
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
◆ダブルダッチ教室▶対象：小学生
以上　※小学3年生以下は保護者同
伴。▶日時：Ⓐ4月2日㈯Ⓑ10日㈰Ⓒ
16日㈯Ⓓ23日㈯午前9時～10時30分
▶場所：ⒶⒸⒹ桜台体育館Ⓑ桜台地区
区民館▶講師：JDDA公認インストラ
クター／金子寧々▶定員：各15名（先
着順）▶費用：500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④年齢（学生は学年
も）⑤電話番号を、開催日の前日まで

にSSC桜台・南波 ☎090-1408-9900　
Eメール sakuradai.staff3@gmail.com
◆リトミック教室▶対象：1～3歳児
と保護者▶日時：4月5日・19日、5月
17日・31日、6月7日・21日の火曜Ⓐ
午後1時15分～2時Ⓑ午後2時10分～
2時55分▶場所：平和台体育館▶講師：
キラキラプロジェクト／戸ヶ崎幸子ほ
か▶定員：各12組（先着順）▶費用：1組
1,000円▶申込：開催日の前日までに
電話でSSC平和台☎5921-7800（平日
午前9時～午後5時）
◆キッズフラダンス▶対象：4歳児～
小学生▶日時：4月5日～6月28日の毎
火曜午後4時30分～5時30分（5月3日
を除く）▶場所：光が丘体育館▶定員：

各20名（先着順）▶費用：1回500円▶
申込：電話でSSC光が丘・太田☎090-
4745-8498
◆えこだパンさんぽwith桜台▶日
時：4月9日㈯・10日㈰午前10時～午
後5時▶場所：西武池袋線江古田駅・
桜台駅周辺▶内容：パン屋を巡るス
タンプラリー▶問合せ：運営委員会・
萩原☎090-7735-1804　※詳しくは、
とにかく江古田！プロジェクトホー
ム ペ ージ（https://tonikakuekoda.
jimdofree.com/）をご覧ください。
◆インボイス制度の説明会▶対象：事
業者▶日時：4月14日㈭Ⓐ午前10時30
分～11時30分Ⓑ午後1時～2時▶場所：
勤労福祉会館▶定員：各20名（先着順）

▶申込：電話で練馬西税務署☎3867-
9711　※インボイス制度については、
国税庁ホームページ（https://www.
nta.go.jp/）でもご覧になれます。
◆オンライン配信・区民健康づく
りセミナー「相手は新型コロナ！我
ら練馬の総力戦！」　6月13日㈪から
配信します。視聴方法など詳しくは、
練馬区医師会ホームページ（http://
www.nerima-med.or.jp/）をご覧く
ださい。▶問合せ：練馬区医師会☎
3997-7500

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
◆わお！おやこの会～手遊びや絵
本▶対象：0～4歳児と保護者▶日時：
4月24日㈰①午前10時～10時40分②
午前11時～11時40分▶場所：生涯学
習センター▶定員：各8組（先着順）▶費
用：1組500円▶申込：電話で（一社）わ
お！事務局☎080-5348-2052（午前9
時～午後5時）

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：4月8日㈮午前
9時から▶問合せ：鈴木☎3990-6004
◆光が丘IMA南館前▶日時：4月10
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：
冨永☎090-4374-3888

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

■ 書道（漢字・かな・ペン字・イン
テリア書道など）　①第1・3②第2・
4火曜午前9時30分～正午、③第2水
曜午前10時～午後1時④第1または第
2土曜午後1時30分～3時30分　①サ
ンライフ練馬②勤労福祉会館③貫井地
区区民館④東大泉中央地域集会所　練
馬区書道連盟所属の講師が指導　①
～④とも入会金500円　月会費①②
3,000円③④1,500円　初回は無料体
験可　綱☎090-8436-4028（要予約）
■ フラダンス　ナ　ポーアカラー
初心者の女性対象　月3回土曜午前10
時30分～11時30分　富士見台地区
区民館　月会費3,500円　初回は無
料体験可　 酒 井☎090-9849-6348
Eメール nokko.pikake@au.com

（要予約）
■ 楽しく泳いで健康づくり　スイ
マーズ　3泳法で25m泳げる女性対
象　毎水曜午前11時～午後1時　上石
神井体育館　月会費2,000円　初回は
無料体験可　高橋☎ FAX 3929-3880
（要予約）

