
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。

■ 俳画　穂有・虹の会　中高年齢者
対象　第2月曜午後1時～4時　石神井
庁舎5階　月会費1,500円　初回は無
料体験可　佐藤☎3926-3243
■ 日本舞踊おさらい会「春待月の陽
に舞う」　12月7日午前11時30分開演　
生涯学習センター　入場無料　蝶寿会
（正派若柳流）・桶田☎3994-2311
■ 60代からのらくらくピアノ無料体
験会　①12月12日②23日③25日午後
1時30分～3時　男女共同参画センター
えーる　例会…月2回日曜または月曜午
後1時30分～3時　男女共同参画セン
ターえーる　会費1回1,500円　石神井
公園らくらくピアノサークル・工藤☎
090-2474-2753（要予約）

■ 表千家茶道（立礼卓など）　きぬが
さ会　初心者の女性対象　第2・4日曜
午後1時～5時　向山庭園　月会費3,000
円　水屋料実費　関☎3923-6216
■ 第15回芸墨会水墨画展　12月1
日～4日午前10時～午後6時（1日は午
後1時から。4日は午後4時まで）　練
馬区立美術館　入場無料　例会…第
1・3①水曜②日曜午後1時30分～4時　
①早宮地域集会所②貫井地区区民館　
講師　画家／郭朝勇　①②とも入会金
2,000円、月会費3,000円、教材費月
1,000円　初回は無料体験可　前原☎
4291-0647（例会のみ要予約）
■ 第25回DO会銅版画展　12月20
日～25日午前10時～午後6時（20日
は午後1時から。25日は午後5時まで）　
練馬区立美術館　入場無料　岡本☎
FAX 5934-3366
■ 水彩と色鉛筆　エビス絵画　第1・
3木曜午前10時～正午　石神井庁舎5
階　講師　宇都宮敦子　入会金3,000
円　月会費3,000円　教材費月500円　
村田☎090-5534-8538

■ 水彩画　水彩スケッチクラブ　経
験者対象　月3回木曜午前10時～正午　
向山庭園　月会費1,000円　大前☎
090-1462-5611 Eメール kaz31592
@sea.plala.or.jp（要予約）
■ オンライン講座「パーキンソン病治
療最前線～前向きに生きるために
知っておきたいこと」　12月3日午後2
時～3時　参加費無料　例会…パーキ
ンソン病の患者と家族対象　月1回午後
1時30分～4時　貫井地区区民館　入
会金1,000円　年会費5,500円　初回は
無料体験可　パーキンソン病友の会・
山本☎ SMS 090-3048-0864（要予約）
■ 光が丘メダカスイミングクラブ　
60歳以上の方対象　毎火曜午後1時～
3時　光が丘体育館　講師　岩上幸子
ほか　月会費2,500円　初回は無料体
験可　植田☎3995-5093
■ 5㎞のウォーキング＆ランニング　
光が丘公園パークラン　小学生以上
対象　毎土曜午前7時50分から1時間
程度　光が丘公園売店前集合　会費無
料　小林☎090-3149-3310

■ 女声合唱団アルドール　毎水曜午
後1時30分～4時　生涯学習センター　
講師　渕上千里　入会金1,000円　月
会費5,000円　初回は無料体験可　松田
☎090-1794-1236
■ 脳と身体の運動プログラム無料体
験会　12月7日午後1時30分～3時　富
士見台地区区民館　講師　高口江里子　
脳活サークルかえで・岩崎☎ FAX
3904-1307 Eメール tatemi175@
gmail.com（要予約）
■ 日本・世界の名曲を歌う会　歌サ
ロンサンライズ　12月19日、1月か
らの第4月曜午前10時～正午　サンラ
イズサーカス（西大泉4-20-17）　会費
1回500円　中越☎ FAX 5905-7127
Eメール miccosoprano@gmail.com
（要予約）
■ 混声合唱練習会　合唱団しじゅう
から　18歳以上の方対象　月2回金曜
午後1時30分～4時30分　北町地区区民
館　講師　声楽家／稲見里恵　会費1
回1,500円　宮崎☎ FAX 3975-6737
（要予約）

■ 剣道　武蔵剣友会（①基本②一般）
小学生以上対象　①毎火曜午後6時～8
時、毎土曜午後5時～7時②毎火曜午後
6時～9時、毎土曜午後5時～8時、毎日
曜午前9時～正午　光が丘夏の雲小など　
①②とも月会費3,000円　初めの1カ月
は無料体験可　田中☎090-8688-0833
Eメール musashi_kenyuukai@yahoo.
co.jp（要予約）
■ ゴルフ友の会　興友会　60歳以上
の方対象　第2金曜　浦和ゴルフ倶楽部
（さいたま市）　年会費2,400円　プレー
代・交通費実費　森☎080-6753-7085
■ 北町ヨガ　月3回木曜午前10時～正
午　北町地区区民館　講師　北村洋子　
会費1回1,000円　木村☎ FAX 3550-
7468（要予約。午後3時～8時）
■ みんなでプログラミング！迷路を
突破しよう！　小学生以上対象　1
月7日①午後1時～2時②午後2時30分
～3時30分③午後4時～5時　ココネ
リ3階　参加費500円　（一社）イクシ
ア・小林☎090-4368-2453 Eメール
r.kobayashi@ixsia.net（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

　電気の使用状況からフレイルの兆
候を見つけ、予防を目指す取り組みの
参加者を募集します。詳
しくは、区ホームページを
ご覧ください。
▶申込期間：1月31日（必着）まで
▶区の担当：介護予防係
▶申込先・問合せ：東京電力パワー
グリッド㈱事業開発室☎050-3152-
0166（平日午前10時～午後5時）

