
■クラシックギター独奏・重奏クラ
ブ（クラシック、ポピュラー曲の二・
三重奏など）　初級者～上級者対象　
毎日曜午後2時～6時　光が丘地区区
民館など　会費1回1,000円　年4回発
表会あり　後藤☎3976-5110 Eメール
elastarto@gmail.com（要予約）

■グッピー・スイミングクラブ（水泳・
アクアビクス）　毎水曜午前9時～11
時　大泉学園町体育館　女性コーチが
指導　入会金1,000円　月会費2,500
円　初回は無料体験可　イイムレ☎
5387-4585（要予約）
■ 日本と欧米の文学作品の文章を
鑑定する　無心塾　第2・4水曜午
後6時～8時　勤労福祉会館　講師　
早稲田大学名誉教授／梅宮創造　会費
1回500円　髙橋☎090-1804-1057
Eメール takakot@gmail.com
■中国語講座　初心者対象　月4回土
曜午前9時30分～11時30分　上石神
井南地域集会所など　月会費1,500円　
伊藤☎3920-5832

■ 水中歩行・水泳　水運・水歩会
60歳以上の方対象　月4回木曜午前9
時～11時　三原台温水プール　月会
費1,700円　初回は無料体験可　塚本
☎090-9154-0376（要予約）
■ 囲碁　青林会　おおむね5級以上
の方対象　月4回主に土曜または日曜
午後1時～5時　生涯学習センターなど　
月会費500円　年4回大会、年2回合宿
あり　小坂☎090-7281-1800（要予約）
■ 英会話　Alpha English class
毎金曜午後7時～9時　石神井公園区
民交流センター　カナダ人講師が指導　
入会金2,000円　月会費4,000円　初
回は無料体験可　中田☎3904-6130
Eメール jaf01135@nifty.com（要予約）

■光が丘リコーダーアンサンブル第4
回演奏会（G.F.ヘンデル／コンチェ
ルト・グロッソ第1番など）　5月1
日午後1時30分開場　光が丘図書館　
指揮　向江昭雅　入場無料　徳重☎
090-6957-9726 Eメール rsxnq504@
yahoo.co.jp（要予約）
■鶴の会舞踊発表会　5月3日午前11
時30分開演　生涯学習センター　入
場無料　大浦☎3925-6831
■高齢者水泳体験会（水中運動・水泳）　
60歳以上の方対象　①4月27日②5月
11日③18日午後1時50分～3時　大泉
学園町体育館　①～③とも参加費100円　
シルバースイミングクラブ大泉・石黒☎
090-9157-8044（要予約。午後1時～4時）

■練馬区福島県人会（交流会・母県
訪問旅行・カラオケ・歩く会など）　
年4回程度都内・関東近郊などで活動　
年会費2,000円　5月15日午後1時～5
時に区役所アトリウム地下多目的会議
室で総会・県人交流会あり　事務局・
渡邊☎090-4416-5996（要予約）
■①②ママ・パパのゆったりヨガ③
音楽あそび体験会　0～3歳児と保
護者対象　4月28日、5月12日・26
日①午前9時10分～10時②午前10時
10分～11時③午前11時10分～11時
50分　光が丘区民センター6階　①～
③とも参加費300円　イワキ☎080-
3558-5544

● 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

お知らせ
皆さまからの寄付（２月分）
＝ありがとうございました＝

　いただいた寄付は次の通りです。　
※寄付はインターネットからも受け
付けています。▶問合せ：管財係☎
5984-2807

区
へ

練馬みどりの
葉っぴい基金

7670万2071円
（6件）

新型コロナウイルス
感染症対策への
支援のため

1万円（1件）

医療機関のため 4,000円（1件）
農業振興のため 10万円（1件）
障害者福祉のため 1万円（1件）
人と動物の
共生のため

100万6000円
（4件）

子育て支援のため 1万円（1件）
練馬区社会福祉協議会へ 1万1486円（3件）

弁護士による無料相談会
▶対象：借金や税金・家賃の滞納、
労働問題などで経済的にお困りの方
▶日時：5月11日㈬、6月1日㈬午後
1時～4時30分の間の1時間以内▶
場所：生活サポートセンター（区役所
西庁舎3階）▶申込：電話で同所☎
3993-9963　

事業者向け
ビジネス講座「スモールビジ
ネスのためのクラウドファン
ディング活用の大原則」
▶対象：経営者、創業を考えている
方▶日時：5月26日㈭午後7時～9時
▶講師：中小企業診断士／酒井勇貴
▶費用：500円▶申込：5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(ht tps : / /www.
nerima-idc.or.jp/bsc/)から申し込
んでください　※1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
1ココネリ3階で開催
▶定員：30名(先着順)
2Zoomで開催
▶定員：30名(先着順)

