
■俳句　石神井句会　初心者～中級
者対象　第1月曜午後1時～4時　石
神井公園区民交流センターなど　講
師　「秋」主宰／佐怒賀正美　月会費
1,000円　小山☎ FAX 6761-3446
（要予約）
■プリンセスバレエ（クラシックバ
レエ）　毎金曜①午後5時～5時45分
（未就学児）②午後5時50分～6時50分
（小学1～3年生）　光が丘地区区民館
など　①②とも入会金2,000円　月会
費①3,300円②3,800円　1年半に1回
発表会あり　初回は無料体験可　富川
☎080-5403-0852（要予約）
■ ぐるっぺ光と花　第32回写真展
（花と風景）　1月25日～30日午前9
時～午後9時（30日は午後4時まで）　
春日町図書館　入場無料　例会…月1
回土曜または日曜午後1時～4時　春
日町図書館　入会金2,000円　会費6
カ月9,000円　月1回東京近郊で撮影
会あり　藤田☎3991-4882 Eメール
fujita-shigeru@mwa.biglobe.ne.jp

■ 社交ダンス　夢　初級者～中級者
対象　毎土曜午後2時30分～5時　桜
台地域集会所　入会金1,000円　会
費1回1,300円　内田☎080-9401-
9924
■ クラシックギター　ラ・ルース　
初心者対象　月1回土曜午後2時30分
～4時　光が丘地区区民館など　講師　
児玉祐子　会費6カ月9,000円　初回
は1,500円で体験可　田中☎090-
8477-0299 Eメール izumi_tanaka_
jpn@yahoo.co.jp（要予約）
■気軽に英語にふれる英会話� �ティー�
ルーム　55歳以上の初心者対象　第1
～3月曜午前10時～11時　石神井庁舎
5階　外国人講師が指導　入会金1,000
円　月会費4,200円　生澤☎070-4797-
1625（要予約。午後4時まで）
■高齢者水泳体験会（水中運動・水
泳など）　60歳以上の方対象　①2月
7日②21日③28日午後1時～3時　上石
神井体育館　①～③とも保険料100円　
シルバースイミング上石神井・五十嵐
☎090-5205-2194（要予約。午後2時
～6時）
■ 核兵器禁止条約発効一周年記念
講演会　1月22日午後6時45分から　
ココネリ3階　講師　弁護士／大久保
賢一ほか　参加費1,000円　核兵器
禁止条約の批准をもとめる練馬の会・�
三角☎3998-9767

■大泉落語会「新春顔見世」　小学生
以上対象　1月22日午前11時～午後4
時30分　大泉学園ゆめりあホール　入
場無料　大泉落語研究会・中原☎080-
5013-3813 Eメール kanasi@live.jp
■いきいき体操クラブ（軽い筋トレ、
ストレッチ、リズム運動など）　60
歳以上の女性対象　第1～3火曜午前
10時～11時　はつらつセンター光が
丘　講師　伊藤みつ子　月会費3,000
円　原田☎3970-4120（要予約。午後
5時～6時）
■フラダンス　フラ・オハナ・カム
ケア　50歳以上の方対象　毎木・土
曜①午前11時～午後1時②午後1時～3
時　東大泉地区区民館　①②とも月会
費4,400円　初回は無料体験可　小澤
☎090-6934-3857 Eメール setsuko�
baba216516@yahoo.co.jp（要予約）
■ 俳句　ねりま句会　初心者～中級
者対象　第3日曜午後1時～4時　サン
ライフ練馬など　講師　「秋」主宰／�
佐怒賀正美　月会費1,000円　阿部☎
FAX 3926-9217（要予約）
■ 大泉フェニックスバドミントン
クラブ　高校生以上の試合のできる
方対象　毎日曜午後3時～6時　大泉
南小　入会金1,000円　会費6カ月
3,000円　初回は無料体験可　伊東☎
090-3238-3674 Eメール kk-itoh@�
extra.ocn.ne.jp（要予約）

■ 練馬無料塾　塾に通っていない中
学生・高校生対象　毎火・日曜午後6
時～9時　光が丘区民センター6階な
ど　荒木☎080-4369-0318 Eメール
yyjhikari@w4.dion.ne.jp（要予約）
■女性と高齢者のための空手道無料
体験会　初心者対象　1月17日午後�
4時～4時40分　総合体育館　講師　�
中村とよ子　例会…初心者対象　月3
回月曜午後4時～4時40分　総合体育�
館　入会金1,000円　月会費2,200円　�
谷原空手道の会・岡田☎090-7261-�
6195 Eメール nonnonko.n@i.softbank.�
jp（要予約）
■いすを使うリフレッシュ体操　生
きがい体操サークル　50歳以上の初
心者対象　第1・3金曜午後2時～3時
30分　南田中地域集会所　講師　健
康運動指導士／MIWA　月会費1,000
円　初回は無料体験可　武井☎3996-
8471（要予約）
■剣道　武蔵剣友会（①基本②一般）　
小学生以上対象　①毎火曜午後6時～
8時、毎土曜午後5時～7時②毎火曜午
後6時～9時、毎土曜午後5時～8時、
毎日曜午前9時～正午　光が丘夏の雲
小など　月会費①2,000円②1,500円
（有段者は年会費2,000円のみ）　初め
の1カ月は無料体験可　田中☎090-
8688-0833 Eメール musashi_kenyu
ukai@yahoo.co.jp（要予約）

