
ミニガイド
◆スポンジ剣で楽しむフェンシング
体験教室▶対象：小学生以上▶場所：
桜台体育館▶申込：往復ハガキまたは
ファクスで①催し名（ABの別も）②氏
名③年齢④電話番号を、1月17日（必
着）までに〒176-0002桜台3-28-1　
SSC桜台・南波☎090-1408-9900�
FAX 5912-9900　※同ホームページ
（http://nerimassc.gr.jp/sscsaku/）
からも申し込めます。
Aスポーツ イン サイレンス（手話・
ジェスチャーを使ったフェンシングな
ど）▶日時：1月23日㈰午前10時～正午
▶定員：50名（先着順）▶費用：100円
Bフェンシング▶日時：1月23日㈰午
後1時～3時▶定員：20名（先着順）▶費
用：500円
◆区民健康医学講座「小児救急ミニ
講座・特別版〜冬の感染症クリニッ
ク」▶日時：１月29日㈯午後２時～３時
▶場所：順天堂大学練馬病院２号館（高
野台1-8-9）▶定員：30名（抽選）▶申込：
１月26日㈬までに電話で順天堂大学練
馬病院☎5923-3111　※同ホームペー
ジ（https://hosp-nerima.juntendo.
ac.jp/）からも申し込めます。　※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。
◆フラダンス教室〜ちょっとひとと
きのお母さん時間▶日時：Ⓐ2月1日
～22日Ⓑ3月1日～22日の毎火曜午前
9時30分～10時30分【4日制】▶場所：
光が丘体育館▶定員：各30名（先着順）
▶費用：2,500円▶申込：電話でSSC光
が丘・太田☎090-4745-8498
◆区民のための「健康マージャン講
座」▶対象：初心者▶日時：2月3日㈭・
10日㈭・17日㈭午前9時50分～11
時50分【3日制】▶場所：練馬文化セン
ター▶定員：31名（先着順）▶教材費な
ど：5,000円▶申込：電話でNPO法人
健康麻将全国会練馬支部・榎☎070-
6454-8141
◆ねりまさんさん将棋団体交流戦
▶対象：高校生以下で構成された3人1
組のチーム（3人の認定棋力がⒶ6級以

下Ⓑ初段以下Ⓒ制限なし）▶日時：2月
6日㈰ⒶⒷ午前9時30分Ⓒ午後0時30
分から▶場所：生涯学習センター分館
▶定員：ⒶⒷ各12チームⒸ24チーム
（先着順）▶費用：1チーム3,600円▶申
込：電話またはファクス、電子メール
で①チーム名（Ⓐ～Ⓒの別も）②参加�
者全員の住所・氏名（ふりがな）・年�
齢（学生は学年も）・電話番号を、日�
本将棋連盟翔風館支部・鈴木☎ FAX
3934-1107 Eメール tls_syoufuukan_
rob@hotmail.com
◆第20回バドミントン親睦交流大
会▶対象：16歳以上の初級者～中級者
▶日時：2月11日㈷午前9時～午後5時
▶場所：平和台体育館▶定員：60名（先
着順）▶費用：1,000円▶申込：往復ハガ
キまたはファクス、電子メールで①大
会名②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話
番号⑦初級・中級の別を、1月31日（必
着）までに〒179-0083平和台2-12-5　
SSC平和台☎ FAX 5921-7800（問い合
わせは平日午前9時～午後5時）Eメール
ssc-heiwadai@nerimassc.gr.jp
◆少年少女サッカー教室〜元日本
代表のJリーガーによる指導▶対象：
小学生　※保護者の参加も可。▶日時：
2月11日㈷午前9時30分～正午▶場所：
立野小▶講師：元鹿島アントラーズ／大
野俊三ほか▶定員：70名（先着順）▶保
険料など：500円（保護者は300円）▶申
込：ハガキまたは電子メールで①教室名
②郵便番号③住所④氏名⑤学校名・学
年⑥性別⑦電話番号⑧講師への質問
（ある方のみ）を、1月28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・金曜午後3時まで）Eメール ssc-
kamisyakujii@nerimassc.gr.jp
◆大泉高校公開講座「ソフトテニス
講座」▶対象：小学4年～中学生▶日
時：2月23日㈷・26日㈯・27日㈰午後
1時～6時【3日制】▶保険料：800円▶
申込：往復ハガキで①講座名②住所③
氏名（ふりがな）④生年月日⑤年齢・学
年⑥性別⑦電話番号⑧ファクス番号
（ある方のみ）を、1月31日（必着）まで
に〒178-0063東大泉5-3-1　大泉高
校☎3924-0318
◆第15回ねりま幼児水泳大会▶対
象：未就学児▶日時：3月13日㈰午前10

