
■練馬勤労者つりの会　主に月2・3
回関東近郊で釣行　入会金1,000円　
月会費850円　釣行費実費　月1回石
神井公園区民交流センターで定例会あ
り　加藤☎3925-0561（要予約）
■声楽・ヴォーカルコンサート（ク
ラシック・シャンソン・ポピュラー
など）　9月24日午後7時開演　大泉
学園ゆめりあホール　入場無料　アミ
フランス・東原☎090-8037-0857
Eメール amifrance2005jp@yahoo.
co.jp
■第21回おとなのAula練馬校パソ
コン生徒作品展　9月26日・27日午
前10時～午後6時　練馬文化センター　
入場無料　須藤☎090-4739-5369

■ 空手道型無料体験会　女性と高
齢者の初心者対象　9月26日午後
4時～4時45分　総合体育館　講師　
田中玄起　例会…女性と高齢者の初
心者対象　月3回月曜午後4時～4時
45分　総合体育館　入会金1,000円　
月会費2,400円　谷原空手道の会・
中村☎080-3020-0402
■練馬区岩手県人会総会　10月1日
午前11時30分～午後1時30分　区役
所本庁舎20階　参加費無料（飲食代実
費）　佐藤☎ FAX 6479-3308 Eメール
shinjisatorimbo@jcom.home.ne.jp
（要予約）
■軟式野球　練馬マンデーズ　50歳
以上の方対象　毎月曜午前9時～午後1
時　東台野球場　月会費1,000円　南
☎3997-1870 Eメール tasuka@jcom.
home.ne.jp（要予約）
■ 3B体操　65歳以上の方対象　毎
水曜午前10時～11時30分　三原台
地域集会所　入会金1,000円　月会
費2,000円　原田☎080-3526-3113
（要予約）

■ すみれサークル（①ヨガ②ビギ
ナーエアロ＆ストレッチ）　10～60
代の初心者対象　毎火曜①午前9時15
分～10時15分②午前10時30分～11時
30分　春日町青少年館　有資格者が指
導　①②とも会費1回500円　タケイ
☎ SMS 080-1012-5228 Eメール mt.
1234sumire@ezweb.ne.jp（要予約）
■サークル桜　シニアに最適な社交
ダンス無料体験会　10月1日①午後
6時～7時（初心者）②午後7時～8時（一
般）　豊玉リサイクルセンター　例
会…毎土曜③午後6時～7時（初心者）
④午後7時～8時（一般）　豊玉リサイ
クルセンター　講師　JDC全日本チャ
ンピオン／西尾浩一ほか　③④とも入
会金1,000円、会費1回1,100円　髙橋
☎3991-8181 Eメール kikuchi-popai@
nifty.com（要予約）
■ 平和のための戦争展inねりま　9
月17日～19日午前10時～午後6時
（17日は午前11時から。19日は午後
4時まで）　ココネリ3階　参加費無料　
実行委員会・大槻☎080-5040-6764

■クラシックギターサークル　ラ・
ルース　初心者以上対象　①第1また
は第2水曜午前9時～正午②第3または
第4土曜午後1時～5時　旭町南地区区
民館など　講師　児玉祐子　①②とも
会費6カ月9,000円　岡本☎080-1065-
2680（午後6時～9時）Eメール chi.a_a.
1thessa518@au.com
■フォークダンス初心者無料体験会　
9月28日～10月19日の毎水曜午後6時
～8時10分　大泉小　大泉フォークダ
ンス友の会・横沢☎090-5513-7606
■①講演会「中日の架け橋に・陳淑
梅」、中国語講座「②挨拶用語③発
音矯正④自己紹介に挑戦・胡興智」　
②初心者③④経験者対象　①9月23
日②24日午後1時30分～3時30分③
10月1日午後3時30分～5時30分④2
日午後1時30分～3時30分　①区役所
本庁舎20階②～④同19階　 練馬中文
教室講師が指導（②③のみ）　①～④と
も参加費1,000円（学生は200円）　練
馬日中交流促進会☎090-3509-2021
（要予約）　

