
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。

■声楽・カンツォーネ・シャンソン・
抒情歌など（①グループ〈男女〉②
コーラス〈女声〉③個人）　①②成人
③小学生以上対象　月2回または4回①
月曜午後1時30分～3時30分②火曜午
前10時～正午、③月2回で都合の良い
日時　生涯学習センター分館など　①
～③とも入会金2,000円　月会費2回
3,000円・4回4,500円　教材費など月
1,000円　初回は無料体験可　小平☎
6881-5799（要予約）
■ フラワーアレンジメント　フラ
ワーサークルHANA　50歳以上の
方対象　第3水曜午後1時30分～3時　
大泉町地域集会所　入会金1,000円　
月会費1,000円　花材代など月2,200
円　清水☎090-1704-7447（要予約）
■着付けサークル　麻の葉　初心者
対象　月2回月曜午前10時30分～正午　
都営練馬四丁目アパート集会所　会費
1回1,000円　伊藤☎080-3440-2323
（要予約）
■練馬区アマチュア将棋連盟　第2
日曜午前9時～午後4時　生涯学習セン
ター分館　会費6カ月1,200円　菅原
☎3991-7620
■ 健康太極拳　月3回土曜午前10時
～11時50分　生涯学習センターなど　
年会費1,000円　会費3カ月6,000円　
初めの1カ月は無料体験可　なぐも☎
080-9041-6290（要予約）

■向山ラケットテニスクラブ　16歳
以上の方対象　毎日曜午前10時～午
後1時　向山小　年会費3,000円　初
回は無料体験可　宮﨑☎3990-2623
■クラシックバレエ　プリンセスバ
レエ　毎金曜①午後5時35分～6時
20分（幼児～小学1年生）②午後6時25
分～7時25分（小学2～4年生）③午後7
時30分～8時50分（小学5年生～高校
生）　光が丘地区区民館など　①～③と
も入会金2,000円　月会費①3,300円
②3,800円③4,300円　初回は無料体
験可　1年半に1回発表会あり　富川☎
080-5403-0852（要予約）
■ 練馬韓国語サークル（聞き取り・
読み・作文・会話）　中級程度の方
対象　毎火曜午後7時～9時　石神井
公園区民交流センター　韓国人講師が
指導　入会金1,000円　月会費5,000
円　初回は無料体験可　竹澤☎6760-
1790 Eメール makoto.takezawa@
jcom.home.ne.jp
■ゆうき歌謡教室（ピアノ伴奏による
演歌の歌唱レッスン）　60歳以上の
初心者対象　月3回火曜午後2時～4時　
勤労福祉会館　入会金1,000円　月会
費3,000円　遠山☎070-5571-9178
■クラシックギターで音楽を楽しむ　
創立48年練馬ギタークラブ　毎日
曜午後2時～5時　練馬高野台駅前地
域集会所　入会金1,000円　年会費
6,000円　初回は無料体験可　平岩☎
3904-7744 Eメール gan1943@jcom.
zaq.ne.jp（要予約）
■豊洲・築地市場の海鮮出張イベン
ト（国産近海魚貝の試食会）　毎火・
木・土曜午後1時～5時　文化交流ひ
ろば　会費1回1,000円　石井☎080-
5184-1374（要予約）

■ 練馬アカデミー合唱団 Autumn
コンサート（混声合唱組曲「筑後川」
「ローレライ」など）　11月5日午後
2時開演　大泉学園ゆめりあホール　
入場無料　例会…月3回金曜午後6時
30分～9時、月1回日曜午後2時～4時
30分　生涯学習センターなど　講師　
泉翔士　入会金2,000円　月会費
5,000円（学生2,000円）　楽譜代実
費　演奏会分担金あり　冨永☎3970-
2706（要予約）
■水泳　ドルフィン　クロールを25m
程度泳げる女性対象　第1・3・4月曜
午前9時～11時　上石神井体育館　講
師　長谷川ゆかりほか　入会金1,000
円　月会費2,500円　初回は無料体験
可　前野☎6315-4073（要予約。午後
5時～8時）
■気功・太極拳　ファンソン会　初
心者対象　主に毎日曜午前9時～11時　
光が丘地区区民館など　入会金1,500
円　月会費1,500円　初回は無料体験
可　吉田☎080-6600-1055 Eメール
matmot77@gmail.com（要予約）
■レッツ和太鼓　主に月4回①午後4時
～5時30分②午後7時～8時30分　区
役所アトリウム地下多目的会議室など　
①②とも入会金2,000円、会費1回1,000
円　初回は無料体験可　10月10日午
後1時から区役所アトリウム地下多目
的会議室で説明会あり（資料代500円）　
ホーラン☎080-6705-0780（要予約）
■ 硬式テニス　松風テニスクラブ
15～55歳（男性は初級以上）対象　主に
月2回土・日曜、祝日午前9時～午後
1時の間の2時間　石神井松の風文化
公園庭球場など　会費1回500円程
度　坂井☎090-3511-6232 Eメール
kuni3122@yahoo.co.jp（要予約）

