
ミニガイド
◆シルバー人材センター英語・英
会話教室▶対象：区内在住の60歳
以上の方▶期間：6月～来年5月▶定
員：各10～20名（先着順）▶費用：月
4,000円　※教材費実費。▶申込：5月
13日㈮までに電話で練馬区シルバー
人材センター☎3993-7168
日時
（※1）

場所
（※2） 内容

月
曜

①
羽

国際交流の英会話入門

② 基礎英語Ⅱ（中学レベル）

①

関

中卒応用

① いきいき英会話

② 中学初級

火
曜
① 羽 英会話とリーディング

① 関 ボランティアで使う英会話

水
曜
①

羽
中卒応用

② コミュニケーション

木
曜

①
羽

中学中級

② 中学まとめ

② 関 中学中級

金
曜
② 羽 中学初級

① 関 中学まとめ
※1  第1・2・4週 の ①10：00～11：50

②13：30～15：20。
※2  羽…羽沢教室（羽沢3-36-16）、
　　関…関町リサイクルセンター。
◆公衆浴場で菖蒲（しょうぶ）湯▶
日程：5月4日㈷・5日㈷　※実施日は
施設によって異なります。各浴場に
ご確認ください。▶場所：区内公衆浴
場▶費用：480円（小学生以下無料）▶
問合せ：練馬区公衆浴場組合・風間☎
3991-5092
◆JA東京あおば　母の日応援セール　
▶日時：5月4日㈷～8日㈰午前10時～

午後5時▶場所・問合せ：ふれあいの
里（桜台3-35-18）☎3991-8711▶内
容：カーネーションなど鉢花の販売
◆ノルディックウォーキングと茶
摘み体験 in狭山ヶ丘▶対象：18歳以
上の方▶日時・場所：5月14日㈯午前
9時西武池袋線狭山ヶ丘駅集合～所沢
市三ケ島まちづくりセンター～和田園
製茶所～北野天神社～午後2時西武池
袋線小手指駅解散（約7㎞）▶定員：20
名（先着順）▶参加費：1,000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、5月12日㈭までにSSC桜台・南波
☎090-1408-9900 Eメール sakuradai.
staff�3@gmail.com
◆ユニバーサルスポーツチャレンジ
▶対象：4歳児以上▶日時：5月15日㈰
Ⓐ午前10時～正午Ⓑ午後1時～3時▶
場所：平和台体育館▶内容：風船バレー、
卓球バレー、ボッチャなど▶定員：各
50名（先着順）▶申込：5月12日㈭まで
に電話でSSC平和台☎5921-7800
◆不動産街頭無料相談会▶日時：5
月17日㈫午前10時30分～午後4時▶
場所：区役所アトリウム▶定員：30名
（先着順）▶申込：電話またはファクス、
電子メールで①氏名②年齢③電話番号
を、5月13日㈮までに（公社）全日本不
動産協会東京都本部練馬支部☎5912-
0733（平日午前11時～午後4時）FAX
5912-0734 Eメール nerima@tokyo.
zennichi.or.jp
◆ターゲットバードゴルフ初心者体
験会▶対象：小学生以上　※小学生は
保護者同伴。▶日時：5月21日㈯午前
10時～正午（雨天中止）▶場所：練馬総
合運動場公園▶申込：当日会場へ▶問
合せ：練馬区ターゲットバードゴルフ
協会・田代☎090-4061-9569
◆インボイス制度の説明会▶対象：
事業者▶日時：5月24日㈫午後1時～
2時▶場所：石神井公園区民交流セン
ター▶定員：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。
◆大泉高校公開講座「ミニバスケッ
トボール教室」▶日時：6月4日、7月
9日、9月3日・24日、10月29日、11
月12日・26日の土曜午後6時～9時【7
日制】▶保険料：800円▶申込：往復ハ
ガキで①講座名②住所③氏名（ふりが
な）④生年月日⑤年齢・学年⑥性別⑦
電話番号⑧ファクス番号（ある方のみ）
を、5月12日（必着）までに〒178-0063
東大泉5-3-1　大泉高校☎3924-0318
◆ねりまシニアセミナー「練馬で仲
間を作ってセカンドライフを楽しも
う」▶日時：6月5日㈰午後1時～4時45
分▶場所：ココネリ3階▶講師：日本フィ
ランスロピー研究所所長／渡邊一雄
▶費用：1,000円▶申込：電話または電子
メールで①催し名②氏名③電話番号を、
5月31日㈫までにねりまシニアネット
ワーク☎080-7529-0096 Eメール
nsnseminar2022@gmail.com
◆高島特別支援学校　学校見学会
▶日時：6月2日㈭午前9時20分から▶内
容：授業見学、校内見学など▶定員：30
名（先着順）▶申込：ハガキで①学校見学
会②住所③氏名④電話番号を、5月27
日（必着）までに〒175-0082板橋区高島
平3-7-2　高島特別支援学校☎3938-
0415　※同ホームページ（http://www.
takashima-sh.metro.tokyo.jp/site/
zen/）からも申し込めます。
◆志村学園（就業技術科）　学科
説明会▶日時：6月9日㈭・16日㈭・
25日㈯・30日㈭午前10時～正午▶内
容：説明会、校内見学など▶申込：開
催日の前日までに電話で同所☎3931-
2323　※同ホームページ（http://www.
shimuragakuen-sh.metro.tokyo.jp/
site/zen/）からも申し込めます。
◆大泉特別支援学校　学校公開▶
日程：6月15日㈬▶内容：授業見学、校内
見学など▶申込：電話またはファクスで

