
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、

■第51回定期演奏会（混声合唱組曲
「富山に伝わる三つの民謡」、平成の
ヒット曲メドレーなど）　9月18日午後
2時～4時　練馬文化センター　入場料
500円　例会…毎金曜午後6時15分～8
時45分　生涯学習センターなど　入会金
1,500円　月会費4,000円　楽譜代実費　
初めの1カ月は無料体験可　練馬混声合
唱団・小山☎090-6538-5951（要予約）
■ウクライナ支援ワンコインチャリ
ティーコンサート　中学生以上対象　
9月25日午後1時開演　生涯学習セン
ター　入場料500円（高校生以下無料）　
リンゴっこ倶楽部・増田☎090-2751-
3399 Eメール yasukomasuda234
@gmail.com（要予約）

■国際共通語エスペラント語の初心
者講習会　インターネットができる方
対象　9月10日～11月26日の主に第2・
4土曜午後2時～4時30分　生涯学習セ
ンター　教材費500円　例会…イン
ターネットができる方対象　第2・4土
曜午後2時～4時30分　生涯学習セン
ター　会費3カ月1,000円　練馬エスペ
ラント会・尼子☎5913-8679（午後7時
～9時）Eメール jamako@coast.ocn.
ne.jp（要予約）
■ 卓球　スマイルEクラブ　60歳以
上の経験者対象　月3・4回木曜主に午
前9時～正午　中村南スポーツ交流セ
ンター　入会金1,000円　月会費1,000
円　星☎080-3452-3562（要予約）
■講演会「命の輝きは口から食べるこ
と～摂食・えん下におけるサポート
とは」　9月16日午後1時30分～3時30
分　区役所アトリウム地下多目的会議
室　講師　ホームクリニックえにし医
師ほか　参加費無料　木瓜花・中島☎
FAX 3992-8316 Eメール 222tora@
jcom.home.ne.jp（要予約）

■書道　墨の会（漢字・かな・実用書・
ペン字）　高齢者対象　第1～3水曜午
前10時～正午　光が丘区民センター
6階など　月会費3,000円　山内☎
3930-3175（要予約）
■吟詠（漢詩・和歌・新体詩）　晴山
流晴翔会　月4回日曜午後1時30分
～4時　上石神井南地域集会所　月会
費1,500円　教材費2,000円（初回の
み）　初めの1カ月は無料体験可　庄野
☎3920-7291（午後7時～9時）
■ 気功・操体・動作トレーニング

「空」の会　月2回水曜午前10時～11
時45分　春日町青少年館　月会費
3,000円　初回は無料体験可　石黒☎
5848-3177（要予約）
■社交ダンス「カトレア会」無料講習
会　初心者～初級者対象　9月8日・
15日・22日・29日午後7時～9時　生
涯学習センター　日本社交舞踏教師協
会の講師が指導　例会…初心者～初級
者対象　毎木曜午後7時～9時　生涯学
習センター　入会金1,000円　月会費
3,000円　清水☎3991-7361（要予約）

■初心者向けストレッチヨガ　女性
対象　主に月4回月曜午前10時30分
～11時30分　豊玉地域集会所など　
会費1回1,000円　初回は500円で体
験可　川端☎3994-4069（要予約）
■ 社交ダンス（ワールドスタイル）
ロイヤル60'sクラブ　60歳以上の
初心者対象　毎火曜午前10時～正午　
生涯学習センターなど　月会費2,000
円　初回は無料体験可　宮木☎090-
9367-1202
■ 着付けから習える日本舞踊教室　
和の会　毎火曜午後1時～4時　東大
泉中央地域集会所　講師　坂東和千穂　
会費1回1,500円　初回は無料体験可　
星野☎090-5771-0569（要予約）
■ HSP・HSCお話会〜ひといちばい
敏感な人 高感度な子どもたちの世
界　子育て中の保護者・支援者対象　
①9月8日②22日午前10時～正午　男
女共同参画センターえーる　①②とも
参加費1,500円　こねくとうぃず事務
局・村嶋☎070-2263-5091 Eメール
connectw0180@gmail.com（要予約）

■非核都市ねりま平和展　9月30日
～10月2日午前10時～午後8時（30日
は午後1時から。2日は午後5時まで）　
大泉学園ゆめりあギャラリー　入場無
料　非核都市ねりまの会・宮前☎
FAX 6760-9446 Eメール shisuichan
2016@gmail.com
■水泳　とびうおクラブ　65歳以上の
初級者対象　月4回水曜午前11時～午後1
時　光が丘体育館　入会金1,000円　月
会費2,000円　スポーツ保険料年1,200
円　柳原☎ FAX 5383-5089（要予約）
■料理を楽しむ会　初心者の男性対
象　第1土曜午前9時～正午　勤労福
祉会館　講師　練馬栄養士会／寺元
佳子　月会費1,200円　初回は無料体
験可　丸山☎ FAX 5999-4550 Eメール
tmar@jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 練馬レディースソフトテニス教
室　初級者～中級者の女性対象　9月
26日、10月3日・17日午前9時30分
～午後0時30分　豊玉中公園庭球場　
参加費1回500円　竹松☎090-2642-
6569

⃝�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。

　同じ興味や関心を持つ区民が集い、つながるきっかけづくりの場とし
て、区内で活動する団体が行う講座です。新たな活動にチャレンジして、
地域の仲間をつくりませんか。▶対象：18歳以上の方▶場所：生涯学習
センター▶申込：往復ハガキまたは電子メールで①講座名（A～Gの別）②
住所③氏名（ふりがな）④電話番号を、9月22日（必着）までに〒176-0012豊
玉北6-8-1　生涯学習センター☎3991-1667 Eメール s-center@city.nerima.
tokyo.jp　※申し込みは1人1講座です。

