
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
◆歳末バラエティーセール▶日程：
12月15日㈭まで▶場所：江古田駅北口
駅前通り▶内容：買い物をした方に抽
選で景品をプレゼント▶問合せ：江古
田駅北口商店会・佐久間☎080-3203-
8859
◆JA東京あおば　シクラメンなど
贈答花の売り出し▶日時：12月7日
㈬～11日㈰午前10時～午後5時▶場
所・問合せ：ふれあいの里（桜台3-35-
18）☎3991-8711
◆魚介類共同販売▶日程：12月9日
㈮▶場所：石神井魚商親睦会共同販売
参加店▶内容：かずのこ、イクラ、タ
ラバガニなどを通常価格より安く販売
▶問合せ：石神井魚商親睦会・若杉☎
3995-3958
◆とれたて練馬の野菜市▶日時：12
月9日㈮・10日㈯午前10時30分～午
後3時▶場所：武蔵関駅前郵便局南側
▶問合せ：武蔵関駅北口商店会・平岩
☎090-5819-7171
◆スポーツ吹き矢教室▶日時：Ⓐ12
月10日Ⓑ24日Ⓒ1月14日Ⓓ28日Ⓔ2月
25日Ⓕ3月11日Ⓖ25日の土曜午前10
時～正午▶場所：平和台体育館▶定員：
各20名（先着順）▶費用：800円▶申込：
電話またはファクスで①教室名（Ⓐ～Ⓖ
の別も）②住所③氏名④年齢⑤電話番
号を、開催日の前日までにSSC平和台
☎ FAX 5921-7800
◆光アートの祭典「ねりま光が丘 光
ページェントフェスタ2022＆23」
▶日時：12月17日㈯・18日㈰午前10

時～午後8時　※ふれあいの径では1
月15日㈰までの午後4時～10時に13
万球のイルミネーションを点灯。▶場
所：光が丘公園けやき広場など▶内容：
光アートステージ、音楽ダンス、出店
など▶問合せ：ねりま光が丘地域力活
性化プロジェクト実行委員会事務局・
大熊☎090-1765-2482
◆ミニラグビー体験会▶対象：4歳児
～小学5年生▶日時：12月18日㈰午前
9時10分～11時30分▶場所：練馬総合
運動場公園▶内容：実技指導、模範試
合▶講師：日本ラグビーフットボール
協会公認育成コーチほか▶申込：12月
17日㈯までに電話で練馬ラグビース
クール・大嶋☎080-4413-2703　※
専用の申し込みフォーム（https://
forms.gle/eWi5kaJFL2YRSztz9）
からも申し込めます。
◆外で遊ぼうin石神井公園～自然
と友達になろう！▶対象：小学生以
上のお子さんと保護者▶日時：12月
18日㈰午前10時～正午▶場所：石神
井公園▶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催し名②参加者全員の氏
名・年齢③電話番号を、12月15日㈭
までにSSC桜台・南波☎090-1408-
9900 Eメール sakuradai.staff3@
gmail.com
◆元Jリーガーによるサッカークリ
ニック▶対象：Ⓐ小学3・4年生と保護
者Ⓑ小学5・6年生▶日時：12月24日
㈯Ⓐ午前10時～正午Ⓑ午後1時30分
～4時30分▶場所：大泉さくら運動公
園▶講師：元日本A代表／酒井友之ほか
▶定員：Ⓐ50組Ⓑ100名（先着順）▶費

