
3  令和4年（2022年）11月11日令和4年（2022年）11月11日  2 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、 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。

　練馬産農産物やお弁当などを販売します。
▶場所：いずみ児童遊園（南大泉3-29）、南大泉三丁目緑地（南大泉3-27）

　チェックポイントの周辺で、練馬産農産物を
使った料理を販売します。

実りの秋！ 実りの秋！ 食欲の秋！食欲の秋！

　農のある風景を未来に引き継ぐため、令和元年度に南大泉3・4丁目が「農の風景育成地
区」に指定されました。地区内の農業者が中心となって、その魅力を楽しむイベントを開催し
ます。▶問合せ：事業調整担当係☎5984-1498　※詳しくは、実行委員会ホームページ

（https://www.minamioizumi.jp/）をご覧ください。

◀詳しくは
　コチラ

全国都市農業フェスティバル全国都市農業フェスティバル来年11月
開催

　都市農業を振興する国内都市から農業者などを招待
し、都市農業の魅力を発信するフェスティバルを開催し
ます。

南大泉 with 農フェスタ2022南大泉 with 農フェスタ2022を楽しもう！

ねりまねりまののおいしさおいしさををお届け！お届け！  
練馬大根練馬大根を味わおう！

　練馬大根は繊維がしっかりしていて煮崩れしにくいため、さまざまな
料理に使用できます。この機会に、ご自宅やレストランで味わってみま
せんか。▶問合せ：農業振興係☎5984-1403

　区内のレストランで練馬大根を使ったメニューを販売します。ぜひ、ご
賞味ください。

レストランでも！

場所・問合せ 販売期間 メニュー 価格

区
役
所

展望レストラン
（本庁舎20階）
☎3948-3315

11/13㈰
から

ふろふき大根と鶏肉のステーキ
仕立て大根のフリットのせ 1,680円

職員レストラン
（西庁舎地下1階）
☎3993-8805

11/14㈪
～ 18㈮

練馬大根と鶏のあんかけそば・
うどん 510円

和風レストラン「かど36」
（勤労福祉会館）
☎3921-5535 11/15㈫

から

定食(豚角煮大根、ぶり大根、ふ
ろふき大根、おでんなど) 990円から

小料理石井
（東大泉5-36-14）
☎4283-1430

練馬大根みぞれ鍋(コース料理
の一部)

6,820円
（コース料金）
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中国料理
「白楽天」
☎5372-4500 11月

下旬から

練馬大根とポークスペアリブの
土鍋スープ 1,600円

日本料理
「むさしの」
☎5372-4501

練馬大根とサーモンの黄金蒸し
要予約 1,500円

季寄庵 和歌里
（豊玉北5-16-12）
☎5999-4129

11/24㈭
から 大根ステーキ 600円

※なくなり次第終了。

販売場所・問合せ
練馬地区アグリセンター（春日町1-17-34）☎3999-7851
とれたて村石神井（石神井町5-11-７）☎3995-3132
ふれあいの里（桜台3-35-18）☎3991-8711
こぐれ村（大泉学園町2-12-17）☎3925-3113
にりん草（板橋区高島平3-12-21）☎3975-2189

※なくなり次第終了。

　区内農業者などが練馬産農産物や加工品を販売します。　※なくなり次第終了。

※小雨決行。

日程 団体名 問合せ
11/25㈮ NERIMA Farmer's Market（※）

JA東京あおば練馬地区アグリセンター
☎3999-7851（平日9：00～16：30）12/1㈭ NERIMA Farmer's Market×あかねの会

農福  ねりコレ

12/2㈮ Best Dishes!×あんずの家×ほっとすぺーす
練馬 農福  ねりコレ Best Dishes!・荘埜☎090-5506-7700

12/8㈭ 南口大泉マルシェ実行委員会 南口大泉マルシェ・木村☎090-4916-7401

12/9㈮ チームねりまde女子マルシェ×あかねの会×
ねりま観光案内所など 農福  ねりコレ

チームねりまde女子マルシェ・白石
☎080-6510-6022（平日11：00～17：00）

12/19㈪ JA東京あおば大泉新鮮直売組合 JA東京あおば大泉地区アグリセンター
☎3925-3112（平日9：00～16：30）

12/20㈫ どこでもマルシェ JA東京あおば石神井地区アグリセンター
☎3995-4955（平日9：00～16：30）

※花の販売が中心。

区役所アトリウムで

催し名 日時 場所 問合せ
軽トラマルシェ 12/2㈮・23㈮11：00～15：00 JA東京あおば石神井公園支店跡地（石神井町3-30-33） JA東京あおば石神井地区アグリセンター☎3995-4955