参加者募集！

趣味と仲間づくり講座
エン ク ラ ブ

講座名など 日時 定員
（抽選）

Aやさしい日本舞踊
▶持ち物：着物（浴衣可）、半幅帯、たび、
舞扇子（ある方のみ）

9/29～10/27の毎木曜、11/1㈫
17:30～19:30【6日制】 30名

Bはじめての俳句
▶持ち物：辞書、歳時記

10/1～29の毎土曜
9:30～12:00【5日制】 30名

C やさしい俳画
～季節に合わせた絵を描きましょう

▶費用：2,000円▶持ち物：墨、すずり、小皿
10/5・12・26の水曜
10:00～12:00【3日制】 12名

D  能楽の世界へ！
～「鞍馬天狗」を謡う（宝生流）

10/7～28の毎金曜
13:30～15:30【4日制】 30名

E はじめてのシャドーボックス
～紙を切り重ねて立体的な作品制作

▶費用：3,000円
10/15・22の土曜
13：30～15：00【2日制】 15名

F 始めてみよう！ママフラダンス
～小さい子が一緒でも大丈夫！

11/4～18の毎金曜
11:00～12:00【3日制】 30名

G はじめての詩吟・今様・和歌
～心と体の健康に楽しく吟じましょう

11/12～26の毎土曜
14：00～16：00【3日制】 25名

学びと文化の情報サイトのホームページ
（https://www.asobiosentoya.jp/）にも掲載しています。

9〜11月開催

電話で各ベルデへ
武石本館☎0268-86-2526、武石新館☎0268-86-2525、
岩井☎0470-57-4141
インターネットで
https://verde.city.nerima.tokyo.jp/shizen/

施設名 日程・内容

ベルデ武
たけし
石

本館・新館
（長野県）

10/1㈯～31㈪…ハロウィーンの飾り付け
11/19㈯・20㈰…新そば祭り（新館のみ）
12/12㈪～25㈰…クリスマスの飾り付け
12/24㈯…クリスマスケーキの提供
12/31㈯…年越しそばの提供（新館のみ）

ベルデ岩井
（千葉県）

12月末まで…アンケート回答者へ竹細工の提供
9/10㈯…中秋の名月観賞
10/1㈯～31㈪…ハロウィーンの飾り付け
10/8㈯…十三夜の観賞
11/25㈮～12/25㈰… クリスマスの飾り付けやお菓子

の提供（小学生以下）
12/31㈯…年越しそばの提供

9～12月

宿泊の予約方法

ベルデに泊まって
イベントを楽しもう!

※�ベルデ軽井沢は、改修工事のため9月12日㈪～12月30日㈮
は休館します。

スポーツ
区民体育大会
▶問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947　※実施要項は、体育
館やスポーツ振興課（区役所本庁舎
8階）、区ホームページなどでご覧
になれます。
●少林寺拳法
▶日時：9月23日㈷午前10時から▶
場所：光が丘体育館▶申込：実施要項
をご覧の上、9月7日㈬までに練馬
区少林寺拳法連盟事務局へ
●ボウリング
▶対象：中学生以上▶日時：10月10
日㈷午前9時から▶場所：練馬トー
ホーボール（錦2-19-1）▶定員：60
名（抽選）▶保険料など：1,000円▶

初心者スポーツ教室
▶申込：1当日会場へ23往復ハガ
キで①教室名（23の別。2はⒶⒷ
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、9月12日（必着）までに
〒176-8501区役所内スポーツ振興
課事業係☎5984-1947　※区ホー
ムページからも申し込めます。
1ファミリースポーツ（ニュース
ポーツ、ゲーム、トランポリンなど）
▶対象：家族▶日時：10月15日～11
月19日の毎土曜午後6時～8時【6日
制】▶場所：上石神井体育館▶保険
料：1人198円▶持ち物：上履き

申込：実施要項をご覧の上、9月30
日㈮までに練馬区ボウリング連盟へ
●なぎなた
▶日時：10月16日㈰午後1時から
▶場所：桜台体育館▶保険料など：
1,000円▶申込：ハガキで①大会名
②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤性
別⑥電話番号を、9月9日（必着）ま
でに〒177-0044上石神井3-26-
18-303笠井方　練馬区なぎなた連
盟事務局へ
●陸上
▶対象：小学生以上▶日時：10月29
日㈯・30日㈰午前9時から▶場所：
練馬総合運動場公園▶内容：トラッ
ク競技、フィールド競技▶費用：一
般1,000円、小学生～高校生800円、
リレーは1チーム2,000円▶申込：
実施要項をご覧の上、9月16日㈮ま
でに練馬区陸上競技協会へ

2少年少女体操（跳び箱、マット運
動、トランポリン、鉄棒など）
▶対象・日時：10月15日～11月19
日の毎土曜Ⓐ午後1時45分～3時10
分（小学1・2年生）Ⓑ午後3時20分
～4時45分（小学3～6年生）【6日制】
▶場所：上石神井体育館▶定員：各
30名（抽選）▶保険料：198円
3少林寺拳法
▶対象：小学生以上　※小学3年生
以下は保護者同伴。▶日時：10月
16日～30日の毎日曜午前9時30分
～11時30分【3日制】▶場所：中村南
スポーツ交流センター▶定員：20名
（抽選）▶保険料：99円
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