも10：30～12：00。

友好都市提携30周年記念！
中国・北京市海淀区 写真展
　海淀区の史跡や交流時の写真など
を展示します。▶日時：10月24日㈪
～31日㈪午前8時45分～午後8時
（24日は正午から。31日は正午まで）

▶場所：区役所アトリウム▶問合せ：
国際・都市交流担当係☎5984-1302

えーるスクエア・オンライン
講演会「身近にもある“＃Me
Too”私たちにできることは」
　刑法の性犯罪規定が改正されてか
ら5年たち、変わったことや今も残
る課題などを考えます。▶日時：11
月26日㈯午後2時～3時30分▶講
師：ライター／小川たまか▶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講演会名②氏
名（ふりがな）③年齢④電話番号⑤電
子メールアドレスを、11月23日㈷
までに男女共同参画センターえーる
☎3996-9007 FAX 3996-9010
Eメール oubo@nerima-yell.com
〈パネル展〉
　デートDVをテーマにしたパネルを
展示します。▶日時：11月1日㈫～30
日㈬午前9時～午後9時30分▶場所：
男女共同参画センターえーる
◎問合せ：同所☎3996-9007

スポーツ
区民体育大会　ローラースケート
▶日時：11月13日㈰午前10時～正午　
※予備日27日㈰。▶場所：総合体育
館▶内容：スピード競技（男女別）…
小学生未満の部（男女とも100m）、
小学1・2年生の部（男子200m・女
子100m）、小学3・4年生の部（男女
とも200m）、小学5・6年生の部（男
子300m・女子200m）、中学生の部
（男子300m・女子200m）、高校生・
一般の部（男子500m・女子200m）　
フィギュア競技（フリー演技のみ）…
男子の部・女子の部▶保険料など：
300円▶申込：ハガキで①大会名・
種目・部別②住所③氏名（ふりがな）
④年齢⑤性別⑥電話番号を、10月
31日（必着）までに〒357-0023飯能
市岩沢689-15　ローラースポーツ
連盟・安東へ▶問合せ：スポーツ振
興課事業係☎5984-1947

令和4年（2022年）10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、


