
ミニガイド
◆Ⓐ練馬大根地産マルシェⒷクリ
スマスライブ▶日時：12月25日㈰Ⓐ
午前10時からⒷ午後2時30分から▶
場所：北町上宿公園（北町2-35-5）▶申
込：当日会場へ▶問合せ：ニュー北町
商店街振興組合・村上☎090-4524-
8853
◆JA東京あおば　年末大売出し
▶日程：12月28日㈬～30日㈮▶場所：
ふれあいの里（桜台3-35-18）、こぐれ
村（大泉学園町2-12-17）、とれたて村
石神井（石神井町5-11-7）▶問合せ：JA
東京あおば地域振興部☎5910-3066
◆公衆浴場で正月朝湯▶日程：1月
2日㉁　※時間は各浴場にお問い合わ
せください。▶場所：区内公衆浴場▶
費用：500円（小学生200円、未就学
児100円）▶問合せ：練馬区公衆浴場組
合・風間☎3991-5092
◆ほんちょう通りの鏡開き▶日時：1
月7日㈯午後2時から▶場所：富士見台
本町通り商店街▶内容：ミニようかんを
プレゼント　※なくなり次第終了。▶
定員：400名（先着順）▶問合せ：富士見
台本町通り商店会・大野☎3990-1876
◆パークロード石神井　新春餅つ
き大会と獅子舞・2023年お年玉
セール▶日時：1月9日㈷午前10時か
ら▶場所：石神井公園商店街▶内容：餅
の販売　※なくなり次第終了。▶問合
せ：石神井公園商店街振興組合・小川
☎3996-0414
◆税に関する絵はがきコンクール
の作品を募集▶対象：小学生▶申込：
ハガキの裏面に税をテーマにした絵と
標語を描画し、表面の下段に①住所②
氏名③学校名・学年・クラス④電話番
号を記入の上、1月13日（必着）までに
〒176-0011豊玉上2-23-10　練馬東
法人会☎3994-7272　※参加賞、優
秀作品に賞品あり。

◆自転車安全利用TOKYOセミナー
▶日時：1月20日㈮午後2時～4時40
分▶場所：区役所本庁舎20階▶定員：
50名（先着順）▶申込：交通安全課（区
役所本庁舎13階）や東京都ホームペー
ジ（https://www.tomin-anzen.
metro.tokyo.lg.jp/kotsu/）にある
申込書を、1月13日㈮までに東京都総
合推進課☎5388-3124　※オンライ
ンでも配信します。詳しくは、同ホー
ムページをご覧ください（定員50名
〈先着順〉）。
◆伝統文化日本舞踊子ども教室発
表会▶日時：1月22日㈰午後2時～4時
▶場所：生涯学習センター▶定員：200
名（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合
せ：練馬・春日会・春日☎090-5302-
5511
◆フライングディスク指導者資格
認定講習▶対象：18歳以上の方▶日時：
1月29日㈰午前10時～午後4時▶場所：
大泉学園町体育館▶講師：フライング
ディスクインストラクター1級／井上亨
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話また
はファクスで①講習会名②住所③氏名
④年齢⑤性別⑥電話番号を、1月21日
㈯までにSSC大泉☎3921-1300 FAX
3921-1691
◆ねりまのねり歩き（開運・雑司が谷
七福神めぐりコース）▶日時・場所：
Ⓐ1月16日㈪Ⓑ18日㈬午前9時45分東
京メトロ有楽町線護国寺駅集合～清土
出現所～雑司ヶ谷鬼子母神堂～仙行寺
～午後0時30分西武池袋線池袋駅解散
（約3㎞）▶定員：各15名（抽選）▶費用：
500円▶申込：往復ハガキで①催し名
（ⒶⒷの別も）②参加者全員（4名まで）
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を、1月4日（必
着）までに〒176-0001練馬1-17-1　
ねりま観光案内所☎3991-8101

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
12月24日㈯午前10時～午後7時▶問
合せ：内田☎3991-1243

◆光が丘IMA南館前▶日時：12月25
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：冨永
☎090-4374-3888

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
◆おやこでたのしむコンサート！▶
対象：小学4年生以下のお子さんと保護
者▶日時：1月14日㈯午後2時～3時▶場
所：生涯学習センター▶定員：70名（先
着順）▶費用：1人500円▶申込：電話で
アンサンブル・コッコリーノ事務局☎
090-6118-1739（午前9時～午後2時）
◆1月の水泳ワンポイントレッスン
▶対象：4歳児～中学生　※小学3年以
下のお子さんには水着を着用した保護
者が付き添ってください。▶日時：1月
21日㈯午前9時～11時▶場所：三原台
温水プール、上石神井体育館、平和台
体育館、光が丘体育館、中村南スポー
ツ交流センター▶内容：時間内に来場
したお子さんに指導者が助言　※2時
間の講座ではありません。▶費用：プー

