
区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。

ミニガイド
◆パークロード石神井カレーDay 
2022▶日程：11月3日㈷～6日㈰▶場
所：石神井公園駅周辺▶内容：期間限
定メニューの販売、抽選会▶問合せ：
石神井公園商店街振興組合・土屋☎
3996-7419
◆えこだパンさんぽwith桜台～
パン屋を巡るスタンプラリー▶日
時：11月5日㈯・6日㈰午前9時～午後
4時▶場所：江古田駅・桜台駅周辺▶問
合せ：運営委員会・萩原☎090-7735-
1804　※詳しくは、とにかく江古田！
プロジェクトホームページ（https://
tonikakuekoda.jimdofree.com）を
ご覧ください。
◆第45回住宅デー▶日時：11月6日
㈰午前10時～午後2時▶場所：関区民
センターなど27会場▶内容：無料住宅
相談、耐震相談、包丁研ぎなど▶問合
せ：東京土建練馬支部☎3825-5522
◆ノルディックウォーキングin戸山
公園▶対象：18歳以上の方▶日時・場
所：11月12日㈯午前9時東京メトロ副都
心線西早稲田駅集合～新宿コズミック
スポーツセンター～箱根山～穴八幡宮
～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、
11月10日㈭までにSSC桜台・南波☎
090-1408-9900 Eメール sakuradai.
staff 3@gmail.com
◆たしざん福祉作業所の催し▶日
時：11月12日㈯午前11時～午後1時▶場
所：のうふくイガさんの畑（土支田1-35）
▶問合せ：たしざん福祉作業所☎6337-
2719（火～土曜午前9時～午後6時）
●ノウフクたしざんマーケット▶内
容：自主生産品・野菜の販売▶申込：当
日会場へ
●練馬大根引っこ抜き体験大会！▶定

員：30名（先着順）▶申込：電話でたしざ
ん福祉作業所へ
◆シャンソンを楽しく歌う会▶日時：
11月13日㈰午後1時～2時10分▶場所：
男女共同参画センターえーる▶講師：
シャンソン歌手／清水智子▶定員：10名

（先着順）▶費用：1,300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電話番号を、練馬シャンソンを
楽しむ会・下河☎080-6607-4321
Eメール h.shimogawa@kind.ocn.ne.jp
◆行政書士による講演会「相続問題
と遺言の勧め」と無料相談会▶日時：
11月17日㈭午後2時～4時30分▶場
所：区役所本庁舎20階▶申込：11月11
日㈮までに電話で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）
◆ターゲットバードゴルフ初心者体
験会▶対象：小学生以上　※小学生は
保護者同伴。▶日時：11月19日㈯午前
10時～正午（雨天中止）▶場所：練馬総
合運動場公園▶申込：当日会場へ▶問
合せ：練馬区ターゲットバードゴルフ
協会・田代☎090-4061-9569
◆区民企画講座「必見！SNS集客の
トレンドを学ぶ～簡単に効果的な
ホームページを作ってみよう！」　
▶対象：パソコンの基本操作ができる
方▶日時：11月20日㈰午前10時～正午
▶場所：男女共同参画センターえーる▶
講師：IT講師／谷口正哉▶定員：20名

（先着順）▶資料代：500円▶持ち物：パ
ソコン▶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、11月12日㈯までにひよこ起業会・
坂東☎070-5567-7954（午前9時～
午後6時）Eメール w08035817954@
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、
11月6日㈰までにお知らせください。
◆区民企画講座「パパと一緒にボー
ルやなわとび・親子体操」▶対象：3
歳児～小学3年生と父親　※母親の参
加も可。▶日時：11月27日㈰午後2時
～3時▶場所：男女共同参画センター