①学校公開②住所③氏名④電話番号⑤
ファクス番号（ある方のみ）を、同所☎
3921-1381 FAX 3921-1316　※同
ホームページ（http://www.oizumi-sh.
metro.tokyo.jp/site/zen/）からも申し
込めます。
◆空手体験教室▶対象：年中児～小
学生▶日時：6月16日㈭・23日㈭・30
日㈭午後6時30分～8時【3日制】▶場
所：大泉西中▶講師：糸東流空手道師範
八段／加藤等ほか▶費用：1,770円▶
申込：電話またはファクスで①教室名
②住所③氏名④年齢⑤電話番号を、6
月15日㈬までにSSC大泉☎3921-
1300 FAX 3921-1691

献血にご協力を
◆光が丘体育館横▶日時：5月4日㈷
午前10時～正午・午後1時30分～4時
▶問合せ：東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所☎0422-32-1100

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
◆思考力運動会▶対象：小学生▶日
時：5月14日㈯午後1時～3時▶場所：
中村南スポーツ交流センター▶定員：
30名（先着順）▶費用：300円▶申込：
電話でどきどきなかま・木村☎090-
6342-7344（午後4時～8時）
◆親子でリトミック▶対象：①1～2
歳児と保護者②4カ月～1歳6カ月児と
保護者▶日時：5月27日㈮①午前9時
40分～10時40分②午前11時～正午
▶場所：早宮地域集会所▶定員：各10
組（先着順）▶費用：1組100円▶申込：
電話でキラキラプロジェクト・戸ヶ崎
☎080-4426-2295

すまいるねりま遊遊スクール
◆みんなで楽しく楽器を鳴らそう

（ドラムサークル）▶対象：主に知的
障害のある小中学生と保護者・介助
者▶日時：5月29日㈰午前10時～11

時30分▶場所：こども発達支援セン
ター▶講師：音楽療法士／牛田聖子▶
定員：14名（先着順）▶申込：電話で子
どものための音楽療法サークル「音の
輪」・遠藤☎090-6497-0016（午後6
時～10時）
◆楽しいダンスあそびをしよう！
▶対象：主に知的障害のある小中学
生と保護者▶日時：6月4日㈯午前10
時～11時30分▶場所：上石神井南地
域集会所▶定員：25名（先着順）▶申
込：電話でダンス・ラボ・松浦☎080-
3000-6580（午前9時～午後10時）

子育て学習講座
◆原因探しに終始しない不登校と
の向きあい方▶対象：小中学生の保
護者▶日時：5月15日㈰午前10時～正
午▶場所：学校教育支援センター▶定
員：20名（先着順）▶費用：500円▶申
込：電話で練馬区不登校親の会olive・
小林☎090-3546-6444（午前9時～
午後5時）

朝・夕・青空市
◆江古田いちば通り商店街▶日時：
5月2日㈪午前10時～午後7時▶問合
せ：目黒☎3994-8068

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、5月10日（必着）まで
に申込先へ　※700円以下の出店料が
掛かります。　※車での来場・搬入は
ご遠慮ください。
◆平成つつじ公園（練馬1-17-6）▶日
時：5月15日㈰午前9時30分～正午（雨
天中止）▶申込先：〒177-0035南田
中4-7-10-201　リサイクル・ゆう☎
080-1980-6310（先着100店。問い
合わせは午後6時～8時）
◆和田堀公園（石神井町1-1-11）▶
日時：5月15日㈰午前9時30分～午後
1時30分（雨天中止）▶申込先：〒177-
0041石神井町1-3-7　物 （々ものもの）
☎3997-4333（先着50店）