（平日9:00 ～ 16:30）関のボロ市マルシェ 12/9㈮10：30 ～ 15：00 JA東京あおば関町支店移転先（関町北4-11-3）

麦わらマルシェ 12/15㈭9：00 ～14：00 夏の雲公園みらいの広場（月見大橋南側）
（光が丘3-4）

JA東京あおば練馬地区アグリセンター☎3999-7851
（平日9:00 ～ 16:30）

石神井・光が丘で

クイズラリーで収穫体験
■2キーワードを見つけよう■1チェックポイントを確認 ■3収穫体験チケットを購入 ■4収穫体験！

実行委員会ホームページで5カ所の
チェックポイントを確認します。

▶時間：午前10時～正午・午後1時～ 4時　
※なくなり次第終了。▶受付場所：加藤農
園（南大泉3-15-3） ▶費用：1農園200円

南大泉
3・4丁目

クイズ

収穫体験チケット

全てのチェックポイントでクイズを
解き、キーワードを完成させます。

▶販売開始日：11月24日㈭
▶販売価格：１本230円

JA東京あおばで販売！JA東京あおばで販売！

▶販売開始日：11月23日㈷　※農業祭でも販売します。▶販売場所：おか田の
おつけもの（高松5-17-9）、ねりま観光案内所、石神井観光案内所▶問合せ：おか
田のおつけもの☎3995-6601（月曜を除く午前11時～午後6時）

漬物も販売！漬物も販売！

　アプリ「とれたてねりま」を
使って、スタンプを集めると、
ねりマルシェの会場で「練馬大
根とオリジナルバッグ」をプレ
ゼントします。▶引き換え日時：
11月27日 ㈰ 午 前10時 ～ 正
午▶定員:300名（先着順）

スタンプを集めた方に 練馬大根プレゼント！

たくさん

出店するよ！

マルシェマルシェで旬の農産物を手に入れよう！

ねりマルシェ
　区内農業者などが22店舗を出店
します。▶場所：平成つつじ公園（練
馬1-17-6）▶問合せ：農業振興係
☎5984-1403

農業祭農業祭に行ってみよう！

希少な練馬大根を販売！希少な練馬大根を販売！
▶販売予定数：1,700本▶販売価格：1本230円
※1人10本まで。なく

なり次第終了。

アプリのダウンロードはコチラ

アイフォーン アンドロイド

野菜たっぷりスープ
（あかねの会）

プレミアムパウンドケーキ
（ほっとすぺーす練馬）

障害者施設や

ねりコレ店も出店！

農福 …農家と障害者施設の
協働で生まれた商品を販売

ねりコレ …厳選された練馬の
オススメ商品を販売

マルシェも開催！ キッチンカーも登場！

宝
船
を
展
示
！

練
馬
大
根

買
っ
た
よ
！

昆布のうまみと
歯切れの良さが特徴

昆
こ ぶ て

布手割
わり

漬
（1袋500円）

さっぱりとした
甘酢漬け

千両漬
（1袋450円）

とれたてだよ！

農業祭について…JA東京あおば地域振興部☎5910-3066
練馬大根の販売について…区役所内農業振興係☎5984-1403問合せ  

11/19㈯・20㈰10：00〜16：00

11/27㈰10：00〜15：00

受付で
キーワードを
伝えよう！

5カ所の
畑で

野菜や
果物を
収穫！

愛
情
込
め
て

育
て
ま
し
た

新鮮な農産物を堪能しよう！新鮮な農産物を堪能しよう！
⃝野菜、果物、花、漬物、田舎まんじゅう

などを販売
⃝野菜や花の品評会

時間はいずれも午前10時～午後2時。

11/26㈯・27㈰10：00〜16：00

光が丘公園けやき広場

こっちも見てね