用：1人1,000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。
◆新春！浅草七福神巡り▶日時・場
所：1月5日㈭午前9時30分東京メトロ
銀座線田原町駅集合～矢先稲荷神社～
浅草寺～待乳山聖天～午後0時30分東
京メトロ銀座線浅草駅解散（約6㎞）▶
定員：60名（先着順）▶費用：800円▶
申込：往復ハガキで①催し名②参加者
全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を、12月12日（必着）までに
〒179-0076土支田2-3-3　練馬区ウ
オーキング協会・五十嵐☎080-1207-
5512
◆新春初歩き～地元練馬を歩く
▶日時・場所：1月8日㈰午前9時30分
西武池袋線石神井公園駅集合～南田中
稲荷天祖神社～観蔵院～長命寺～午後
0時30分西武池袋線練馬高野台駅解散
（約6㎞）▶定員：50名（先着順）▶拝観
料など：1,100円▶申込：往復ハガキで
①催し名②参加者全員の郵便番号・住
所・氏名・年齢・電話番号を、12月
12日（必着）までに〒177-0044上石
神井1-32-37　SSC上石神井☎3929-
8100（問い合わせは月・水・金曜午
前10時～午後3時）
◆テニス教室（一般）▶費用：6,000円
▶申込：往復ハガキで①教室名（P～R
の別も）②住所③氏名④性別⑤電話番
号⑥会員・一般の別を、開始日の2週
間前までに〒177-0053関町南1-12-
3-305国分方　練馬区テニス協会☎
080-3123-6840
P土支田庭球場▶日時：1月10日～2
月14日の毎火曜午前9時～10時50分
【6日制】▶定員：60名（先着順）

QR夏の雲公園庭球場▶日時：2月2日
～3月16日の毎木曜Q午前9時～10時
50分R午前11時5分～午後0時55分
【2月23日を除く。6日制】▶定員：各
45名（先着順）
◆初心者水泳教室（Ⓐ水っていい
なⒷきちっと平泳ぎⒸ泳げるよう
になりたい）▶対象：Ⓐ年長児～小学
生ⒷⒸ小学3年～中学生▶日時：Ⓐ1月
13日～3月31日の毎金曜午後3時～4
時30分【12日制】ⒷⒸ1月12日～4月
13日の毎木曜午後5時30分～7時【1
月19日、2月23日を除く。12日制】▶
場所：Ⓐ光が丘体育館ⒷⒸ旭町南地区
区民館▶定員：Ⓐ25名ⒷⒸ各8名（先着
順）▶費用：8,000円▶申込：往復ハガ
キで①教室名（Ⓐ～Ⓒの別も）②住所③
氏名（ふりがな）④学年⑤性別⑥電話番
号を、12月15日（必着）までに〒179-
0075高松3-7-25-601　練馬区水泳
リーダー連絡会・松本☎3990-8870
◆奨学金の希望者募集　詳しくは、
（公財）福太郎奨学財団事務局（豊島区
巣鴨2-12-10　巣鴨信用金庫研修会
館内）または同ホームページ（http://
www.fukutaro-zaidan.jp/）にある
募集要項をご覧ください。▶対象：次
の①②のいずれかに当てはまる方　①
都内在住で、大学などに在学または進
学予定②都内の大学などに在学また
は進学予定▶申込期限：2月3日㈮▶貸
与金額：月額5万円（無利息）▶問合せ：
（公財）福太郎奨学財団事務局☎3940-
0495

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、12月13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：12月18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：12月18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）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：12月2日㈮午
前9時から▶問合せ：栗原☎3998-3800
◆光が丘IMA南館前▶日時：12月4
日㈰・11日㈰午前10時～午後3時▶
問合せ：冨永☎090-4374-3888

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：12月3日㈯
午前10時～正午・午後1時30分～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
◆音を楽しむクリスマスコンサート
▶対象：中学生以下のお子さんと保護
者▶日時：12月24日㈯午後1時30分
～3時▶場所：光が丘夏の雲小▶定員：
100組（先着順）▶申込：電話でチャオ
ズウインドアンサンブル・末永☎090-
9008-7723（午後6時～8時）

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

今年最後です！来年は3月から
☎090-9642-2427包丁切れなくて困っていませんか？

講座・催し❷
手作り品販売市場「ねりいち」
　障害のある方が作ったお菓子や雑
貨などを販売します。▶問合せ：就労
支援係☎5984-1387 FAX 5984-1215

場所 日時

大泉図書館 12/1㈭・8㈭・22㈭
11：00～13：30

ココネリ2階 12/12㈪～16㈮
11：00～14：00

家族や友人と柿を育ててみま
せんか
　柿の栽培や収穫などを体験します。
▶対象：18歳以上の方を含む、次の
ⒶⒷのいずれかに当てはまるグルー
プ　Ⓐ区内在住の家族Ⓑ区内在住の
方が半数以上いるグループ▶日時：2
～11月の土曜5日程度（午前中）▶場
所：大泉学園町3丁目の畑など　※駐
車場はありません。▶定員：15組（抽
選）▶費用：1組4,000円　※別途、保
険料1人165円。▶申込：ハガキまた
はファクスで①催し名②参加者全員
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
年齢③代表者の氏名・電話番号を、
12月12日（必着）までに〒176-8501
区役所内農業振興係☎5984-1403
FAX 3993-1451