時から▶場所：光が丘体育館▶定員：
200名（先着順）▶費用：1種目1,500円
（1種目追加ごとに別途1,000円）、リ
レー2,000円▶申込：体育館にある申
込用紙に記入の上、1月31日（必着）ま
でにねりま幼児大会係☎090-3315-
9690
◆普通救命講習会▶日時：3月18日�
㈮午前9時～正午▶場所：練馬消防署
▶内容：心肺蘇生（そせい）法、AED
（自動体外式除細動器）操作方法など
▶定員：10名（先着順）▶テキスト代：
1,500円▶申込：電話で同所☎3994-
0119
◆泳力検定会▶対象：週1回以上水泳
の練習をしている方▶日時：3月27日
㈰午前9時～午後1時▶場所：大泉学園
町体育館▶保険料など：1,000円　※1
種目につき別途検定料500円。▶申込：
体育館にある申込書に記入の上、検定
料を添えて2月26日㈯までにSSC大泉
☎3921-1300

介護学べるサロン
　介護や健康に役立つ講座です。▶問
合せ：在宅介護支援係☎5984-4597
◆病院のリハビリ、老健のリハビリ
その違いは？▶日時：1月22日㈯午後
2時～3時30分▶場所・問合せ：介護
老人保健施設ミレニアム桜台☎5946-
5508▶内容：講義▶定員：10名（先着
順）▶申込：当日会場へ
◆もしも、身近な人が認知症になっ�
たら▶日時：1月29日㈯午後2時～�
4時▶場所：介護老人保健施設練馬�
ゆめの木▶内容：講義▶定員：10名
（先着順）▶申込：電話で同所☎3923-
0222

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
◆親子で作ろう！安心・可愛い手ご
ねハーブソープ▶対象：1～3歳児と
保護者▶日時：1月24日㈪午前10時～
正午▶場所：光が丘区民センター5階▶
定員：10組（先着順）▶費用：1組500円
▶申込：電話で子育ちプレイスふわり・
松本☎090-7243-6967（午前9時～午
後5時）

◆マグデブルグの半球を作って空
気の力の不思議を体験しよう▶対
象：小学1～4年生と保護者▶日時：1
月29日㈯午後2時～3時30分▶場所：
区役所本庁舎20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　※保育あり（1月22日㈯
までに要予約。1歳児以上対象。定員
10名。費用100円）。
◆親子�de�English▶対象：1～3歳
児と保護者▶日時：2月3日㈭午前10時
30分～11時30分▶場所：光が丘地区
区民館▶定員：10組（先着順）▶費用：1
組500円▶申込：電話でKidsbox親子
Englishサークル・松本☎090-7243-
6967（午前9時～午後5時）
◆石神井ラジコンボートクラブの
催し▶対象：4歳児～小学4年生　※未
就学児は保護者同伴。▶場所：石神井
公園ふるさと文化館▶問合せ：石神井
ラジコンボートクラブ事務局・内藤☎
090-3409-7944（午後5時～8時）
●ラジコン船の操船体験をしよう▶日
時：2月5日㈯Ⓐ午前10時～11時Ⓑ午
後1時～3時Ⓒ6日㈰午前9時30分～
11時30分▶定員：各30名（先着順）▶
申込：当日会場へ
●小さなヨットを作って走らせよう▶
日時：2月6日㈰午後1時～3時▶定員：
15名（先着順）▶費用：200円▶申込：電
話で石神井ラジコンボートクラブ事務
局へ
◆飛び出す読み聞かせ「ジップ＆
キャンディ〜ロボットたちのクリス
マス」▶対象：小中学生と保護者▶日
時：2月19日㈯午後2時～3時▶場所：関
区民センター▶定員：100名（先着順）▶
申込：電話でHexaBeat・宮下☎090-
4421-4761（午前10時～午後6時）
◆0歳からの親子で楽しむおとあー
とコンサート▶対象：未就学児と保護
者▶日時：3月2日㈬午前10時30分～
11時30分▶場所：関区民センター▶定
員：80名（先着順）▶費用：1人500円（2
歳未満は無料）▶申込：電話でおとあー
と研究室☎050-6879-3268（平日午前
10時～午後5時）
すまいるねりま遊遊スクール