■ 音声ガイド作成講座　（一社）ウイ
ズタイムハウス 5月からの第2・4土
曜午後1時30分～4時30分　勤労福祉
会館など　講師　美月めぐみほか　会
費1回500円　5月14日に勤労福祉会
館などで説明会あり　加藤木☎5935-
4955 Eメール info@withtimehouse.
org（要予約）
■第12回アートフロンティア展（絵
画・彫刻など）　4月11日～17日午
前11時～午後6時（11日は午後2時か
ら。17日は午後4時まで）　練馬文化セ
ンター　入場無料　実行委員会・青木
☎090-8500-0237
■ 水泳　火曜会　おおむね55歳以上
の初心者～初級者対象　毎火曜午後3時
～5時　光が丘体育館　講師　ミズノス
ポーツサービス㈱社員／唐島田未紗　
入会金1,000円　月会費3,000円　保険
料年1,850円（65歳以上1,200円）　初回
は無料体験可　鈴木☎ FAX 3979-
9647 Eメール tskszk1045@yahoo.
co.jp（要予約）
■①②リトミック③キーボード体験
会　4月5日・12日・19日・26日①午前
9時20分～10時（0・1歳児）②午前10
時10分～11時（2～4歳児）③午前11
時10分～11時40分（2～4歳児）　光
が丘区民センター5階　①～③とも参
加費1回100円　ジャックと豆の木・
横山☎090-9360-0051 Eメール aria.
mamemari@gmail.com（要予約）

■日本太鼓伝承塾　月4回以上（初級
12回・中級24回・上級36回）　豊玉
第二小など　入会金2,000円　会費1
回1,000円　初回は無料体験可　4月
9日午後1時から区役所アトリウム地
下多目的会議室で説明会あり（資料代
500円）　和田☎080-4000-2729（要
予約）
■ 書道と漢字の勉強　書学会　第4
土曜①午後4時30分～5時15分②午後
5時25分～6時10分③午後6時20分～
7時5分④午後7時15分～8時　三原台
地域集会所　練馬区書道連盟所属の講
師が指導　①～④とも入会金500円、
月会費500円、教材費月660円　初
回は無料体験可　羽田☎090-9156-
8246（要予約）
■少年少女体操教室　キリンクラブ
小学生対象　毎木曜午後4時～6時　
上石神井体育館　練馬区体操指導員が
指導　入会金1,000円　月会費3,000
円　佐藤☎080-5516-4170 Eメール
kirin-club@hotmail.com（要予約）
■ 東アジア近現代史セミナー「ウ
イグル人からの告発」　4月9日午
後1時45分～4時30分　ココネリ3階　
講師　ウイグル文学研究者／ムカイダ
イス　参加費700円（学生は500円）　
オンライン配信あり（電子メールで申し
込み）　小沼☎ FAX 3991-7087 Eメール
watanabeyosuke0526@yahoo.co.jp
（要予約）

■ハイキングクラブ・ぐるうぷ山人　
年50回程度ハイキングや縦走、名所
めぐり、街歩き　第1木曜午後7時～9
時に貫井地区区民館で例会あり　入会
金1,500円　月会費1,000円　石井☎
3999-6097
■すみれ華道会（池坊）　初心者対象　
第1水曜午前10時～正午　下石神井地
区区民館　講師　新倉敏子　会費1回
1,000円　花材代1回2,000円　橋本
☎3920-2360（要予約）
■ 大泉太極拳クラブ（楊名時・健
康太極拳）　20歳以上の初心者対象　
月4回金曜午後7時～8時45分　大
泉学園町体育館　日本健康太極拳協
会認定師範が指導　月会費3,000円　
初回は無料体験可　北☎080-5460-
2898（要予約）
■イタリア語サークル（イタリア語
とイタリアの文化などの話）　初級
者対象　毎水曜午後2時～3時30分　
生涯学習センター分館　イタリア人
講師が指導　月会費3,500円　大沢☎
090-4413-0778（要予約）
■日本・世界の名曲を歌う会　4月
25日午前10時～正午　サンライズ
サーカス（西大泉4-20-17）　参加費
500円　例会…第4月曜午前10時～正
午　サンライズサーカス　会費１回
500円　歌サロンサンライズ・中越☎
FAX5905-7127 Eメールmiccosoprano
@gmail.com（要予約）