えーる▶講師：幼児体育公認指導員／
小畑真吾▶定員：15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）③お子さんの
年齢④電話番号を、BPプロジェクトCC
☎090-9811-3683 Eメール bremen_
parade_bpcat@yahoo.co.jp
◆バドミントン中学1年生交流大会
（ダブルスリーグ戦Ⓐ男子Ⓑ女子）▶
日時：12月4日㈰Ⓐ午前9時30分～午
後1時Ⓑ午後1時30分～4時30分▶場
所：平和台体育館▶定員：各24組（抽
選）▶費用：1人500円▶申込：電話また
は電子メールで①催し名（ⒶⒷの別も）
②2人の住所・氏名・学校名・電話番
号を、11月16日㈬までにSSC平和台
☎5921-7800 Eメール ssc-heiwadai
@nerimassc.gr.jp
◆元Jリーガーによるパパ・ママ一
緒のはじめてのサッカー教室▶対
象：Ⓐ4歳以上の未就学児と保護者Ⓑ
小学1・2年生と保護者▶日時：12月4
日㈰Ⓐ午前10時～11時30分Ⓑ午後1
時～2時30分▶場所：練馬総合運動場
公園▶講師：元水戸ホーリーホック／
村田翔ほか▶定員：各50組（先着順）▶
費用：1人500円▶申込：電話でSSC光が
丘・大熊☎090-1765-2482　※同ホー
ムページ（http://www.nerimassc.
gr.jp/sschikar/）からも申し込めます。
◆生涯現役！シニア期に向けた暮ら
しと働き方セミナー▶対象：55歳以
上の方▶日時：12月8日㈭午後1時～3時
45分▶場所：ココネリ3階▶定員：35名

（先着順）▶申込：電話で予約専用ダイヤル
☎5422-1399（平日午前9時～午後5時）
◆第16回早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート2023▶日
時：来年1月14日㈯午後3時開演▶場所：
武蔵野音楽大学江古田キャンパス▶曲
目：スメタナ／我が祖国より「モルダウ」
など▶出演：曽我大介（指揮）、高橋維（ソ
プラノ）ほか▶定員：942名（先着順）▶費
用：3,500円▶申込：ハガキで①催し名②
代表者の住所・氏名・電話番号③参加
人数を、11月10日（必着）までに〒176-
0024中村北3-9-10-307平田方　NYC

コンサート事務局☎070-3526-4179　
※専用の申し込みフォーム（https://
ticketta.net/）からも申し込めます。

献血にご協力を
◆練馬西税務署▶日時：11月11日㈮
午前10時～午後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
◆親子で楽しく運動遊び▶対象：2・
3歳児と保護者▶日時：11月12日㈯午
前10時30分～11時20分▶場所：ココ
ネリ3階▶定員：10組（先着順）▶費用：
1組300円▶申込：電話で3B体操練馬・
加藤☎090-7724-9197
◆あなたが主役！みんなでクラウン
（ジャグリングなど）▶対象：4歳児～
小学生と保護者▶日時：11月13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：30名（先
着順）▶費用：1人200円▶申込：電話で
ねりま子ども劇場・橋本☎080-7008-
4775（午後7時～9時）
◆お箏（こと）をさわってみよう▶
対象：小中学生▶日時：11月19日㈯午
後1時～3時▶場所：高野台地域集会所
▶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
◆コイルモーター作り▶対象：小学
4年～中学生と保護者▶日時：11月23
日㈷午前9時45分～11時15分▶場所：
ココネリ3階▶定員：40名（先着順）▶費
用：1人500円▶申込：電話でぶんかサイ
エンスカフェ・伊藤☎090-1771-0901
◆やってみよう！ペガーボール▶対
象：小中学生　※保護者の参加も可。
▶日時：11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：30名（先着順）▶申込：電話で練
馬区ペガーボール協会・原田☎090-
3234-5584

◆布でリースを作ろう！合奏を楽し
もう！▶対象：3歳児～小学生　※未
就学児は保護者同伴。▶日時：11月27
日㈰午後2時～4時▶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

子育て学習講座
◆話してみませんか？教育費のこと
▶対象：子育て中の保護者▶日時：11
月26日㈯午前10時～11時30分▶場
所：石神井公園区民交流センター▶定
員：20名（先着順）▶申込：電話で東京
第一友の会石神井方面・遠山☎090-
2056-8580（午後5時～8時）
◆子育ての悩み！“解決しない”と
いう解決法▶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
▶日時：11月27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）▶費用：500円
▶申込：電話でこねくとうぃず事務局
☎070-2263-5091（平日午前9時～
午後5時）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：11月4日㈮
午前9時から▶問合せ：栗原☎3998-
3800