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

広告

問合せ 国際・都市交流担当係☎5984-1302
友好都市の魅力を紹介！

上田市写真展

友好都市紹介パネル展

　公募で選ばれた長野県上田市の写真を展示
します。上田の雄大な自然をお楽しみくださ
い。▶日時：5月6日㈮～16日㈪午前8時45分
～午後8時（6日は正午から。16日は正午まで）
▶場所：区役所本庁舎2階通路

　中国・北京市海淀区やオーストラリア・イプ
スウィッチ市、長野県上田市をパネルなどで紹
介します。▶日時：5月19日㈭～26日㈭午前8時
45分～午後8時（19日は正午から。26日は正午
まで）▶場所：区役所アトリウムイプスウィッチ市

友好都市紹介パネル展
　中国・北京市海淀区やオーストラリア・イプ
スウィッチ市、長野県上田市をパネルなどで紹

海淀区

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、

スポーツ❷
初心者スポーツ教室
なぎなた
▶対象：Ⓐ小学生Ⓑ中学生以上▶日
時：Ⓐ5月21日・28日Ⓑ6月4日・11
日の土曜午前10時～11時30分【2日
制】▶場所：桜台体育館▶定員：各10
名（抽選）▶保険料：66円▶申込：往復
ハガキまたは区ホームページ「電子
申請」で①教室名（ⒶⒷの別も）②住
所③氏名（ふりがな）④生年月日（学
生は学年も）⑤性別⑥電話番号を、
5月11日（必着）までに〒176-8501
区役所内スポーツ振興課事業係☎
5984-1947

講座・催し
勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶定員：各30
名（先着順）▶申込：♳5月27日㈮
♴6月3日㈮♵14日㈫までに電話で
同所☎3923-5511
♳経営分析講座「財務諸表などの読
み方を学ぶ」
▶日時：6月3日㈮・10日㈮・17日㈮
午後6時30分～9時30分【3日制】▶
講師：明治大学大学院グローバル・ビ
ジネス研究科教授／山口不二夫ほか
♴骨盤のゆがみ改善エクササイズ
▶日時：6月6日㈪午前10時～正午

▶講師：NPO法人MYフィットネス
研究会副理事長／岡安裕子
♵ライフプラン講座「後悔しない介
護施設の選び方」
▶日時：6月18日㈯午後2時～4時▶
講師：介護福祉士／河北美紀▶費用：
200円

手づくり品販売市場
「ねりいち」

　障害のある方が作ったお菓子や雑
貨などを販売します。▶問合せ：就
労支援係☎5984-1387

場所 日時

大泉図書館 5/12㈭・26㈭
11：00～13：30

ココネリ2階 5/16㈪～20㈮
11：00～14：00

五味康祐のオーディオで聴く
レコードコンサート
～五味コレクションのテープから

▶対象：中学生以上▶日時：5月21日
㈯Ⓐ午後1時30分～3時Ⓑ午後3時
30分～5時▶場所：石神井松の風文
化公園管理棟▶定員：各16名（抽選）
▶費用：500円▶申込：往復ハガキで
①催し名（ⒶⒷの別も）②参加者全員

（2名まで）の住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を、5月10日（必着）までに
〒177-0045石神井台1-33-44　石
神井公園ふるさと文化館分室へ　※
同ホームページ（https://www.
neribun.or.jp/furusato.html ）から

も申し込めます。▶問合せ：石神井公
園ふるさと文化館☎3996-4060

文化交流カフェ
～各国の梅雨とアジサイについて知ろう

▶日時：5月29日㈰午後2時～4時▶
場所：文化交流ひろば▶定員：日本人
の方…15名、外国人の方…15名（い
ずれも先着順）▶費用：100円▶申
込：電話または電子メールで①催し
名②氏名③電話番号④国籍を、事業
推進係☎5984-1523 Eメール chiiki17
@city.nerima.tokyo.jp

お う ち で で き る シ ン プ ル
ヨーガ「ホッとヨーガでリ
ラックス」
▶日時：5月25日㈬午前10時～11
時30分▶場所：サンライフ練馬▶講
師：気づきのヨーガ主宰／堀内美加
▶定員：12名（抽選）▶申込：往復ハ
ガキで①講座名②住所③氏名（ふり
がな）④電話番号を、5月10日（必着）
までに〒176-0021貫井1-36-18　
サンライフ練馬☎3990-0185
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