ル利用料（保護者のみ）▶持ち物：水着、
水泳帽▶申込：当日会場へ
◆サッカーを楽しもう！▶対象：①
3・4歳児と保護者②4～6歳児と保護
者▶日時：1月21日㈯①午前9時30分
～10時30分②午前10時45分～11時
45分▶場所：学校教育支援センター
▶定員：各30組（先着順）▶費用：1人
500円▶持ち物：サッカーボール▶申
込：電話でFCSAMURAI・岩田☎090-
2562-8500（午前11時～午後3時）
◆スポーツ（体操・トランポリンなど）▶
対象：3歳児～中学生　※未就学児は保
護者同伴。　※保護者の参加も可。▶日
時：1月21日㈯午前9時30分～11時30分
▶場所：大泉学園町体育館▶定員：30名
（先着順）▶費用：50円▶申込：当日会場へ
◆ハイハイからのおやこであそぼう！
リトミック＆アート▶対象：0～3歳
児と保護者▶日時：1月24日㈫午前10
時30分～11時30分▶場所：立野地区
区民館▶定員：20組（先着順）▶費用：
1組500円▶申込：電話でリトミック
サークルチャチャチャ・藤木☎3929-
6601（午後8時～10時）

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。
◆こぶし公園（富士見台3-53-1）▶日
時：1月8日㈰午前10時～正午（雨天中
止）▶申込先：〒177-0034富士見台
3-62-13-203　リサイクルおてだまや
☎090-6496-5366（先着20店。問い
合わせは午後6時～9時）
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：1月15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～9時）
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶日
時：1月15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

■ 高齢者水泳体験会（水中運動・
水泳）　60歳以上の方対象　①1月11
日②18日③25日午後1時～3時　大泉
学園町体育館　①～③とも参加費100
円　例会…60歳以上の方対象　毎水曜
午後1時15分～3時　大泉学園町体育
館　入会金1,000円　月会費1,500円　
保険料年1,850円（65歳以上1,200円）　
シルバースイミングクラブ大泉・石黒
☎090-9157-8044（要予約。午後1時
～4時）

■囲碁　青林会　おおむね5級以上の
方対象　月4回主に土曜または日曜午
後1時～5時　生涯学習センターなど　
月会費500円　年4回大会、年2回合
宿あり　小坂☎090-7281-1800（要
予約）
■椅子に座って行う健康体操　ねり
ま健康体操部きらきらボディ　中高
年齢者対象　主に毎木曜午後1時～2
時　大泉学園地区区民館など　会費1
回500円　初回は無料体験可　蝦名☎
090-9844-6953 Eメール kbd3kira@
yahoo.co.jp（要予約）
■女性コーラス（ポピュラー・クラ
シックなど）　ピアニッシモ　月3
回月曜午後2時～4時　旭町南地区区
民館　月会費4,000円　谷口☎080-
1044-8630（要予約）

■ 混声合唱団こぶし（名歌・抒情
歌・発声練習）　第2・4日曜午後1時
～4時　生涯学習センターなど　講師　
内田裕見子　入会金1,000円　月会費
2,500円　せき☎090-7256-0446
Eメール haruko6954830@docomo.
ne.jp（要予約）
■「高砂」を謡おう　1月9日・23日、
2月6日・20日午前10時～正午　春日
町地域集会所　参加費500円　柏樹
会・八田☎090-6002-2618 Eメール
QYJ13065@nifty.com（要予約）
■試写会・幻のテレビドラマ「ひと
りっ子」　1月15日午後2時～4時15
分　春日町図書館　参加費500円程度　
ねりま春日町九条の会・清水☎090-
9976-7640 Eメール kikukoasuka
1214@gmail.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

ヤングダンス講座
▶対象：中学生～おおむね30代の方
▶日時：Ⓐ1月8日㈰Ⓑ3月21日㈷午
後6時～8時Ⓒ2月21日㈫午後7時～
9時▶場所：春日町青少年館▶内容：
ヒップホップダンスなど▶講師：ダ
ンスインストラクター／湖都美▶定
員：各25名（先着順）▶申込：電話で
同所☎3998-5341

ボディーコントロール
（体幹運動）
▶日時：1月10日㈫・24日㈫・2月
21日㈫・3月7日㈫・21日㈷午前
10時～11時、2月10日㈮午後2時～
3時【6日制】▶場所：石神井公園区民

交流センター▶講師：トレーナー／
植田麻利子▶定員：30名（抽選）▶申
込：12月25日㈰までに電話で同所
☎5910-3451

五味康祐のオーディオで
聴くレコードコンサート
～ドボルザークとスメタナ

▶対象：中学生以上▶日時：1月28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、1月13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

文化交流カフェ～日本人と外国
人の交流&節分と春節の紹介

▶日時：1月28日㈯午後2時～4時▶
場所：区役所アトリウム地下多目的
会議室▶定員：日本人の方…15名、
外国人の方…15名（いずれも先着
順）▶費用：100円▶申込：電話また
は電子メールで①催し名②氏名③
電話番号④国籍を、事業推進係☎
5984-1523 Eメール chiiki17@city.
nerima.tokyo.jp

人権セミナー
「部落の歴史から学ぶこと」
▶日時：1月20日㈮午後6時30分～
8時30分▶場所：区役所本庁舎20階
▶講師：東日本部落解放研究所事務
局長／鳥山洋▶定員：30名（先着順）
▶申込：電話またはファクス、区ホー
ムページ「電子申請」で①セミナー名
②代表者の住所・氏名・電話番号
③参加人数を、人権啓発担当係☎
5984-1452 FAX 3993-6512　 ※
保育室（6カ月以上の未就学児対象。
定員4名）を利用したい方は、お子
さんの氏名（ふりがな）・年齢も、手
話通訳を希望する方はその旨も、1
月10日㈫までにお知らせください。

  令和4年（2022年）12月21日 7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。


