
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。

ミニガイド
◆障害のある人もない人も一緒に
遊ぼう▶日時：3月6日㈰午前10時～
午後3時▶場所：光が丘体育館▶内容：
グラウンド・ゴルフ、インディアカ、
ターゲットバードゴルフ、ティーボー
ルなど▶持ち物：上履き▶申込：当日会
場へ▶問合せ：練馬区レクリエーショ
ン協会・下間☎090-9369-6191
◆高齢者水泳無料体験会（体操・水
中運動・水泳）▶対象：60歳以上の方▶
日時：Ⓐ3月11日㈮Ⓑ18日㈮Ⓒ25日㈮
午後1時～3時▶場所：平和台体育館▶
定員：各10名（先着順）▶保険料：1回100
円▶申込：電話で平和台マスターズスイ
ミングクラブ・服部☎3932-8451（午
後6時～9時）
◆ねりまワイン2021リリースパー
ティ＆つながるマルシェ▶日時：3月
13日㈰午前10時30分～午後3時（雨
天20日）▶場所：東京ワイナリーの畑
（南大泉6-20）▶内容：ワイン・野菜の
販売など▶申込：当日会場へ▶問合せ：
東京ワイナリー☎3867-5525（水曜
を除く）　※詳しくは、ねりまワイン
プロジェクトホームページ（https://
nerimawine.com/）をご覧ください。
◆ボッチャ体験会～障害のある方、
ない方誰でも参加できます▶対象：
幼児以上▶日時：3月24日、4月7日・
21日、5月12日・26日の木曜午後4時
～6時▶場所：光が丘体育館▶費用：1回
300円（中学生以下無料）▶申込：電話で
SSC光が丘・太田☎090-4745-8498
◆低学年親子ティーボール教室▶対
象：5歳児～小学4年生と保護者▶日時：

3月26日㈯午前9時～正午▶場所：大泉
学園町希望が丘公園▶保険料：1人200
円▶申込：3月18日㈮までに電話で日本
ティーボール協会練馬区連盟・庄司☎
090-3517-2021（午後5時～9時）
◆ノルディックウォーキングin加治
丘陵▶対象：18歳以上の方▶日時・場
所：3月27日㈰午前9時西武池袋線仏子
駅集合～桜山展望台～トーベ・ヤンソ
ンあけぼの子どもの森公園～入間川桜
並木～午後3時西武池袋線飯能駅解散
（約10㎞）▶定員：20名（先着順）▶参加
費：500円（ポールのない方は別途500
円）▶申込：電話または電子メールで①
催し名②住所③氏名④年齢⑤電話番号
⑥ポールの有無を、3月25日㈮までに
SSC桜台・南波☎090-1408-9900
Eメール sakuradai.staff�3@gmail.com
◆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
ⒷⒸ新小学3年～中学生▶日時：Ⓐ4月
1日～6月24日の毎金曜午後3時～4時
30分【4月29日を除く。12日制】ⒷⒸ
4月7日～6月30日の毎木曜午後5時
30分～7時【5月5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）④4月からの学年
⑤性別⑥電話番号を、3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
◆テニス教室（A～DGH一般教
室Eナイター教室）▶日時：4月5日
～5月17日の毎火曜A午前9時～10
時50分B午前11時5分～午後0時55
分、5月19日～6月23日の毎木曜C

午前9時～10時50分D午前11時5分
～午後0時55分、6月6日～7月11日
の毎月曜G午前9時～10時50分H午
前11時5分～午後0時55分、E6月3
日～7月8日の毎金曜午後7時～8時50
分【AB5月3日を除く。6日制】▶場
所：ABEGH夏の雲公園庭球場CD
土支田庭球場▶定員：ABEGH各45
名CD各60名（先着順）▶費用：6,000
円▶申込：往復ハガキで①教室名（A
～Hの別も）②住所③氏名④電話番号
⑤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
◆春爛漫（らんまん）！浅草寺～牛
嶋神社・隅田公園辺りを歩く▶日
時・場所：4月9日㈯午前9時東京メトロ
銀座線浅草駅集合～浅草寺～待乳山聖
天～牛嶋神社～午後0時30分隅田公園
解散（約5㎞）▶定員：50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、3月24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）
◆小学生・女性サッカー教室▶対
象：Ⓐ新小学3～6年生Ⓑ中学生以上の
女性▶日程：4月～来年3月の主に第2日
曜【12日制】▶場所：練馬総合運動場公園
▶費用：Ⓐ6,000円Ⓑ7,000円▶申込：電
話または電子メールで①教室名（ⒶⒷの
別も）②住所③氏名（ふりがな）④生年月
日⑤学校名・4月からの学年（学生のみ）
⑥性別⑦電話番号を、練馬区サッカー
協会・神藤☎090-3331-6558 Eメール
early.k@jcom.home.ne.jp
◆シルバー人材センターの教室▶対
象：区内在住の60歳以上の方▶定員：

