
ミニガイド
◆春の光が丘消防フェス▶日時：3
月19日㈯午前10時～午後2時▶場所・
問合せ：光が丘消防署☎5997-0119▶
内容：消防車両や装備の見学など▶申
込：当日会場へ
◆公衆浴場でローズマリーの湯▶日
程：3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）▶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「今日からできる！脳卒中予防～
小さなことから始めてみましょう」
▶日時：3月26日㈯午後2時～3時▶申
込：3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
◆ねりまのねり歩き（ⒶⒷ高野台
コースⒸⒹカタクリコース）▶日時・
場所：Ⓐ4月1日㈮Ⓑ5日㈫午前9時20
分西武池袋線練馬高野台駅集合～観蔵
院～長命寺～正午集合場所解散（約3
㎞）Ⓒ2日㈯Ⓓ6日㈬午前9時20分都営
大江戸線光が丘駅集合～やまはち農園
～清水山の森～正午別荘橋バス停解散

（約4㎞）▶定員：各15名（抽選）▶保険
料など：500円　※ⒶⒷ拝観料ⒸⒹバ
ス代実費。▶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、3月24日

（必着）までに〒176-0001練馬1-17-1　
ねりま観光案内所☎3991-8101

◆新日本スポーツ連盟春季テニス
大会（硬式・ダブルス）▶日程：4月2
日㈯・9日㈯・16日㈯　※予備日24日
㈰。▶場所：土支田庭球場▶内容：Ⓐ女
子初級Ⓑ男子初級Ⓒ男女Ⓓ2人の年齢
の合計が100歳以上の男女Ⓔ2人の年
齢がそれぞれ60歳以上▶定員：ⒶⒷ各
32組Ⓒ64組Ⓓ42組Ⓔ16組（先着順）▶
費用：1組3,500円▶申込：新日本スポー
ツ連盟練馬テニス協議会ホームページ
（http://njsf-nerima.com/）または電
話で同協議会☎090-2662-1991
◆普通救命講習会▶日時：4月10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：
8名（先着順）▶テキスト代：1,500円▶
申込：電話で同所☎3994-0119
◆簿記講座「日商簿記3級」▶日時：4
月16日～5月28日の毎土曜午前9時
30分～午後4時【4月30日を除く。6日
制】▶場所：練馬西法人会▶定員：15名

（先着順）▶テキスト代など：1万2000
円▶申込：電話またはファクスで①講
座名②住所③氏名④電話番号を、3月
21日㈷までに事務局☎3923-7272 
FAX 3923-7285
◆江戸四宿・旧中山道板橋宿～渋
沢栄一の事績を歩く▶日時・場所：
4月24日㈰午前9時JR板橋駅集合～近
藤勇墓所～縁切り榎～渋沢栄一像～午
後0時30分東武東上線大山駅解散（約6
㎞）▶定員：50名（先着順）▶保険料など：
800円▶申込：往復ハガキで①催し名
②参加者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号を、4月8日（必着）までに〒179-
0076土支田2-3-3　練馬区ウオーキン
グ協会・五十嵐☎080-1207-5512
◆ういてまて（着衣泳）講習会▶対
象：3歳児以上　※小学3年以下のお子

さんは保護者同伴。▶日時：5月8日㈰
正午～午後4時▶場所：光が丘体育館▶
内容：講義、実技▶講師：水難学会指導
員▶定員：40名（先着順）▶費用：800
円（小学生以下200円、中学生500円）
▶申込：ハガキで①講習会名②住所③
氏名④年齢⑤学校名（学生のみ）⑥電話
番号を、4月30日（必着）までに〒179-
0073田柄3-27-26　新日本スポーツ
連盟・江川☎080-1049-1112　※同
ホームページ（https://sites.google.
com/view/nerimaku-renmei）から
も申し込めます。

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
◆石神井庁舎駐車場▶日時：3月18
日㈮午前9時30分～11時30分・午後�
1時～4時
◆ホテルカデンツァ東京（高松5-8）
▶日時：3月23日㈬午前10時～11時
30分・午後1時～4時

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
◆予防から使える福祉用具▶日時：
3月24日㈭午後2時30分～3時30分▶
場所：第3育秀苑デイサービスセンター
▶内容：講義、実技▶定員：10名（先着
順）▶申込：電話で同所☎6904-0105

朝・夕・青空市
◆光が丘IMA南館前▶日時：3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：
3月15日㈫午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

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

■ 練馬郷土史研究会　年2・3回土曜
に生涯学習センターで講演会、年3・
4回平日に関東周辺の史跡などを見学　
年会費2,000円　講演会参加費1回300
円　交通費実費　鎌田☎3977-3091