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、11月15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：11月20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：11月20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）

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

消費生活展ねりま2022
11/12㈯
10：00～16：00
　暮らしや環境に関わる情報を楽しみながら知っていただくため、区内
の消費者団体などが開催します。ぜひ、お越しください。
▶問合せ：消費生活係☎5910-3089

消費生活展消費生活展

パネル展示
日常生活に

役立つ情報を発信！

手作り
おもちゃの配布
ひっくりカエルや
ブンブンゴマ！リサイクル

バザー
掘り出し物が
あるかも！？

記念品をプレゼント！

第50回

入場
無料

石神井公園区民交流センター
（石神井公園駅下車北口徒歩1分）

　火災が発生しやすい季節に備え、火災予防につ
いて考える催しを開催します。詳しくは、お問い
合わせいただくか、各消防署ホームページをご覧
ください。▶区の担当：防災調整係▶申込：当日会
場へ　★は事前の申し込みが必要です。

秋の火災予防運動

「もう一度 確認 安心 火の用心」

11月9日～15
日

日時・場所など 問合せ（消防署）
防火のつどい（火災予防業務協力者などの表彰、ジャズバ
ンドによる火災予防コンサート）▶日時：11/11㈮13:00
～15：00▶場所：大泉学園ゆめりあホール▶定員：40名

（先着順）
石神井☎3995-0119

防火のつどい（火災予防業務協力者などの表彰、★ロケッ
ト団による防火防災お笑いライブ）▶日時：11/18㈮
13:30～15：00▶場所：ココネリ3階

練馬☎3994-0119

防火診断、街頭での広報活動▶日程：11月9日㈬～15日㈫ 光が丘☎5997-0119

勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶定員：各30
名（先着順）▶申込：112月7日㈬
210日㈯314日㈬までに電話で同
所☎3923-5511
1働き方改革講座「外国人・高齢
者・障害者雇用制度と助成金」
▶日時：12月9日㈮午後6時～8時▶講
師：特定社会保険労務士／角山史朗
2元気はつらつ生活講座「若さを保
つ！いきいき食生活」
▶日時：12月13日㈫午後1時30分～3
時30分▶講師：介護福祉士／志寒浩二

3知って役立つ労働法「雇用契約の
更新・終了と失業保険」
▶日時：12月16日㈮午後6時～8時▶
講師：特定社会保険労務士／萩原一郎

つながるカレッジねりま
オンライン公開講座
～アンガーマネジメント

　つながるカレッジねりまは、地域
活動に役立つ知識とスキルを学ぶ場
です。今回、カリキュラムの一部を
Zoomで公開します。▶日時：11月
29日㈫午前9時30分～午後0時50分
▶講師：ヒューマンアカデミー㈱

／里村幸▶申込：11月22日㈫までに
電話でカレッジ担当係☎5984-
1613　※ポータルサイト（https://
www.collegenerima.jp/）からも
申し込めます。

四季の香ローズガーデンの催し
▶場所：四季の香ローズガーデン▶
申込：往復ハガキで①講座名（12
とⒶⒷの別も）②住所③氏名（ふりが
な）④電話番号を、11月18日（必着）
までに〒179-0072光が丘5-2-6　四
季の香ローズガーデン☎6904-2061　
※同ホームページ（https://www.

shikinokaori-rose-garden.com/）
からも申し込めます。
1聖夜を彩るクリスマスキャンド
ルアレンジメント
▶日時：12月3日㈯Ⓐ午前10時～
11時30分Ⓑ午後2時～3時30分▶
講師：第一園芸㈱／中川桃▶定員：各
21名（抽選）▶費用：5,000円
2バラの育て方講座～つるバラの
剪
せんてい

定と誘引
▶日時：12月4日㈰Ⓐ午前10時～
11時30分Ⓑ午後2時～3時30分▶
講師：第一園芸㈱／小河紀子▶定員：
各28名（抽選）▶費用：500円

※牛乳パックの回収はありません。
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