働く
債権調査専門員
【会計年度任用職員】
▶対象：国税・地方税の収納実務経
験が10年以上ある方▶期間：7月～来
年3月▶日時：月～金曜午前8時30分
～午後5時15分(月16日)▶場所：総合
福祉事務所（光が丘・石神井・大泉）
▶採用予定数：3名(書類選考・面接)
▶報酬：月額22万2762円(特殊勤務
手当を含む)　※交通費支給。　※
期末手当・社会保険あり。▶申込：
生活福祉課（区役所東庁舎7階）や区
ホームページにある申込書（写真貼
付）を、5月9日㈪までに生活福祉課
保護調整係☎5984-1504

スクールソーシャルワーカー
【会計年度任用職員】
▶対象：次の①②のいずれかに当て
はまる方　①社会福祉士・精神保健
福祉士・臨床心理士・公認心理師の
いずれかの資格がある②福祉または
教育に関する専門的な知識・経験が
ある▶期間：6月～来年3月（再任す
る場合あり）▶日時：午前7時30分～
午後8時15分の間の7時間45分（月
16日）▶場所：学校教育支援セン
ター▶採用予定数：1名（書類選考・
面接）▶報酬：月額24万97円　※交
通費支給。　※期末手当・社会保険
あり。▶申込：学校教育支援センター
や区ホームページにある申込書（写
真貼付）を、4月27日（必着）までに
同所☎6385-9911

ボランティア
住民主体の「通いの場」を立
ち上げよう！フレイルサポー
ター育成研修
　フレイル（虚弱）予防について区民
に伝える方法を学びます。修了後は、
通いの場の新規立ち上げや、はつら
つシニアクラブのサポーターとして
活動します。▶対象：区内在住の方
▶日時：6月2日～7月21日の毎木曜
午後2時～4時15分【8日制】▶場所：
区役所本庁舎20階など▶講師：東京
都健康長寿医療センター研究所／
佐伯京子ほか▶定員：25名（抽選）▶
申込：5月6日㈮までに電話で介護予
防係☎5984-2094

住まい・まちづくり
耐震改修相談会
　（一社）練馬区建築設計事務所協会
の建築士が、耐震改修や助成に関す
る相談にお応えします。　※助成に
関する相談は予約不要。▶日時：5
月15日㈰午後1時～4時の間の30分
間▶場所：区役所本庁舎20階▶申
込：5月11日㈬までに電話で耐震化
促進係☎5984-1938

お休みします
〈男女共同参画センターえーる☎
3996-9005〉…4月24日㈰午後5時
から【害虫駆除のため】

健康・衛生
血圧が気になる方へ～高血圧
予防と改善のための食事と生活

▶日時：5月30日㈪午後2時～3時30
分▶場所：石神井保健相談所▶内容：

講義▶定員：20名（先着順）▶申込：
電話で同所☎3996-0634

子ども・教育
5月の1歳児子育て相談・
1歳からの食事講習会
▶対象：おおむね10カ月～1歳4カ
月児▶内容：歯磨き・育児・食事相
談▶持ち物：母子健康手帳▶申込：電
話で各保健相談所へ　※参加者には
歯ブラシを差し上げます。
場所（保健相談所）・

申込先 日程 定員
（先着順）

豊　玉☎3992-1188 26㈭ 30名

北 ☎3931-1347 25㈬ 18名

光が丘☎5997-7722 11㈬ 18名

石神井☎3996-0634 11㈬ 30名

大　泉☎3921-0217 18㈬ 18名

関 ☎3929-5381 12㈭ 18名
※時間はいずれも9：00～11：00。

5月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
　少人数のグループで、乳幼児のい
る家庭の食事について相談できま
す。▶対象：0～3歳児と保護者▶申
込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先
日時

（いずれも40分程度）
定員

（先着順）
豊　玉
☎3992-1188

20㈮ ①9:30 ②10:30
30㈪ ①13:30 ②14:30 36組

　北
☎3931-1347 31㈫ ①9:30 ②10:30 32組

光が丘
☎5997-7722 27㈮ ①9:30 ②10:30 32組

石神井
☎3996-0634

11㈬ ①14:00②15:00
25㈬ ①9:30 ②10:30 36組

大　泉
☎3921-0217 23㈪ ①9:30 ②10:30 24組

　関
☎3929-5381 20㈮ ①9:45 ②10:50 24組

令和4年（2022年）4月21日  6 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、