■ 初めて教わるシャンソン教室　
10月12日午後1時30分～3時30分　
生涯学習センター　講師　シャンソン
歌手／萩原恵子　参加費500円　大人
のシャンソン会・荻原☎ FAX 3992-
9060（要予約）
■俳句　練馬四木会　第4木曜午後1
時～4時　石神井台みどり地域集会所　
講師　高平嘉幸　月会費500円　倉本
☎090-6945-7535（要予約）
■うたごえ・スマイル（唱歌・童謡・
昭和歌謡・世界のうた）　10月18日、
11月8日午後2時～4時　生涯学習セン
ター　参加費1,000円　猪村☎090-
9959-7926 Eメール imucin@outlook.
jp（要予約）
■手芸で楽しく脳トレサークル　月2
回月曜午前10時～正午　大泉北地域集
会所　講師　露谷和子　入会金2,000
円　月会費3,000円　材料費1作品500
円　初回は無料体験可　加藤☎090-
9375-8415（要予約）
■クラシックバレエ　春日町バレエ
ジュニア　毎水曜午後1時～6時　春日
町青少年館　入会金5,000円　月会費
5,500円　初回は無料体験可　前田
☎3990-8225 Eメール kasugatyou
ballet@gmail.com（要予約）
■ 夏目漱石を読む練馬読書会「漱石
文学と明治の東京」無料公開講座　
10月8日午後1時～3時　大泉図書館　
講師　劇作家／島田九輔　千葉☎080-
4069-8941（要予約）
■ 囲碁　碁友会　2級以上の方対象　
毎土曜午後1時～5時　勤労福祉会館　
入会金2,000円　月会費1,000円　年
3回大会・指導碁あり　初めの3カ月
は月会費無料　渡辺☎3926-1110（午
前10時～正午）

■水泳　ビーバーズSC　多少泳げる
中高年齢者対象　毎月曜午前11時～午
後1時　光が丘体育館　入会金1,000
円　月会費2,000円　保険料年1,850円
（65歳以上1,200円）　初回は無料体験
可　鏡原☎6760-7428（要予約）
■三枝豊・齋藤賢・杉山満男3人の
じいさん展（絵画）　10月4日～10日
午前9時～午後10時（4日は午前11時か
ら。10日は午後3時まで）　勤労福祉会
館　入場無料　齋藤☎080-1233-0385
■ ぐるっぺ光と花　第33回写真展
（花と風景）　10月12日～16日午前9時
～午後9時（12日は午後1時から。16日は
午後4時まで）　春日町図書館　入場無
料　例会…月1回土曜または日曜午後1
時～4時　春日町図書館　入会金2,000
円　会費6カ月9,000円　月1回東京
近郊で撮影会あり　藤田☎3991-4882
■ シャンソン・カンツォーネなど　
健美会　75歳以上の女性対象　月2回
日曜午後2時30分～4時30分　光が丘
区民センター5階　会費1回1,500円　
楽譜代1回200円　初回は200円で体験
可　岩元☎090-8511-4044 Eメール
iwamotoganko_0622@yahoo.co.jp
（要予約）
■リラックスヨガ上石神井会　女性
対象　毎金曜午前10時30分～午後0時
15分　上石神井南地域集会所など　入
会金2,000円　会費7回1万円　初回は
1,000円で体験可　山岸☎3928-1738
（要予約）
■混声合唱　コールカノン　中高年
齢者対象　月3回木曜午後2時～4時　
生涯学習センターなど　講師　九貫
達也　入会金1,000円　月会費2,000
円　初めの2回は無料体験可　高橋☎
090-2663-8699（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