■英会話　英語でたくさん話そう会　�
中級者対象　第2・4火曜午前11時～
午後0時30分　上石神井北地域集会
所　イギリス人講師が指導　入会金
1,000円　月会費3,000円　初回は無
料体験可　亀井☎090-4015-4544
（要予約）
■社交ダンス　大泉友の会　初級者
～中級者対象　毎金曜①午後1時30分
～2時30分②午後3時～4時　勤労福
祉会館　女性プロが指導　入会金
1,000円　会費1回1,000円　年1回
パーティーあり　松崎☎090-7006-
9466 Eメール sailor@jcom.home.
ne.jp（要予約）
■ 多摩丘陵小野路ウォーキング　
80歳未満の方対象　2月12日午前8
時小田急線新宿駅集合　参加費600�
円　交通費実費　里山ウォーキングク
ラブ・岡野☎070-1449-1671（要予
約）
■ 囲碁　五目会　毎木曜午後1時～
4時　三原台地域集会所　会費無料　�
深田☎090-2746-2851
■フラダンス無料体験会　20～50歳
の女性対象　①2月11日②25日午前11
時～正午　スタジオ・ラクーン（江古田）　
ワイナニフラスタジオ・福岡☎090-
1254-1601 Eメール hula.sachi517@�
gmail.com（要予約）

⃝�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

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。

1�希望施設と日程（3泊まで）を第3希望まで
（和室、洋室の指定はできません）

2希望する部屋数
（左下の表参照）

第
1
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢��下田��武石本館��武石新館��岩井
日程　　�　月　　�　日から　　�　泊

　��人定員部屋を

部屋数　��　室

第
2
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢��下田��武石本館��武石新館��岩井
日程　　�　月　　�　日から　　�　泊

　��人定員部屋を

部屋数　��　室

第
3
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢��下田��武石本館��武石新館��岩井
日程　　�　月　　�　日から　　�　泊

　��人定員部屋を

部屋数　��　室

3利用者数　�大人　　��人・中学生　　��人・小学生　　��人
　　　　　　�幼児（3歳以上　　��人・2歳以下　　��人）
　　　　　　�（うち車いす利用者　　��人）

4申込代表者
〒　　　-
住所　練馬区

氏
ふり

名
がな

�������������������������������������☎���������������������������������
利用当日まで連絡の取れる電話番号を記入してください

5運動施設・研修室の利用を希望する場合は、付帯設備名、利
用日時を○で囲み、どちらかの□にチェックを入れてください。
【付帯設備名】　体育館・研修室・グラウンド・テニスコート
【利用日時】
初日午後��２日目午前・午後��３日目午前・午後��4日目午前
□付帯設備が利用できない場合は、宿泊も希望しない
　□付帯設備が利用できなくても、宿泊を希望する

ベルデ春休み一般利用抽選申込書（3/26土～4/4月）

部屋の種類と個室利用料金　※別途、基本料金などが掛かります。

施設名 2人定員
（500円／室）

3人定員
（3,000円／室）

4人定員
（4,000円／室）

8人定員
（無料／室）

12人定員
（3,000円／室）

軽 井 沢 － 8室 12室 24室 －
下 田 3室 － 8室（※1） － 1室
武石本館 － 6室 － 18室 －
武石新館 － 1室（※2） 14室 － －
岩 井 － 4室（※3） 6室 16室（※3） －

※1　1,000円／室です。　※2　車いす対応の部屋です。　※3　団体のみ利用できます。

【対象】
　10名以上で利用する区内の少年団体や
生涯学習団体など　※親睦のみを目的と
する場合は一般利用となります。　※同
一団体の重複申し込みはできません。

【申込】
　1月18日㈫までに電話で少年自然の家係

に連絡の上、申し込みに必要な書類を1月
21日㈮正午までに提出してください。

【抽選・予約会】
　1月21日㈮午前10時から区役所本庁舎
19階で抽選・予約会を行います。代表者
は必ず参加してください。

【対象】
　区内在住・在勤（在学）の方など　※区内
在住・在勤（在学）でない方が半数を超える
グループは、抽選申し込みができません。

【申込】
　右の申込書に記入の上、往復ハガキの
往信の裏面に貼って、1月21日（必着）ま
でに〒176-8501区役所内少年自然の家
係へ　※2通以上申し込んだ場合は、無効
になります。

【結果】
　1月31日㈪に発送を予定しています。

【抽選後の空き室予約方法】
　電話で旅行サービスコーナーまたはイ
ンターネットで
⃝区内在住・在勤（在学）の方
　…2月17日㈭から
⃝区内在住・在勤（在学）でない方
　…2月18日㈮から

団体利用   1/18火までに電話で

一般利用   1/21（必着）までに往復ハガキやインターネットで

ベルデ武石

ベルデ春休み期間ベルデ春休み期間のの抽選申し込みを開始抽選申し込みを開始
　ベルデ（少年自然の家）は、長野県軽井沢町（軽井沢）・上田市（武

た け し
石）、静岡県下田市（下

田）、千葉県南房総市（岩井）にある宿泊施設です。春休み期間の利用は、団体と一般に
分けて受け付けます。利用は1グループ1回のみで3泊までです。　※軽井沢・武石はス
キー用具（板・ブーツ・ストック）の貸し出しがあります（1日1,000円。中学生以下は無
料）。　※軽井沢・武石のグラウンドとテニスコートは冬季閉鎖中です。▶問合せ：団体
利用…少年自然の家係☎5984-2441　一般利用…旅行サービスコーナー☎5984-1234

※下田は3/30㈬まで。

https://verde.city.nerima.tokyo.jp/shizen/
インターネットでも

申し込めます
予約受け付けサイトはこちら

軽井沢・武石・岩井…3/26㈯～4/4㈪
下田…3/26㈯～3/30㈬

　施設の老朽化などのため、3月末で団体利用と一般利
用を終了します。

利用期間

ベルデ下田は一般営業を終了します
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