
ミニガイド
◆庚申の会ビッグサービスデー▶日
程：2月15日㈫▶場所：江古田ゆうゆう
ロード▶内容：ボックスティッシュを
プレゼント　※なくなり次第終了。▶
問合せ：栄町本通り商店街振興組合・
萩原☎090-7735-1804
◆公衆浴場で親子ふれあい入浴

（しょうがの湯）▶日程：2月20日㈰▶
場所：区内公衆浴場▶費用：480円（小学
生180円、未就学児80円）　※親子は未
就学児2名まで無料。▶問合せ：練馬区
公衆浴場組合・風間☎3991-5092
◆オンライン開催・区民健康医学
講座「栄養と食事の大切さを知る～
ギアチェンジしましょう！」▶日時：

2月26日㈯午後2時～3時▶申込：2月
24日㈭までに、順天堂大学練馬病院
ホームページ（https：//hosp-nerima.
juntendo.ac.jp/）から申し込んでくだ
さい▶問合せ：順天堂大学練馬病院☎
5923-3111
◆ジュニアバレーボールスキルアッ
プ教室▶対象：小学3年～中学生▶日
時：3月6日㈰午前9時～正午▶場所：
総合体育館▶内容：元日立リヴァーレ
愛宕諒子による講習会▶定員：25名
（先着順）▶費用：300円▶申込：電話で
SSC谷原☎3997-2500
◆経営セミナー「広告名刺で売上
アップ」▶日時：3月9日㈬午後2時〜3
時▶場所：練馬西法人会▶講師：㈲エス
デザイン代表取締役／奥森九月▶定
員：15名（先着順）▶申込：電話または
ファクスで①セミナー名②住所③氏名
④電話番号⑤オンライン配信の希望の

有無⑥電子メールアドレス（配信を希望
する方のみ）を、2月21日㈪までに事務
局☎3923-7272 FAX 3923-7285
◆春！武蔵砂川～野火止用水緑道
辺りを歩く▶日時・場所：3月26日㈯�
午前9時30分西武拝島線武蔵砂川駅
集合～旧日立航空機立川工場変電所
～上水小橋～東京都薬用植物園～午
後0時30分西武拝島線東大和市駅解
散（約5㎞）▶定員：50名（先着順）▶保
険料など：500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、3月11�
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）

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
◆講演会「良質な睡眠を得るため
に」と医療福祉個別相談会▶日時：2
月26日㈯午後2時〜4時▶場所：介護老
人保健施設練馬ゆめの木▶定員：20名
（先着順）▶申込：電話で同所☎3923-
0222
◆認知症のこと勉強してみません
か？▶日時：2月26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

献血にご協力を
◆練馬駅北口バスロータリー▶日
時：2月12日㈯午前10時30分〜正午・
午後1時30分〜4時30分▶問合せ：東
京都赤十字血液センター武蔵野出張所
☎0422-32-1100

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：2月13
日㈰午前10時〜午後3時▶問合せ：�
冨永☎090-4374-3888
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
2月15日㈫午前10時〜午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

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
すまいるねりま遊遊スクール

◆楽しいダンスあそびをしよう！▶
対象：主に知的障害のある小中学生と
保護者▶日時：3月12日㈯午前10時〜
11時30分▶場所：上石神井南地域集
会所▶定員：25名(先着順)▶申込：電話
でダンス・ラボ・松浦☎080-3000-
6580

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

■ 第55回ねりま寄席　2月20日午後�
1時20分開場　生涯学習センター　参
加費200円　練馬区素人寄席演芸連
盟・小金山☎090-9133-4185 Eメール �
mitsukoganeyama@gmail.com
■ 都展・練馬支部展（洋画・日本画な
ど）　3月8日〜13日午前10時〜午後
6時（8日は午後2時から。13日は午後
4時まで）　練馬区立美術館　入場無料　
実行委員会・石崎☎080-5494-4184�
Eメール kasugaishizaki@gmail.com

■ 英会話無料体験会　小学生対象　3
月5日午後1時〜3時　土支田中央地域集
会所　例会…小学生対象　月4回①日曜
午前9時〜正午、②月曜③火曜午後4時
30分〜6時30分　土支田中央地域集会
所など　外国人講師が指導　①〜③と
も月会費4,000円　キッズ・イングリッ
シュ・永井☎090-2176-4603（要予約）
■ きり絵の習得　練馬きり絵の会大
泉サークル　60歳以上の初心者対象　
第2・4水曜午後2時〜4時　勤労福祉
会館　入会金1,000円　年会費3,000
円　佐藤☎090-1819-0256
■ テ ニ ス サ ー ク ル　TADテ ニ ス　
60歳以上の初級者〜中級者対象　毎
火・木曜午前9時〜11時　土支田庭球
場　月会費500円　初回は無料体験可　
高橋☎080-2332-4161 Eメール mako
kan@jcom.home.ne.jp（要予約）