▶対象：小学生以上▶日時：11月16日㈬午後2時～2時30分▶場所：大
泉学園ゆめりあホール▶曲目：モーツァルト／トルコ行進曲など▶出
演：神野優子・宮林陽子（バイオリン）▶定員：150名（抽選）▶申込：往
復ハガキで①催し名②代表者の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・電子メールアドレス（ある方のみ）③参加人数（２名まで）を、
10月11日(必着)までに〒176-0001
練馬1-17-37　練馬文化センター☎
3993-3311　※車いす席を利用し
たい方は、その旨もお知らせくださ
い。　※同ホームページ（https：//
www.neribun.or.jp/nerima.html）
からも申し込めます。

アフタヌーン・ミニコンサート
11月 

神野優子 宮林陽子

わたしの「これからライフ」
2022
▶対象：ひきこもりがちなおおむね
50歳未満の女性▶場所：男女共同参
画センターえーる▶定員：12各20
名330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
（1～3の別。1はⒶ～Ⓒの別も。
複数申し込み可）②氏名（ふりがな）
③年齢④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、開催日の2週間前まで
にお知らせください。

講座名・講師 日時

1 ゆるヨガ女子会▶講
師：全米ヨガアライアン
スRYT200／滝沢菜穂

Ⓐ10/22㈯
10：00～12：00 
Ⓑ12/6㈫
13：30～15：30
Ⓒ来年2/5㈰
10：00～12：00

2 アロマでゆったり！ス
キンケアと簡単メイク
体験▶講師：（一社）日
本介護美容セラピス
ト協会認定インスト
ラクター／渡井智美

11/29㈫
13：30～15：30

3 講演会「私の生きづら
さ～本当の私を取り
戻すまで」▶講師：（一
社）ひきこもりUX会
議代表理事／林恭子

来年1/24㈫
13：30～15：30

住みよい地域づくり講座
「コミュニティの活用
～人のつながりを重視して」
　東洋大学との共催です。▶日時：11
月5日㈯午前10時～正午▶場所：男女
共同参画センターえーる▶講師：東洋
大学経営学部教授／大坪宏至▶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講座名②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21日㈮
までにお知らせください。

つながるカレッジねりま
オンライン公開講座
　つながるカレッジねりまは、地域
活動に役立つ知識とスキルを学ぶ場
です。今回、カリキュラムの一部を
オンラインで公開します。▶申込：
A10月18日㈫B11月1日㈫までに
電話でカレッジ担当係☎5984-
1613　※ポータルサイト（https://
www.collegenerima.jp/）からも申
し込めます。
講座名 日時 講師

Aボランティ
ア活動～災
害時に求め
られる支援

10/22㈯
9：30～
11：30

練馬区社会福祉
協議会専任講師

B地域活動の
実践と展開

11/6㈰
10：00～
12：00

東洋大学ライフ
デザイン学部准
教授／齋藤博

ふるさと文化講座
「鉄道考古学事始～旧新橋
停車場と高輪築堤跡」
　国内初の鉄道遺構「高輪築堤」につ
いて解説します。▶日時：11月12
日㈯午後2時～3時30分▶場所：石
神井公園ふるさと文化館▶講師：港
区埋蔵文化財調査指導員／斉藤進▶
定員：90名（抽選）▶申込：往復ハガ
キで①講座名②参加者全員（2名ま
で）の住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を、10月21日（必着）までに

〒177-0041石神井町5-12-16　石
神井公園ふるさと文化館☎3996-
4060　※同ホームページ（https://
www.neribun.or.jp/furusato.
html）からも申し込めます。

勤労福祉会館の催し
▶場所：勤労福祉会館▶申込：111
月6日㈰29日㈬316日㈬までに電
話で同所☎3923-5511
1はじめての手話講座
▶日時：11月13日㈰・27日㈰午後2時
～4時【2日制】▶講師：手話サークル練
馬こぶし会ほか▶定員：30名（先着順）
▶費用：2,000円
2今からはじめるイタリアン
▶日時：11月13日㈰午前11時～午後2
時▶献立：ナスとひき肉のパスタ、カ
ボチャとトマトの重ね焼きなど▶講

師：イタリア料理研究家／平田節子▶
定員：16名（先着順）▶費用：2,000円
3ライフプラン講座「今やるべき相続
対策のあれこれ」
▶日時：11月19日㈯午後2時～4時▶
講師：司法書士／内山誠▶定員：30名
（先着順）▶費用：200円

手作り品販売市場「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 FAX 5984-1215

場所 日時

大泉図書館 10/6㈭・13㈭・27㈭
11：00～13：30

ココネリ2階 10/17㈪～21㈮
11：00～14：00

入場無料
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