
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、

ミニガイド
◆スラックライン教室▶対象：小学生
以上　※小学3年生以下は保護者同伴。
▶日時：6月4日～25日の毎土曜午前10
時～11時45分▶場所：桜台体育館▶定
員：各25名（先着順）▶費用：500円▶持
ち物：上履き▶申込：当日会場へ▶問合
せ：SSC桜台・南波☎090-1408-9900
◆第45回住宅デー▶日時：6月5日㈰
午前10時～午後3時（受け付けは午後2
時まで）▶場所：関区民センターなど6
会場▶内容：無料住宅相談、耐震相談、
包丁研ぎ（費用実費）など▶問合せ：建
設ユニオン練馬支部☎3925-0009
◆一緒に楽しもう！たまみずきフェ
ステバル2022▶日時：6月11日㈯午
後2時～4時▶場所：練馬文化センター
▶内容：声優によるオリジナル絵本の朗
読、和太鼓の演奏、音楽コンサートな
ど▶出演：アーティスト／宍戸留美ほか
▶定員：300名（先着順）▶申込：電話ま
たは電子メールで①住所②氏名③電話
番号を、事務局☎5923-7188 Eメール
info@tamamizuki.org
◆ほんちょう通りのエイサー祭り▶
日時：6月11日㈯午後3時～7時（小雨決
行）▶場所：富士見台ほんちょう通り商
店街▶内容：お菓子の配布など　※な
くなり次第終了。▶問合せ：富士見台
本町通り商店会・牧田☎3999-2257
◆第20回練馬区民ウォークラリー
大会～練馬区にある鎌倉街道の今
▶日時：6月12日㈰午前9時30分から
▶集合場所：サンライフ練馬▶保険料
など：500円（小学生以下は無料）▶申
込：電話またはファクスで①大会名②
氏名③電話番号を、練馬区ウォークラ
リー研究会・藤田☎ FAX 3922-4269
◆インボイス制度の説明会▶対象：
事業者▶申込：電話で各税務署へ　※
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。
●練馬東税務署☎6371-2332
▶日時：6月13日㈪～15日㈬Ⓐ午前10
時～正午Ⓑ午後2時～4時▶定員：各30
名（先着順）
●練馬西税務署☎3867-9711
▶日時：6月16日㈭Ⓐ午前10時30分～
11時30分Ⓑ午後1時～2時▶定員：各
20名（先着順）
◆石神井の歴史と文化を訪ねるま
ち歩き▶日時・場所：6月26日㈰午後
1時西武池袋線石神井公園駅集合～
池淵史跡公園～石神井城址～石神井ホ

テル跡～午後3時石神井公園ふるさと
文化館解散（約3.5㎞）▶定員：25名（先
着順）▶参加費：500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、石神井まちづくりの会・下河☎
080-6607-4321 Eメール h.shimogawa
@kind.ocn.ne.jp
◆若葉コンサート▶日時：6月26日㈰
午後1時30分～3時30分▶場所：大泉
西中▶内容：バイオリン・マリンバな
どの演奏▶費用：1,000円（中学生以下
は無料）▶申込：電話またはファクスで
①催し名②氏名③年齢④電話番号を、
6月25日㈯までにSSC大泉☎3921-
1300 FAX 3921-1691
◆再就職をめざす女性のための職
業訓練～ワード・エクセル基礎科▶
対象：主に結婚、出産、育児、介護で
退職後、再就職を希望し、ハローワー
クで求職登録をした方▶日時：6月27
日㈪～7月1日㈮午前10時～午後3時
【5日制】▶場所：男女共同参画センター
えーる▶定員：10名（抽選）▶テキスト
代：2,200円▶申込：男女共同参画セン
ターえーるや石神井公園区民交流セン
ター、図書館、人権・男女共同参画課
（区役所東庁舎5階）、区ホームページ
などにある募集案内をご覧の上、6月
10日㈮までに募集案内に記載の申込
先へ　※保育室（6カ月以上の未就学児
対象）を利用したい方は、併せて申し
込んでください。▶問合せ：東京都能
力開発課☎5320-4705
◆映画上映会「われ弱ければ矢島
楫子伝」▶日時：6月28日㈫午後2時
～4時▶場所：練馬文化センター▶定
員：160名（先着順）▶費用：1,200円▶
申込：電話で㈱現代ぷろだくしょん☎
5332-3991
◆区民企画・子育て応援講座「Ⓐ褒
め上手になる方法Ⓑ怒り上手にな
る方法」▶対象：小学生以下のお子さ
んの保護者、子育て支援に携わる方▶
日時：Ⓐ6月30日㈭Ⓑ7月11日㈪午前
10時～11時30分▶場所：男女共同参
画センターえーる▶講師：こねくと
うぃず副代表／くぼあやの▶定員：各
50名（先着順）▶費用：300円▶申込：
電話または電子メールで①講座名（Ⓐ
Ⓑの別も）②氏名（ふりがな）③電話番
号を、こねくとうぃず事務局☎070-
2263-5091（平日午前9時～午後5
時）Eメール connectw0180@gmail.
com　※保育室（6カ月以上の未就学
児対象。定員各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、
Ⓐ6月16日㈭Ⓑ27日㈪までにお知ら
せください。