60歳以上のひとり暮らしの方
電気の使用状況でフレイルチェック！

●❶ 1,000円分の商品券を
プレゼント

●❷認知機能の状態をお知
らせ（年2回程度）

●❸ 家電見守りアプリの無
料体験（1年間）

特 典 　家族が一緒に料理や食事をすることの大
切さについて、パパ料理研究家の滝村雅晴
さんにお話を伺います。併せて、練馬大根
を使った料理の紹介動画を12月8日㈭から
配信します。▶問合せ：栄養食育係☎5984-
4679

食育推進講演会
「家庭から始まる食育
～共食で伝える家庭の味」

コチラからご覧ください
YouTube
ねりま健康ちゃんねる▶

YouTubeで配信！参加者
を募集

高齢者
理学療法士が伝えるフレイル
予防！
　脳卒中の予防など、健康維持のた
めの知識や運動方法を学びます。　
※Zoomを使ったオンライン配信も
行います。詳しくは、お問い合わせ
ください。▶対象：区内在住の60歳
以上の方▶日時：12月15日㈭午後2
時30分～3時30分▶場所：はつらつ
センター豊玉▶講師：東京都理学療
法士協会会員▶申込：電話で同所☎
5912-6401

〈講座を同時放映します〉
▶申込：電話で各申込先へ

場所・申込先

はつらつ
センター

大　　泉☎3867-3180

光 が 丘☎5997-7717

　 関 　☎3928-1987

敬老館

栄　　町☎3994-3286

南 田 中☎3995-5538

高 野 台☎3996-5135

三 原 台☎3924-8834

石 神 井☎3996-2900

石神井台☎3995-8270

上石神井☎3928-8623

東 大 泉☎3921-9129

西 大 泉☎3924-9545

大 泉 北☎3925-7105

はつらつシニアクラブ
～「はつらつ度」測定します

　体組成（脂肪や筋肉の量など）・血
管年齢・骨の健康度などの測定やフ
レイルチェックなどを行い、アドバ
イスをします。また、運動や文化活
動など近隣で活動している団体の紹
介も行います。　※2は健康・生活
相談あり（要予約）。　※ペースメー
カーを使用中の方は一部の測定がで
きません。　※申し込みは1人1会場
です。▶対象：区内在住の65歳以上
の方▶定員：各50名（先着順）▶区の
担当：介護予防係▶申込：電話でス
ポーツクラブルネサンス石神井公園
☎5910-3975（午前11時～午後7時）

場所 日程

1平和台体育館 12/14㈬

2石神井公園区民交流センター 12/16㈮

3大泉学園地区区民館 12/21㈬

4生涯学習センター分館 12/23㈮

※時間はいずれも9:30～12:00。

講演会「加齢性難聴と補聴器」
　実物の補聴器を見ながら、認定補
聴器技能者からお話を伺います。▶
日時：12月6日㈫午後3時30分～4時
▶場所：街かどケアカフェはるのひ

（北保健相談所内）▶定員：30名（先
着順）▶申込：電話またはファクスで
①講演会名②氏名（ふりがな）③電話
番号④ファクス番号（ある方のみ）
を、高齢給付係☎5984-2774 FAX
5984-1214

はつらつセンター豊玉の催し
▶対象：区内在住の60歳以上の方▶
場所：はつらつセンター豊玉▶申込：
112月8日㈭217日㈯までに電話
で同所☎5912-6401
1いきいき美容教室
▶日時：12月22日㈭午前10時30分～
11時30分▶講師：資生堂ジャパン
㈱／泉田綾子▶定員：20名（抽選）

〈講座を同時放映します〉
▶場所：栄町敬老館▶定員：12名（抽
選）▶申込：電話で同所☎3994-3286
2和菓子教室
▶日時：1月16日・30日、2月13日・
27日、3月6日・13日の月曜午前10
時～正午【6日制】▶講師：料理研究
家／柴崎真保▶定員：16名（抽選）▶
費用：2,000円

講座・催し❶
勤労福祉会館の催し

▶場所：勤労福祉会館▶申込：112
月28日㈬21月17日㈫318日㈬ま
でに電話で同所☎3923-5511
1発酵教室「みそ講座～おいしい手
前みそを作ろう」
▶日時：1月11日㈬Ⓐ午前10時30分～
午後0時30分Ⓑ午後1時30分～3時

30分▶講師：発酵ライフアドバイザー
プロフェッショナル／原田浩子▶定
員：各16名（先着順）▶費用：2,000円
2ライフプラン講座「やさしい経済学
・2023年の世界の動きと経済展望」
▶日時：1月21日㈯午後2時～4時▶
講師：経済評論家／小泉有史▶定員：
30名（先着順）▶費用：200円
3簡単おもてなし家庭料理教室
▶日時：1月22日㈰午前11時～午後2
時▶献立：冬野菜たっぷり筑前煮、関
東風雑煮、栗あんまんじゅうなど▶
講師：食育栄養インストラクター／
須沼三枝子▶定員：30名（先着順）▶
費用：2,000円

青年リーダーパネル展
　ジュニアリーダー養成講習会で小
中学生を指導する青年リーダーの活
動を紹介します。▶日時：12月10
日㈯正午～11日㈰午後6時▶場所：
区役所アトリウム▶問合せ：青少年
係☎5984-4691

対人関係の悩みを解消し楽にな
れるワークショップ「ソーシャ
ル・スキルズ・トレーニング」

▶日時：1月14日㈯・21日㈯・28日㈯
午前10時～午後0時30分【3日制】▶
場所：豊玉障害者地域生活支援セン
ターきらら▶講師：SST普及協会認定
講師／河島京美▶定員：20名（先着
順）▶申込：電話で同所☎3557-2020　
※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、
12月16日㈮までに併せて申し込ん
でください。
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