（要予約）
■バイオリンを弾いてみよう！聴い
てみよう！　3歳以上の方対象　3月
27日①午前10時30分～11時20分②午
前11時40分～午後0時30分、4月1日③
午後1時30分～2時20分④午後2時40
分～3時30分　南大泉地域集会所　①
～④とも参加費1,000円　まつざわ☎
090-1656-0473 Eメール pv.concert@
gmail.com（要予約）
■楽しく仲良く元気よくストレッチ　
あじさい会　主に第2・4火曜午後 
1時～2時30分　大泉学園町地域集
会所　月会費1,500円　真弓☎090-
7704-8403（要予約）
■ 講演会「首都東京の精神医療を考
える」と映画「夜明け前」　3月16日午
後1時30分～4時30分　ココネリ3階　
講師　都立松沢病院名誉院長／齋藤 
正彦　参加費500円　練馬精神保健 
福祉会練馬すずしろ会☎ FAX 3994-
3382 Eメール rsc03465@yahoo.co.jp

■ ストレッチ　さわやか体操　60
歳以上の方対象　毎水曜午後1時30分
～3時　光が丘区民センター5階など　
講師　大髙綾子　入会金1,000円　月
会費2,000円　糸井☎3976-4668
■バスケットボール　QUINTET　
毎土・日曜午後7時～9時　光が丘第三
中　会費1回100円　岩﨑☎090-4016-
5597 Eメール tmy_0127@yahoo.
co.jp（要予約）
■ねりま混声コーラス虹　60歳以上
の方対象　第1・3金曜午後1時～3時　
はつらつセンター豊玉　声楽家が指導　
月会費2,000円　初めの2回は無料体験
可　長島☎090-6019-0388（要予約）
■NSクラブ（①大正琴②フォークダ
ンス）　60歳以上の方対象　第1・3
①月曜②金曜午前9時30分～11時30
分　サンライフ練馬　①②とも年会費
2,000円、教材費実費　関口☎070-
3523-0208（要予約）
■ 第6回オール台湾デー（①台湾生
活相談会②映画「パッテンライ」③
バザー④映画「空を拓く～郭茂林」）　
3月21日①②午前11時から③正午か
ら④午後1時30分から　ココネリ3
階　①～④とも入場無料　NPO法人
ベーシックライフインフォメーション 
協会・中村☎080-7243-1119
■ 話し方学習　大泉STG話しの会　
第2・4土曜午後1時30分～3時30
分　東大泉中央地域集会所など　入会
金1,000円　月会費1,500円　初回は�
無料体験可　古川☎090-4092-8397
（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

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

広告

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、

お知らせ
中 村 敬 老 館 は 工 事 の た め 
お休みします

　来年4月からは、新たに街かどケ
アカフェ・地域包括支援センターと
して開設します。▶期間：4月1日㈮
～来年3月31日㈮▶問合せ：高齢社
会対策課管理係☎5984-1068

消費生活センター運営連絡
会の会員を募集

　区と協働して消費者問題に取り組
む、練馬区消費生活センター運営連
絡会の会員を募集します。連絡会は、
区民の方の自主的な団体で、消費者
問題を学びながら、講座の企画・運
営や消費者だより「ぷりずむ」の編集
協力、消費者団体活動室（石神井公
園区民交流センター内）の運営など

を行います。▶年会費：2,400円▶
区の担当：消費生活係▶申込：3月31
日㈭までに電話で消費者団体活動室
☎3996-6351（月・水・金曜午前
10時～午後3時）

区民交通傷害保険の申し込
みは3月31日㈭まで
　令和4年度の「区民交通傷害保険」
への加入を受け付けています。加入
を希望する方は、早めに手続きをし
てください。保険内容など詳しくは、
お問い合わせください。▶対象：4
月1日㈮現在、区内在住の方▶保険
期間：4月1日㈮～来年3月31日㈮▶
引受保険会社：損害保険ジャパン㈱
▶申込：申込書に保険料を添えて、
3月31日㈭までに申込先へ▶申込書
の配布場所・申込先：区内金融機
関・郵便局▶問合せ：損害保険ジャ
パン㈱東京公務開発部☎3349-
9666、安全対策係☎5984-1309

特別相談
「若者のトラブル110番」
　29歳以下の契約当事者を対象に、
悪質商法による被害や契約トラブル
などに関する電話相談を受け付けま
す。▶日時：3月14日㈪・15日㈫午
前9時～午後4時30分▶相談先・問
合せ：消費生活センター☎5910-
4860

国民年金
退職したときは届け出を
　会社を退職して厚生年金の資格を
失った60歳未満の方は、国民年金
（第1号被保険者）へ切り替えの届け
出が必要です。本人確認できるもの
（運転免許証など）とマイナンバーが
確認できるもの、基礎年金番号が確
認できるもの、退職の日付が確認で
きる書類を届け出先にお持ちくださ

い。また、退職した配偶者に扶養さ
れている60歳未満の方（第3号被保
険者）も、必ず第1号被保険者への
変更の届け出をしてください。なお、
保険料の免除・猶予を希望する方は
お問い合わせください。▶届け出先：
区民事務所（練馬を除く）、国保年金
課国民年金係（区役所本庁舎3階）▶
問合せ：国民年金係☎5984-4561

4月から年金手帳の代わり
に基礎年金番号通知書を送
付します

　新たに国民年金に加入する方と再
発行をする方には「基礎年金番号 
通知書」が送付されます。お持ち 
の年金手帳は、4月以降も基礎年金
番号を確認する書類として利用でき
ます。大切に保管してください。▶
問合せ：練馬年金事務所☎3904-
5491
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