■ 絵画（油彩・水彩・パステル・ア
クリル）　紫紅会　月3回土曜午後6
時～9時　生涯学習センター分館　講
師　武井浩　年会費3,600円　月会費
3,000円　初めの1カ月は無料体験可　
千葉☎090-4414-8005
■ みんなで脳トレ（ストレッチ・リ
アルタスク運動・記憶力・しりと
りゲームなど）　65歳以上の方対象　
月2回木曜午後1時～2時30分　三原
台地域集会所　月会費500円　初回は
200円で体験可　小川☎5387-2576
（要予約）
■大人からのピアノサークル無料体
験レッスン　初心者対象　9月21日
午後1時～3時　光が丘区民センター5
階　例会…①第1・3水曜午後1時～3
時（初心者）②第2・4木曜午前10時～
正午（経験者）　光が丘区民センター5
階　①②とも入会金3,000円、月会費
3,000円　神波☎090-7814-4377
Eメール god-wave.yuki@docomo.
ne.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

休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

歯科

内科・
小児科

▶受付時間：①平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日18：00～
21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30・18：00～21：30④日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

※年齢はいずれも来年3月31日㈮現在。

いつまでも健康でいるために

検診を受診しましょう

口
こう

腔
くう

がんは早期発見が決め手
～自己チェック法を学びましょう

講演会

▶日時：10月16日㈰午前10時～正午▶場所：区役所アトリウム地下多
目的会議室▶講師：東京歯科大学副学長／片倉朗▶定員：100名(先着順)
▶区の担当：歯科保健担当係▶申込：電話またはファクスで①講演会名
②住所③氏名④年齢⑤電話番号を、練馬区歯科医師会☎3557-0046
FAX 3557-3553　※専用の申し込みフォーム(https://
forms.gle/2JgsGth4tFnBw3eL9)からも申し込めます。　
※参加者には、口腔内ミラーセットを差し上げます。

　70歳と75歳の方に、「受診券」と「自分でできる認知症の気づきチェッ
クリスト」を4月下旬に送付しました。チェックリストの点数が一定以上
の方や、もの忘れが心配な方は、無料で医療機関の検診が受けられます。
▶問合せ：在宅介護支援係☎5984-4597

もの忘れが気になる方へ もの忘れ検診

　骨粗しょう症は、骨密度が低下し骨折しやすくなる病気です。特に女
性の割合が高く、年齢とともに増加傾向にあります。対象の女性には、
案内を4月下旬に送付しました。検査結果により、骨粗しょう症予防教
室を案内します。▶対象：40・45・50・55・60・65・70歳の女性▶
費用：500円（免除制度あり）▶問合せ：成人保健係☎ 5984-4669

骨の健康をチェックしましょう 骨粗しょう症検診

子ども・教育
10月から乳幼児医療証・子
ども医療証が新しくなります
　健康保険に加入している中学生以
下のお子さんを対象に、医療費を助
成しています。助成を受けるために
必要な乳幼児医療証乳と子ども医
療証 子は、毎年10月1日に更新さ
れます。新しい医療証(うぐいす色)は、
9月16日㈮以降に順次送付します。
10月になっても届かない場合はご
連絡ください。
　中学生以下のお子さんがいる方
で、乳または子医療証をお持ちで
ない場合は、申請が必要です。申請
方法など詳しくは、お問い合わせく
ださい。▶問合せ：児童手当係☎
5984-5824