◆大泉高校公開講座「ソフトテニス
講座」▶対象：小学4年～中学生▶日
時：7月3日㈰、10月9日㈰・16日㈰、
12月3日㈯・4日㈰、来年2月23日㈷・
26日㈰午後1時～4時【7日制】▶保険
料など：1,000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、6月
20日（必着）までに〒178-0063東大泉
5-3-1　大泉高校☎3924-0318
◆志村学園（就業技術科）学科説明
会▶日時：7月7日㈭・14日㈭午前10
時～正午、18日㈷午前10時～正午・
午後2時～4時▶内容：説明会、校内
見学など▶申込：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。
◆高島特別支援学校　学校見学会
▶日時：7月8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、7月1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。

朝・夕・青空市
◆南ヶ丘商店街▶日時：6月3日㈮午前
9時から▶問合せ：鈴木☎3990-6004

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
◆石神井川で魚とり▶対象：小学2～
6年生と保護者▶日時：6月19日㈰午前
9時30分～正午▶場所：平成みあい橋付
近の石神井川▶定員：20組（先着順）▶
費用：1人200円▶申込：電話で川と水辺
を楽しむプロジェクト・佐藤☎5910-
7056（火・木・土曜午前8時～10時）
◆ハイハイからのおやこであそぼ
う！リトミック＆アート▶対象：3歳
以下のお子さんと保護者▶日時：6月
19日㈰午前10時30分～11時30分▶
場所：立野地区区民館▶定員：20組（先
着順）▶費用：お子さん1人につき500
円▶申込：電話でリトミックサークル
チャチャチャ・藤木☎3929-6601（午
後8時～10時）
すまいるねりま遊遊スクール

◆みんなで楽しく絵を描こう！～色
と形の抽象画▶対象：主に知的障害の
ある小中学生と保護者▶日時：6月25日

㈯午前10時30分～11時30分▶場所：
こども発達支援センター▶定員：5組
（先着順）▶費用：1人30円▶申込：電話
で旭出学園でまえ教室・岡田☎3922-
4134（午前9時～午後5時30分）

子育て学習講座
◆子どもができる衣類の整理術・
親子で一緒に！簡単おやつ紹介▶対
象：3歳児～小学生の保護者▶日時：6月
16日㈭午前10時15分～11時30分▶
場所：光が丘区民センター2階▶定員：
12名（先着順）▶費用：200円▶申込：電
話で東京第一友の会光が丘方面・金子
☎6676-0057（午後6時～10時）

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、6月14日（必着）まで
に申込先へ　※1区画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：6月19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）

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

■ 健康体操　やまぶき豊玉クラブ
60歳以上の方対象　月4回木曜午前
10時～11時30分　生涯学習センター　
講師　小林澄味　入会金1,000円　月
会費2,000円　伊藤☎3557-0583
■ ハタ・ヨーガ　毎日曜午前10時～
正午　早宮地区区民館など　月会費
3,000円　初回は無料体験可　鬼塚☎
080-5695-8421（要予約）
■ 女声コーラス（歌曲・日本の名歌）　
コーロ・チェレスティーナ　月3回
木曜午前10時～11時30分　男女共同
参画センターえーる　講師　声楽家／
笹嶋眞夫　入会金1,000円　月会費
4,500円　6月30日午後1時～3時30
分に大泉学園ゆめりあホールで演奏会
あり（入場無料）　中條☎3997-0312
（例会のみ要予約）
■ 空手　大泉少年少女空手道育成会
年長児～中学生対象　月3回火曜午後
4時～6時　大泉学園町体育館　NPO
法人日本空手道明鏡塾指導員が指導　
入会金1,000円　月会費2,800円　初
回は無料体験可　今西☎5387-0512
（要予約）
■ 詩吟（漢詩・俳句・歌謡吟など）　
富士吟道会早宮教室　第1・3水曜午
後1時～4時　早宮地域集会所　月会
費2,000円　初回は無料体験可　丸田
☎090-2300-0498（要予約）
■ 軟式野球　練馬すずしろ野球クラブ
60歳以上の方対象　毎月曜・木曜午
前9時～11時　北大泉野球場　月会費
2,000円　年2回公式戦あり　高崎☎
080-1044-6514