五味康祐のオーディオで
聴くレコードコンサート
～年の瀬に「第九」などを聴く

▶対象：中学生以上▶日時：12月24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、12月9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

日本大学芸術学部によるサロ
ンコンサート「彩り煌

きら

めくコン
サート～フルートとピアノ」

▶対象：小学生以上▶日時：1月29日㈰
午後2時～3時▶場所：石神井松の風
文化公園管理棟▶定員：100名（抽
選）▶申込：往復ハガキで①催し名②
参加者全員（2名まで）の住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を、1月6日
（必着）までに〒177-0041石神井町
5-12-16　石神井公園ふるさと文化
館☎3996-4060　※同ホームペー
ジ（https://www.neribun.or.jp/
furusato.html）からも申し込めます。

上映会えーるシネマサロン「アイ・
コンタクト～もう1つのなでしこ
ジャパン ろう者女子サッカー」

▶日時：1月20日㈮Ⓐ午前10時～正
午Ⓑ午後1時30分～3時30分▶場所：

男女共同参画センターえーる▶定員：
各20名（先着順）▶申込：電話または
ファクス、電子メールで①上映会名
（ⒶⒷの別も）②氏名（ふりがな）③電
話番号を、同所☎3996-9007 FAX
3996-9010 Eメール oubo@nerima-
yell.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、1月6日㈮までにお知らせく
ださい。　※日本語字幕付き。

来年度アトリウムミニステー
ジの出演者を募集
　来年度、区役所アトリウムで開催
予定のコンサートの出演者を募集し
ます。▶申込：大泉学園ゆめりあホー
ルや文化・生涯学習課（区役所本庁
舎8階）、練馬文化センターホーム
ページ（https://www.neribun.or.
jp/nerima.html)にある募集要項を
ご覧の上、12月20日（必着）までに
練馬文化センター☎3993-3311

スポーツ
区民体育大会

▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
●自転車（競技用）
▶対象：中学生以上▶日時：1月22日
㈰午前9時から▶場所：西武園競輪
場（埼玉県所沢市）▶内容：一般男子
29歳以下・39歳以下・49歳以下・
59歳以下・69歳以下・70歳以上の
部、一般女子の部　※400・1,200m
のタイムトライアル。▶保険料など：
500円▶持ち物：競技用自転車、ヘ

ルメット▶申込：往復ハガキで①部
別②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤
性別⑥電話番号を、1月13日（必
着）までに〒179-0085早宮1-29-2　
自転車連盟・斎藤へ
●キャッチバレーボール（一般）
▶対象：中学生以上の男子チーム・女
子チーム、25歳以上の女子チーム▶
日時：1月22日㈰・29日㈰午前9時か
ら▶場所：平和台体育館▶申込：体育
館やスポーツ振興課（区役所本庁舎8
階）、区ホームページにある実施要項
をご覧の上、12月23日㈮までに練
馬区キャッチバレーボール協会へ

スキー大会①区民体育大会
②練馬区選手権大会

▶対象：小学生以上▶日時：1月15日
㈰午前8時30分から▶場所：牧の入
高原スノーパーク（長野県下高井郡）　
※現地集合・解散。▶内容：①大回
転競技②回転競技▶費用：2,000円
（中学生以下1,500円）▶申込：体育
館やスポーツ振興課（区役所本庁舎
8階）、区ホームページにある実施
要項をご覧の上、1月5日㈭までに
大会事務局へ▶問合せ：スポーツ振
興課事業係☎5984-1947

都民体育大会練馬区選考会　
バドミントン（個人）

▶日時：2月5日㈰午前9時から▶場
所：光が丘体育館▶保険料など：1組
2,000円▶申込：体育館やスポーツ
振興課（区役所本庁舎8階）、区ホー
ムページにある実施要項をご覧の
上、1月10日㈫までに練馬区バドミ
ントン協会・塩澤へ▶問合せ：ス
ポーツ振興課事業係☎5984-1947
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