男性向け講座「大好きなママ
を応援！パパにできること、
パパだからできること」
　家庭内でできる協力やコミュニ
ケーションについて学びます。▶対
象：男性　※夫婦での参加も可。▶
日時：10月16日㈰午前10時～正午
▶場所：男女共同参画センターえーる
▶講師：ねりパパ副代表／芥川正明
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話
またはファクス、電子メールで①
講座名②参加者全員の氏名（ふりが
な）③電話番号を、同所☎3996-
9007 FAX 3996-9010 Eメール oubo@
nerima-yell.com　※保育室（6カ月

以上の未就学児対象。定員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、10月2日㈰まで
にお知らせください。

10月の2歳6カ月児歯科健診
　2歳10カ月ごろまで受けられま
す。担当地域の保健相談所で受けて
ください。▶持ち物：母子健康手帳
▶申込：電話で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先 日時 定員
（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

20㈭
13:00～15:00 32名

　北
☎3931-1347

21㈮
9:00～11:00 24名

光が丘
☎5997-7722

11㈫
9:00～11:00 24名

石神井
☎3996-0634

14㈮
9:00～11:00 32名

大　泉
☎3921-0217

28㈮
9:00～11:00 24名

　関
☎3929-5381

17㈪
9:00～11:00 24名

練馬区珠算コンクール
▶対象：区内在住・在学または練馬
区珠算教育連盟会員の珠算教室など
に通っている小中学生▶日時：11月
6日㈰Ⓐ午前9時30分～正午Ⓑ午後
0時30分～4時▶場所：区役所本庁
舎19階など▶内容：個人総合競技
(乗算、除算、見取算など6種目)、
種目別競技(読上算、読上暗算)　※
小学生4級程度、中学生3級程度。　
※Ⓐは個人総合競技のみ。▶費用：
1,300円▶持ち物：そろばんなど▶
区の担当：育成支援係▶申込：9月18

日㈰までに電話で練馬区珠算教育連
盟・加藤☎090-3816-2054

講演会「うちの子、もしか
して～読み書きが苦手でも
読書を楽しむ方法」
　文字の読み書きが苦手とされる学
習障害「ディスレクシア」の理解を深
めます。▶対象：中学生以上▶日時：
10月9日㈰午後2時～4時▶場所：
貫井図書館▶講師：NPO法人EDGE
会長／藤堂栄子▶定員：30名(先着
順)▶申込：電話で同所☎3577-1831
〈講座を同時放映します〉
▶申込：電話で各図書館へ
場所(図書館)・申込先 定員(先着順)
石神井☎3995-2230 30名
大　泉☎3921-0991 30名
関　町☎3929-5391 12名
南田中☎5393-2411 20名

講座・催し❶
講演会「檀一雄と太宰治～出
会ったふたつの魂と文学」
▶対象：中学生以上▶日時：10月1日
㈯午後2時～3時30分▶場所：光が
丘図書館▶講師：石神井公園ふるさ

と文化館学芸員／山城千惠子▶定
員：50名（先着順）▶申込：電話で同
所☎5383-6500

絵手紙教室
～いろいろな紙に絵手紙をかこう

▶日時：10月4日㈫午後1時～3時▶
場所：サンライフ練馬▶講師：日本絵
手紙協会公認講師／田代修子▶定
員：30名（抽選）▶申込：往復ハガキ
で①教室名②住所③氏名（ふりがな）
④電話番号を、9月20日（必着）まで
に〒176-0021貫井1-36-18　サン
ライフ練馬☎3990-0185

創業！ねりま塾・実践編
「本気の起業塾」
▶対象：起業を考えている方、起業
して間もない方▶日時：10月22日
～12月3日の毎土曜午前10時～午
後3時【11月26日を除く。6日制】▶
場所：ココネリ3階▶内容：講義、グ
ループワーク、交流会、個別面談▶
講師：中小企業診断士／川口佐和子
▶定員：30名（抽選）▶費用：2万円
▶申込：10月12日㈬までに電話で
練馬ビジネスサポートセンター☎
6757-2020　※同ホームページ
（https://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）からも申し込めます。

  令和4年（2022年）9月11日 5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。


