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。

わたしの「これからライフ」
2022 〜ゆるヨガ女子会
▶対象：ひきこもりなどの状態にあ
るおおむね50歳未満の女性▶日時：
Ⓐ4月24日㈰午前10時〜正午Ⓑ5月
24日㈫午後2時〜4時Ⓒ6月26日㈰
午前10時〜正午▶場所：男女共同参
画センターえーる▶講師：全米ヨガ
ア ラ イ ア ン スRYT200／ 滝 沢 菜 穂
▶定員：各20名
（先着順）▶申込：電
話またはファクス、電子メールで①
講座名
（Ⓐ〜Ⓒの別も）②氏名
（ふり
が な ）③ 年 齢 ④ 電 話 番 号 を、 同 所
☎ 3996-9007 FAX 3996-9010
Eメール oubo@nerima-yell.com
※保育室
（6カ月以上の未就学児対
象。定員6名）
を利用したい方は、お
子さんの氏名
（ふりがな）
・年齢も、
手話通訳を希望する方はその旨も、

Ⓐ4月10日㈰Ⓑ5月10日㈫Ⓒ6月12
日㈰までにお知らせください。

起業セミナー
「創業！ねりま塾」入門編
「起業でしか実現できない生き方」
をテーマに創業について学びます。
▶日時：4月23日㈯午前10時〜午後
0時30分▶講師：MACOOLJAPAN
㈱代表取締役／鈴木雅子▶申込：4
月18日㈪までに練馬ビジネスサポー
トセンターホームページ
（https://
www.nerima-idc.or.jp/bsc/）から
申し込んでください ※ は電話で
も申し込めます。▶問合せ：練馬ビジ
ネスサポートセンター☎6757-2020
ココネリ3階で開催
▶定員：50名（先着順）
オンラインで開催
▶定員：50名（先着順）

令和4年
（2022年）
3月21日

歩こう！学ぼう！
東大田無演習林観察会
▶ 対 象：18歳 以 上 の 方 ▶ 日 時：4月
26日㈫午前9時20分〜正午▶場所：
東大田無演習林（西東京市緑町）▶講
師：東大田無演習林教員▶定員：16
名（抽選）▶持ち物：双眼鏡(ある方

令和
3年度

7

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、4月14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。

新規登録文化財を紹介

練馬区文化財保護審議会の意見に基づいて、文化財の指定・登録を
行っています。今回の決定により、区の登録文化財は217件となりま
した。▶問合せ：伝統文化係☎5984-2442

有形文化財
こう でん じ

はん しょう

光傳寺の半鐘
〈氷川台3-24-4 宗教法人
光傳寺所有・非公開〉

妙福寺の半鐘

妙福寺の半鐘

祖師堂
〈南大泉5-6-56
本堂〈南大泉5-6-56
宗教法人妙福寺所有・公開〉 宗教法人妙福寺所有・公開〉

西武鉄道がマルシェを開催！

SEIBU Green Marché
西 武グリーンマルシェ

練馬区や西武線沿線で採れた旬の農
産物や加工品などを販売します。
▶ 日 時：3月26日 ㈯ 午 前10時 〜 午 後4
時▶場所：石神井公園駅中央口改札前
▶区の担当：農業振興係▶問合せ：NKB

享保19年
（1734年）
、江
戸の鋳物師・小幡内匠が
制作した銅製のものです。
下練馬村の人々が奉納し
ました。

享保10年
（1725年）
、江
嘉永3年
（1850年）、江
戸の鋳物師・小幡内匠が 戸の鋳物師・銅屋清次郎
制作した銅製のものです。 が制作した銅製のもので
こ ぐれ
こ ぐれ
小 榑 村と下保谷村の人々 す。小 榑 村と下保谷村の
が本應寺
（現在は廃寺）に 人々が奉納しました。
奉納しました。