各10～20名（先着順）▶申込：電話で
練馬区シルバー人材センター☎3993-
7168

教室名 曜日 時間
（※1）

場所
（※2）

受講料
（※3）

歌謡ボイス 第1・3
月曜 ⑥ 羽 1カ月

3,000円

俳句（入門） 第1・3
火曜 ① 羽 1回

1,000円

スポーツ
吹き矢

第1・3
土曜 ⑤ 羽 1回

1,000円

小物作り 第2・4
火曜 ③ 羽 1回

400円

朗読
毎火曜 ② 羽

1回
1,500円第2・4

金曜 ⑤ 関

書道

第1・3
火曜 ①

関 1カ月
2,000円第2・4

火曜 ⑤

折り紙 第2
金曜 ⑥ 羽 1回

1,000円

ボトルシップ 第1・3
土曜 ④ 羽 1回

700円

舞踊 第1・3
火曜 ⑤ 関 1回

500円

カメラ 第1・3
木曜 ① 関 1カ月

3,000円

絵手紙 第1・3
金曜 ③ 関 1回

1,000円

※1��①10：00～12：00②13：00～15：00
③13：00～15：30④13：00～16：30
⑤13：30～15：30⑥14：00～16：00。

※2��羽…羽沢教室（羽沢3-36-16）、
関…関町リサイクルセンター。

※3�教材費実費。

春の区民文化祭
▶場所：1練馬文化センター2～6
生涯学習センター▶問合せ：1～6生

涯学習センター☎3991-16677練
馬区俳句連盟事務局・足立☎3922-
09178練馬区川柳連盟事務局・桑原
☎6915-8983
1民謡大会▶日時：4月3日㈰午前11
時～午後7時30分
2詩吟剣舞詩舞大会▶日時：4月17日
㈰午前10時～午後4時30分
3いけ花とお茶の会（①裏千家②利休
古流）▶日時：①4月23日㈯②24日㈰
午前10時～午後4時　※茶席は午前
10時30分～午後3時。お茶をたてる体
験もできます（費用1席1,000円）。
4三曲演奏大会（箏〈こと〉・三絃〈さん
げん〉・尺八）▶日時：5月8日㈰午前11
時～午後4時45分
5寄席演芸大会▶日時：5月14日㈯午
後1時30分～4時45分
6フォークダンス大会▶日時：5月29
日㈰午後1時30分～4時15分
7俳句大会　詳しくは、4月中旬に区
立施設で配布するチラシをご覧くださ
い。
8川柳大会　応募作品は6月中旬に大会
の会報で発表します。申し込み方法など
詳しくは、お問い合わせください。▶費用：
1,000円▶申込期限：3月31日（必着）

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
◆光が丘体育館横▶日時：3月6日㈰
午前10時～正午・午後1時30分～4時
◆石神井公園駅北口バスロータ
リー▶日時：3月8日㈫午前10時～正午

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：3月4日㈮午前
9時から▶問合せ：鈴木☎3990-6004

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

あなたの近くに悩んでいる方はいませんか？～命を救う３つのポイント

　長引くコロナ禍で、自殺で命を失う方が増え
ています。
　周囲の方の声掛けで救われる命があります。
かけがえのない命を守るために、私たちにでき
ることを考えてみませんか。
▶問合せ：精神保健係☎5984-4764

3月は自殺対策
強化月間 大切な人の悩みに気づき、支えあおう

パネル展
▶日時：3月1日㈫～7日㈪までの午前8時45分～午後8時（1日は正
午から。7日は正午まで）▶場所：区役所アトリウム

　次のようなサインが見られる方がいたら
声を掛け、「心配している」というメッセージ
を伝えましょう。

〈 主なサイン 〉
·感情が不安定になる
·関心のあったことに興味を失う
·交際が減り、引きこもりがちになる

　丁寧な態度を心掛け、話をさえぎらず、
耳を傾けましょう。

〈 傾聴のポイント 〉
·相手の立場に立つ
·先入観を持たずに「ただ聴く」
·沈黙もそのまま受け入れる

　必要な情報を伝え、相談・支援機関につ
なぎましょう。

3/7月まで

①気づき・声掛け ②受け止める（傾聴） ③つなぐ

相談窓口 受付日時

東京いのちの電話
☎3264-4343 毎日24時間

相談ほっとLINE
＠東京（LINE相談）

毎日
15：00～22：30

保
健
相
談
所

豊　玉☎3992-1188
北　☎3931-1347
光が丘☎5997-7722
石神井☎3996-0634
大　泉☎3921-0217
関　☎3929-5381

月～金曜
8：30～17：00
※�祝休日と年末
年始を除く。

最近、
何かあった？

そうなんだ
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