■ フラダンス会・カイヒクーラニ　
50歳以上の多少経験のある方対象　月
3回金曜午後2時15分～3時45分　小
竹地域集会所　月会費4,500円　初
めの3回は無料体験可　西村☎ FAX
3991-7125 Eメール kalanilokomaikai
@gmail.com（要予約）
■ 認知症予防紙芝居と相続講演会　
4月27日午後1時30分～3時30分　高
野台地域集会所　参加費無料　認知症
予防講座ライフプランを考える会・
二 階堂☎090-6119-0564 Eメール
nikaidogyouseishosi@aol .com
（要予約）
■ ラジオ体操・練功十八法　練馬
すずしろ会　毎日午前6時30分～7
時　練馬総合運動場公園（少年野球場）　
年会費2,400円　初回は無料体験可　
富吉☎3992-1352
■ 60代からのらくらくピアノ無料
体験会　 4月10日・24日午後1時30
分～3時　男女共同参画センター
えーる　例会…月2回午後1時30分～
3時　石神井公園区民交流センター　
会費1回1,333円　石神井公園らくら
くピアノ・工藤☎090-2474-2753
（要予約）
■表千家茶道　きぬがさ会　初心者
の女性対象　第2・4日曜午後1時～5
時　向山庭園　月会費3,000円　水屋
料実費　関☎3923-6216

● 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。

手づくり品販売市場
「ねりいちinココネリ」
　障害のある方が作ったお菓子や雑
貨などを販売します。▶日時：4月
18日㈪～22日㈮午前11時～午後2
時▶場所：ココネリ2階▶問合せ：就
労支援係☎5984-1387

パネル展
「女性の日・男女共同参画」
▶日時：4月2日㈯～7日㈭午前8時
45分～午後8時（7日は午後3時ま
で）▶場所：区役所アトリウム▶問合
せ：男女共同参画担当係☎5984-
4518

つながるカレッジねりまオ
ンライン公開講座
～地域活動とコミュニケーション

　つながるカレッジねりまは、地域
活動に役立つ知識とスキルを学ぶ場
です。今回、カリキュラムの一部を
YouTubeで公開します。▶日時：4
月30日㈯午前10時～正午▶講師：
おたがいさまの会代表／志寒浩二▶
申込：4月26日㈫までに電話でカ
レッジ担当係☎5984-1613　※
ポータルサイト（https://www.col
legenerima.jp/）からも申し込めま
す。

ヤングダンス講座
▶対象：中学生～おおむね30代の方
▶日時：Ⓐ4月10日㈰Ⓑ6月5日㈰午
後6時～8時Ⓒ5月17日㈫午後7時～
9時▶場所：春日町青少年館▶内容：
ヒップホップダンスなど▶講師：ダ
ンスインストラクター／湖都美▶定
員：各25名（先着順）▶申込：電話で
同所☎3998-5341

ふるさと文化講座
「現代に生きる柳生新陰流」
▶日時：5月22日㈰午後2時～3時30
分▶場所：石神井松の風文化公園管理
棟▶内容：講演会、演武▶講師：柳生
新陰流兵法第二十二世宗家／柳生耕
一平厳信▶定員：80名（抽選）▶申込：
往復ハガキで①講座名②参加者全員
（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を、4月21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☎3996-4060　
※同ホームページ（https://www.
neribun.or.jp/furusato.html）からも
申し込めます。

オンライン見学会
「京都大学飛騨天文台
～太陽の観測と研究の紹介」
　太陽のライブ映像や天文台の様子、

研究内容をZoomで配信します。▶
対象：小学生以上▶日時：4月24日㈰
午前10時～11時▶定員：30名（先着
順）▶申込：4月12日㈫までに、リサイ

クルセンターホームページ（https://
www.nerima-rc.jp/）から申し込んで
ください▶問合せ：豊玉リサイクルセ
ンター☎5999-3196

▶申込：往復ハガキで①講座名（1～3とⒶⒷの別）②住所③氏名（ふりが
な）④電話番号を、124月18日328日（必着）までに〒179-0072光が丘
5-2-6　四季の香ローズガーデン☎6904-2061 ※同ホームページ
（https://www.shikinokaori-rose-garden.com/）からも申し込めます。
※他にもさまざまな催しを開催します。詳しくは、同ホームページをご覧
ください。

1 カモミール蒸留・化粧水づくり講座
　ジャーマンカモミール水を使って、肌に優しい化粧水を作ります。▶日
時：5月4日㈷Ⓐ午前10時30分～正午Ⓑ午後2時～3時30分▶講師：NPO法
人自然工房めばえ／橋本ゆうこ▶定員：各15名（抽選）▶費用：2,000円

2 春のグリーンハーブと山菜の楽しみ方
▶日時：5月5日㈷Ⓐ午前10時～11時30分Ⓑ午後1時～2時30分▶講師：
NPO法人自然工房めばえ／金近ちひろ▶定員：各15名（抽選）▶費用：
3,000円

3  河合伸志さんのバラと
草花のお庭のつくりかた講座

▶日時：5月14日㈯Ⓐ午前11時～正午
Ⓑ午後1時～2時▶定員：各28名（抽選）

四季の香ローズガーデンの催し
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