マルシェ事務局☎3504-2128
（平日午
前10時〜午後6時）

情報あらかると

20分〜10時40分Ⓑ午前11時〜午後0
時20分、7日㈭・21日㈭Ⓒ午前9時20
分〜10時40分Ⓓ午前11時〜午後0時
20分▶場所：平和台体育館▶定員：各4
ミニガイド
名
（先着順）▶申込：開催日の前日まで
◆練馬区水泳連盟春の教室▶対象： に電話でSSC平和台☎5921-7800
18歳以上の方▶定員：各40名
（抽選）
▶ ◆エンジョイ大西スポーツクラブ体
申込：往復ハガキで①教室名
（
の別 験会▶対象：小学生以上▶日時・内容：
バドミントン…4月9日㈯・16日㈯
も）
②住所③氏名④年齢⑤電話番号を、
剣 道 …11日㈪・13日㈬・18日㈪・
3月25日 4月21日（必着）までに
〒178-0065西大泉3-23-11 練馬区 20日㈬ 男子バレーボール…11日㈪・
水泳連盟・佐竹☎6795-3414
（問い合 18日㈪ バスケットボール…12日㈫・
わせは木・金曜を除く午後6時〜9時） 19日㈫ 女子バレーボール…15日㈮・
上石神井水中ウォーキング▶日時：4 22日㈮ タンブリング…17日㈰・24
月1日〜6月24日の毎金曜午前11時〜 日㈰ いずれも午後7時〜8時30分▶
（先着順）
午後1時
【4月29日を除く。12日制】
▶場 場所：大泉西中▶定員：各10名
所：上石神井体育館▶費用：1万1880円 ▶申込：電話またはファクスで①催し名
②氏名③年
泳 法 講 習会▶日時：4月28日〜6月 （ 〜 の別と参加希望日も）
23日の毎木曜午前11時〜午後1時
【5 齢④電話番号を、4月7日㈭までにSSC
月5日を除く。8日制】
▶場所：光が丘体 大泉☎3921-1300 FAX 3921-1691
育館▶費用：9,900円
◆シャンソンを楽しく歌う会▶日時：
◆ヨガ無料体験会
（ⒶⒹやさしい瞑 4月10日㈰午後2時〜3時30分▶場所：
想
〈めいそう〉
ヨガⒷⒸきれいになる 男女共同参画センターえーる▶講師：
パワーヨガ）
▶対象：18歳以上の女性 シャンソン歌手／清水智子▶定員：10
▶日時：4月5日㈫・19日㈫Ⓐ午前9時 名
（先着順）
▶費用：1,300円▶申込：電
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｡

広告

広告

半鐘…小形の釣り鐘で、寺の集会の合図などに用いられるものです。

話または電子メールで①催し名②住所
③氏名④電話番号を、練馬シャンソン
を楽しむ会・下河☎080-6607-4321
Eメール h.shimogawa@kind.ocn.
ne.jp

◆
「練馬発わかわか かむかむ元気ご
はん」料理教室▶日時：4月22日㈮午
前10時30分〜午後1時▶場所：勤労福
祉会館▶定員：20名
（先着順）▶費用：
600円▶申込：電話またはファクスで
①住所②氏名③電話番号を、4月15日
㈮までにいきいきクッキングねりま・
小泉☎ FAX 3970-4174

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
◆スポーツなど▶申込： 電話でSSC
平和台☎5921-7800
〜 当日会
場へ 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〜8時） ※未就学児は保護者同
伴。 ※ 〜 は保護者の参加も可。
平和台体育館▶対象：①小学1・2年

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。

生②小学1〜3年生▶日時：①4月9日㈯
②30日㈯午前10時〜正午▶内容：①ス
ポーツテスト②かけっこ▶定員：①15
名②20名
（先着順）
総合体育館▶対象：5歳児〜中学生▶
日時：4月16日㈯午前9時〜正午▶内容：
トランポリン、ボクシングミット打ち
など▶定員：20名
（先着順）
▶費用：50円
大泉学園少年野球場▶対象：5歳児〜
小学4年生▶日時：4月16日㈯午前10
時〜正午▶内容：ティーボール▶定員：
40名
（先着順）
▶費用：100円
上石神井体育館▶対象：4歳児〜小学
生▶日時：4月23日㈯午前9時30分〜
11時30分▶内容：トランポリン、鉄棒
など▶定員：40名
（先着順）
光が丘体育館▶対象：小学生▶日時：
4月23日 ㈯ 午 前9時30分 〜 正 午 ▶ 内
容：キッズフットサル▶定員：30名
（先
着順）
▶費用：50円
桜台体育館▶対象：5歳児〜中学生▶
日時：4月30日㈯①午前9時15分〜10
時45分②午前9時30分〜11時45分③
午前11時〜正午▶内容：①ダブルダッ
チ②ラケットテニス③ボッチャ▶定

員：各20名
（先着順）▶費用：100円
（保
護者のみ）

◆4月の水泳ワンポイントレッスン
▶対象：4歳児〜中学生 ※小学3年以
下のお子さんには水着を着用した保護
者が付き添ってください。▶日時：4月
2日㈯午前9時〜11時▶場所：三原台温
水プール、上石神井体育館、光が丘体
育館、平和台体育館、中村南スポーツ
交流センター▶内容：時間内に来場し
たお子さんに指導者が助言 ※2時間
の講座ではありません。▶費用：プー
ル利用料
（保護者のみ）
▶持ち物：水着、
水泳帽▶申込：当日会場へ

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：3
月25日㈮、4月1日㈮午前10時〜午後
7時▶問合せ：目黒☎3994-8068
◆光が丘ＩＭＡ南館前▶ 日時：3月
27日㈰午前10時〜午後3時▶問合せ：
冨永☎090-4374-3888
◆春日町本通り商店会▶ 日時：3月
30日㈬午前11時〜午後3時▶問合せ：
小泉☎3998-1010

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