■ 書道　香墨会　60歳以上の方対象　
第1・3火曜午後1時～3時　はつらつ
センター関　講師　松川玉堂　月会費
3,000円　宮崎☎5991-6712
■ 体力の維持・向上を目標とする水
泳・水中体操無料体験会　60～80
代の方対象　①6月14日②21日午後
1時～3時　三原台温水プール　ネリ
マシルバースイミングクラブ・宮原☎
090-5444-4637（要予約）
■ 孫も喜ぶ本格マジックを教わる
光が丘マジッククラブ　中高年齢
の初心者対象　第2・4月曜午前9時
30分～11時30分　光が丘区民センター
3階　プロのマジシャンが指導　入会
金1,000円　月会費1,000円　山本☎
3976-1978（要予約）
■ エアロビックダンス＆ストレッ
チ　AFDアルファ　40～60代の女
性対象　毎金曜午前10時～正午　勤
労福祉会館　入会金2,000円　月会費
3,000円　初回は無料体験可　佐藤☎
3996-7081（要予約）
■ 初級英会話　E-Z English　50歳
以上の初心者対象　月3回主に土曜午
後1時30分～3時　練馬第三小　講師　
高田マリ子　月会費3,500円　初回は
無料体験可　斎藤☎090-3420-1933
（要予約）
■ 武蔵関歌謡ボイス（発声・新曲指
導）　第1・3木曜午後2時～4時　関
区民センター　講師　日本歌謡指導者
協会理事長／しんま多井地　入会金
2,000円　月会費2,500円　初回は
500円で体験可　米田☎ FAX 3970-
6261
■ 親子で楽しむおとあーとコンサート　
7月23日午前10時30分～11時15分　
練馬文化センター　入場料1,200円
（2歳児～中学生500円、1歳以下のお
子さん無料）　木村☎050-6879-3268
Eメール otoart＠live.jp（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
※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。

お庭のお手入れ承りますお庭のお手入れ承ります 剪定・伐採・
害虫防除・除草など 見積相談無料 植木屋庭舟　加藤航

練馬区大泉学園町8-29-3ドリームハイツ202☎090-6142-4649

子ども・教育❷
赤ちゃんと一緒にエクササイズ
～子育てママの健康講座

▶対象：首のすわった4～12カ月児と
妊娠中に血圧・血糖値が高めと言わ
れた母親▶日時：7月20日㈬午前10
時～正午▶場所：大泉保健相談所▶
内容：講義、運動実技▶講師：健康運
動指導士／加藤有里▶定員：8組（先
着順）▶申込：電話で同所☎3921-
0217

7月の育児栄養歯科相談
▶対象：0歳児と保護者▶内容：育
児・食事・歯科相談▶持ち物：母子
健康手帳▶申込：開催日の1カ月前
から電話で各保健相談所へ　※おと
なの歯磨き相談も実施しています。
希望する方は、併せて申し込んでく
ださい。

場所（保健相談所）・
申込先 日時

豊　玉☎3992-1188 6㈬
9：00～10：00

　北　☎3931-1347 8㈮
9：00～10：00

光が丘☎5997-7722 13㈬
9：00～10：30

石神井☎3996-0634 29㈮
9：00～10：30

大　泉☎3921-0217 11㈪
9：00～10：00

　関　☎3929-5381 11㈪
13：00～15：00

歯・口の健康に関する図画・
ポスターコンクールの作品
を募集
　6月4日～10日は歯と口の健康週
間です。虫歯の予防やかむことの大
切さなど、歯・口の健康に関する図
画・ポスターのコンクールを開催し
ます。応募作品の中から特賞、優秀賞、

歯科医師会賞を区役所内に展示しま
す。▶対象：小学校（図画）の部…区内
在住の小学1～3年生、小学校（ポス
ター）の部…区内在住の小学4～6年
生、中学校の部…区内在住の中学生、
特別支援学校（学級）の部…特別支援
学校（学級）に在籍する小中学生▶内
容・募集作品：54㎝×38㎝の画用紙
に絵の具、クレヨンなどで描いた作
品▶申込：電話で応募要領を請求の
上、9月5日（必着）までに歯科保健担
当係☎5984-4682　※応募要領は
区ホームページでもご覧になれます。

健康・衛生
介護相談・交流カフェ
～老後のお金・安心の知恵5カ条

　介護に役立つお話のほか、介護経
験のある支援者による相談会を行い
ます。▶日時：7月4日㈪午後1時30
分～3時30分▶場所：練馬高野台駅

前地域集会所▶講師：日本エルダー
ライフ協会代表理事／柴本美佐代▶
定員：10名（先着順）▶申込：当日会
場へ▶問合せ：在宅介護支援係☎
5984-4597

講演会「肝炎の最新治療」
▶日時：7月6日㈬午後2時～3時30
分▶場所：豊玉保健相談所▶講師：順
天堂大学練馬病院消化器内科先任准
教授／大久保裕直▶定員：20名（先
着順）▶申込：電話で同所☎3992-
1188

井戸水を飲む方はご注意を
　家庭にある浅い井戸は、雨水や地
表の影響を受けやすく、細菌や化学
物質が検出される場合があります。
井戸水を飲む場合は、事前に専門の
検査機関による水質検査で安全性を
確認しましょう。▶問合せ：環境衛
生監視担当係☎5984-2485
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