◆新聞紙とテープで作って遊ぼう！
▶対象：主に知的障害のある小中学生

と保護者▶日時：1月29日㈯午前10時
30分～11時30分▶場所：中村橋福祉
ケアセンター▶定員：5組（先着順）▶費
用：1人30円▶申込：電話で旭出学園で
まえ教室・岡田☎3922-4134（午前9
時～午後6時）

子供安全学習講座
◆小豆川先生と科学の目で見て考
えよう「地球環境と放射能」▶対象：
子育て中の保護者など▶日時：1月23
日㈰午前10時～正午▶場所：ココネリ
3階▶定員：20名（先着順）▶費用：100
円▶申込：電話で子どもたちを放射能
から守るねりまネットワーク・イクタ
☎050-5216-6900（正午～午後8時）

献血にご協力を
▶問合せ：東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所☎0422-32-1100
◆石神井公園駅北口バスロータ
リー▶日時：1月15日㈯午前10時～正
午・午後1時30分～4時
◆区役所アトリウム▶日時：1月19日
㈬午前10時～正午・午後1時30分～4時

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：1月14日㈮
午前9時から▶問合せ：鈴木☎3990-
6004
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
1月15日㈯午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

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　※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。
◆秋の陽公園（光が丘2-5-2）▶日時：1
月23日㈰午前9時～正午（雨天中止）▶
申込先：〒179-0073田柄2-8-2　リサ
イクルマーケットジョイ☎080-6739-
1024（先着50店。問い合わせは平日
午前9時～午後7時）
◆石神井公園区民交流センター▶日
時：2月5日㈯午前10時～11時30分▶
申込先：〒177-0041石神井町2-14-1　
消費生活センター運営連絡会☎3996-
6351（先着15店。問い合わせは月・
水・金曜午前10時～午後3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

株式会社サン・クリーン/練馬電機商会
（平日10-17時 土日祝日休）
〒176-0012東京都練馬区豊玉北4-1-3 TEL：03-3994-1422

お申込みは 
WEBか
お電話で

【テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機】回収を致します。
※家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金と収集運搬料金を頂戴しております。家電を正しくリサイクル！家電を正しくリサイクル！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。

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、

場所・問合せ 石神井公園ふるさと文化館 ☎3996-4060

会期中の催し
催し名 日時・講師 定員

A展示解説会 ▶日時：2/9㈬、３/5㈯14：00～14：30 各72名（先着順）
B講演会
　「父の思い出・石神井時代」

▶日時：2/12㈯14：00～15：00
▶講師：庄野潤三長女／今村夏子 各72名（抽選）C講演会

　「庄野家の人たち」
▶日時：2/27㈰14：00～14：45
▶講師：夏葉社代表取締役／島田潤一郎

観
覧
料

一般300円、高校・大学生200円、65～74歳の方150円、中学生以
下と75歳以上の方無料　※一般以外の方は、年齢を確認できるもの
が必要です。　※練馬区立美術館の展覧会と相互割引あり。　※その
他割引制度あり。

　庄野潤三（大正10年～平成21年）は、昭和28～36年に南田中町（現・南
田中）で暮らしました。30年には「プールサイド小景」で第32回芥川賞を
受賞しました。本展では練馬区に住んでいた時期を中心に、原稿や書簡、
書籍、写真資料などから庄野の作品を紹介します。

庄野潤三肖像　撮影：野上透

庄野潤三が愛用した鉛筆
平成30年撮影：白石和弘

「プールサイド小景」初版
昭和30年��みすず書房��当館蔵

石神井の自宅前にて家族と　昭和29年
県立神奈川近代文学館蔵

▶申込：A当日会場へBC往復ハガキまたは電子メールで①催し名（BCの
別）②参加者全員（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、B1月
25日C2月8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 Eメール event-furusato@neribun.or.jp

特別展

作家・庄野潤三展～日常という特別
1/15㈯～3/13㈰  9：00～18：00　※月曜休館。

─ 生誕100年記念 ─
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