■筋トレ・脳トレ・ストレッチ　松
の風健康体操クラブ　主に中高年
齢者対象　毎金曜午後2時～4時　石
神井松の風文化公園管理棟　スポー
ツトレーニング指導士が指導　月会
費2,000円　初回は500円で体験可　�
慶徳☎3996-2363（要予約）
■ 初めてのヒップホップダンス　�
Little by Little　小学生以上対象　
毎日曜午前10時15分〜11時30分　下�
石神井地区区民館　講師　松井ミキコ　
会費1回1,100円　初回は無料体験�
可　森田☎080-1198-3545 Eメール
congai-la-fuko-041130@docomo.
ne.jp（要予約）
■ 健康体操　桜台体操クラブ　月
3・4回火曜午前10時〜11時30分　桜
台体育館　講師　小粂三恵子　月会費
2,000円　近松☎ FAX 3991-2173

■実技で学ぶ上手な話し方　立野話
そう会　20歳以上の方対象　第1・3
水曜午後1時45分～4時　立野地区区
民館　講師　宝田昌之　入会金1,000
円　月会費1,500円　初回は無料体験
可　中尾☎ FAX 3594-2927（要予約）
■ こども英会話無料体験会　1歳10
カ月〜3歳児と保護者対象　3月3日午
前9時30分〜10時15分　生涯学習セン
ター　日本人有資格者が指導　例会…
月3回火曜①午後3時10分〜4時（年少
〜年長児）②午後4時〜4時50分（小学
1・2年生）、③月3回木曜午前10時30
分〜11時15分（1歳10カ月〜3歳児と保
護者）　生涯学習センター　①〜③とも
入会金1,000円　月会費①②4,000円�
③3,300円　こども英会話サークル・
岡☎080-6621-9678 Eメール nshoda�
@mail.goo.ne.jp（要予約）

■ 終活セミナー　2月22日午前10時
〜11時　光が丘区民センター6階　参
加費無料　咲き・終活研究所・小峯☎
070-1558-3313 Eメール yukitdkyuki2�
@gmail.com（要予約）
■ フラダンス　ワイキキフラワーズ　
女性対象　月3回①火曜午後1時30分
〜3時、木曜②午後1時〜2時30分③
午後2時30分〜4時　生涯学習セン
ターなど　①〜③とも月会費4,500
円、教材費月500円　新坂☎090-
5434-6347 Eメール aki.lisa.kent@
gmail.com（要予約）
■ 講演会「コロナ禍の中で見えてきた
子どもたちの未来」　2月26日午後2
時から　ココネリ3階　講師　増山均　
参加費無料　区民集会実行委員会・�
鳴海☎3993-5405 Eメール nerimaku
syokurou@d01.itscom.net

⃝�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

　講義形式の授業を、大学生と一緒に学べます（単位を修得できます）。
区と大学が履修料の一部を負担します。
▶対象：次の①〜③の全てに当てはまる18歳以上の方　①高校卒業また
は同等以上の学力があると認められる②インターネットを利用してパソ
コン操作ができる③ボランティア活動の経験がある、または「つながる
カレッジねりま」や「練馬Enカレッジ」などの受講生（修了生）　※大学
院・大学・短期大学・高等専門学校に在籍している方と、過去にこの制
度を利用した方は申し込めません。▶日時：4月〜来年3月に週1回の授

業（105分）を26回程度▶場所：武蔵大学▶定員：30名（書類審査の上、抽
選）▶費用：3万8500円　※別途、教材費などが必要な場合があります。
▶申込：3月1日㈫〜5日㈯に生涯学習センターで履修科目を確認の上、
申込書を3月5日（必着）までに申込先へ▶申込書の配布場所：図書館、体
育館、青少年館、ココネリ3階、生涯学習センター、生涯学習センター
分館、練馬区立美術館、石神井公園ふるさと文化館、石神井公園区民交
流センター、文化・生涯学習課（区役所本庁舎8階）　※区ホームページ
でもご覧になれます。▶問合せ：生涯学習センター☎3991-1667

武蔵大学で学ぼう 特別履修生を募集！〜申し込みは3/1火から

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。

武蔵関公園の探鳥会
▶対象：小学3年生以上▶日時：3月13
日㈰午前9時30分〜正午▶場所：�
武蔵関公園▶講師：日本野鳥の会理
事／安西英明▶定員：15名（抽選）▶
持ち物：双眼鏡（ある方のみ）▶申込：
往復ハガキで①催し名②住所③氏名
（ふりがな）④年齢⑤電話番号を、3
月1日（必着）までに〒177-0051関町

北1-7-14　関町リサイクルセンター
☎3594-5351　※リサイクルセン
ターホームページ（https://www.
nerima-rc.jp/）からも申し込めます。

スポーツ
初心者スポーツ教室　ぜんそく児水泳

▶対象：気管支ぜんそく（ぜんそく

気味も含む）に悩む4歳児〜小学4年
生で、医師にこの教室への参加を
認められたお子さん　※当選後に
医師の健康調査書が必要です。▶
日時：Ⓐ4月4日〜6月27日の毎月曜
午後3時30分〜5時30分【4月11
日、5月9日、6月13日を除く。10
日制】Ⓑ4月7日〜6月23日の毎木曜
午後3時30分〜5時30分【5月5日を
除く。11日制】▶場所：Ⓐ平和台体

育館Ⓑ三原台温水プール▶定員：各
25名（抽選）▶申込：往復ハガキまた
は区ホームページ「電子申請」で①
教室名（ⒶⒷの別も）②住所③氏名
（ふりがな）④生年月日⑤性別⑥電
話番号⑦保護者の氏名を、2月21
日（必着）までに〒176-8501区役
所内スポーツ振興課事業係☎5984-�
1947
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