
■俳句　ねりま句会　初心者～中級
者対象　第3日曜午後1時～4時　サ
ンライフ練馬など　講師　「秋」主宰／
佐怒賀正美　月会費1,000円　阿部☎
FAX 3926-9217（要予約）
■ 社交ダンス　夢　初級者～中級者
対象　毎土曜午後2時～5時　桜台地
域集会所　入会金1,000円　会費1回
1,300円　内田☎080-9401-9924
■長生き体操　菊の会　中高年齢者
対象　月3回水曜午前10時～11時10
分　貫井地区区民館　女性講師が指導　
入会金1,000円　月会費1,500円　初
回は無料体験可　本橋☎3990-6748
■俳句　石神井句会　初心者～中級
者対象　第1月曜午後1時～4時　石神
井公園区民交流センターなど　講師　
「秋」主宰／佐怒賀正美　月会費1,000
円　小山☎ FAX 6761-3446（要予約）
■シャンソン・カンツォーネ　シャ
ンテ・ラ・ヴィ　月2回日曜午後2時
～4時　勤労福祉会館　講師　シャン
ソン歌手／黛ようこ　入会金1,000円　
月会費3,000円　初回は無料体験可　
松本☎6677-6321（要予約）

■練馬陶芸同好会（作陶・焼成）　第
1～4水曜午後1時～5時　生涯学習セ
ンター分館　入会金2,000円　月会費
2,000円　材料費実費　中村☎3991-
5100
■ 練馬童謡を歌う会（童謡・唱歌・
体操）　月2回金曜午前10時～正午　
厚生文化会館　会費1回1,000円　酒井
☎090-6533-2490 Eメール kaoko.s.
cho@gmail.com（要予約）
■詩吟とストレッチ　富士吟道会白
秀すみれ練馬教室　月3回火曜午後1
時～4時　ココネリ3階　月会費3,000
円　髙森☎3991-7765（要予約）
■ 民踊・新舞踊　菊和会　月4回
①水曜午後1時～5時②月曜午前9時～
午後1時　①生涯学習センター②氷川
台地区区民館など　講師　赤羽礼子　
①②とも入会金1,000円、月会費2,000
円　年2回区民文化祭に出演あり　
長富☎3996-3861
■ 子育てについておしゃべりしま
せんか　2歳児～小学2年生と保護者
対象　1月15日午前10時～11時30分　
ココネリ3階　参加費無料　つなぐにじ
いろ・米☎080-5433-7903 Eメール
roko.saran@gmail.com（要予約）
■乳がんカフェ　①1月21日②2月18
日③3月18日④4月15日午後2時～4時　
ココネリ3階　①～④とも参加費1回
500円　ピンクリボンinNERiMA・
にしがい☎ FAX 3926-6913 Eメール
pinkribonnerima@gmail.com（要予約）

■童謡・愛唱歌・ポピュラーソング　
フラワーソング　月2回①月曜②木
曜午後1時45分～3時45分、③月2回
火曜午前9時45分～11時45分　①光
が丘区民センター5階②③春日町図書
館　①～③とも入会金1,000円、会費
1回1,300円　菊池☎3557-7387（要
予約）
■シニア向け最新ゲーム大会　60歳
以上の方対象　1月22日午前9時30分
～10時30分　豊玉北地区区民館　参
加費無料　ゲーム普及振興会・湯浅
☎080-4100-9262 Eメール Nozomi.
Yuasa@ccc.co.jp（要予約）
■社交ダンス　スポットターン　初
級者～中級者対象　毎日曜午後1時～
4時　桜台地域集会所　女性講師が指
導　入会金1,000円　月会費3,000円　
仲俣☎090-3009-5111
■練馬高野台韓国語　毎木曜①午後
7時～8時（初級者）②午後8時～9時（中
級者～上級者）　生涯学習センター　
①②とも会費1回1,500円　初回は
無料体験可　権☎080-5019-2840
Eメール hilaria.kwon@gmail.com
（要予約）
■ 高齢者水泳体験会（水中運動・
水泳など）　60歳以上の方対象　①
2月6日②20日③27日午後1時～3時　
上石神井体育館　①～③とも保険料
100円　シルバースイミング上石神
井・五十嵐☎090-5205-2194（要予
約。午後5時～7時）

■フォトクラブ大泉　一眼レフカメ
ラの経験者対象　主に第4水曜午前8
時～午後6時　東京近郊で野外撮影　
講師　久原利之　入会金2,000円　月
会費1,000円　交通費など実費　年１回
宿泊での撮影あり　伊藤☎090-5557-
5074 Eメール ikazu087@gmail.com
（要予約）
■ 音楽に合わせてやさしいダンス　
ピノキオ　毎金曜午後1時～3時　立野
地区区民館　月会費1,000円　島村☎
3928-4337
■クラシックバレエ　バレエR（①成
人②未就学児③小学1・2年生④小
学3・4年生）　月4回月曜①午後1時
～2時30分②午後2時45分～3時30分
③午後3時30分～4時30分④午後4時
30分～5時30分　春日町青少年館　
講師　佐藤鮎子　①～④とも入会金
3,000円、月会費5,500円　前川☎
090-1547-2604 Eメール trk3m21@
gmail.com
■クロッキー（裸婦）　木曜デッサン
会　第1木曜午後1時～4時　学校教育
支援センター　会費1回1,000円　モデ
ル代1回2,000円　町田☎3996-5305
■富士山登頂数2,174回のMr.FUJI-
SANが「富士山の楽しさ、怖さ、奥
深さ」を語り尽くす講演会　2月12
日午後3時～4時30分　ココネリ3階　
講師　登山家／實川欣伸　入場無料　
事務局☎070-3526-4179 Eメール
nycnerito2007@gmail.com（要予約）

■ はやみや合唱団第1回演奏会「ス
テージコンサート」　1月21日午後1
時30分開場　生涯学習センター　入場
無料　押田☎090-4383-2583 Eメール
h.ongakusai.daiku@gmail.com
■ 自分で着る・人に着せる着付け
教室　和のこころみやび　女性対象　
第2・4火曜午前10時～正午　都営練
馬関町北三丁目第3アパート集会所　
月会費2,000円　折居☎3928-7545
（要予約）
■骨盤猫背S字そくわん脳矯正エアロビ
クスダンシング①いすに座る筋トレダ
ンス②筋トレと矯正エアロビクスダンス　
1月12日～7月27日の毎木曜①午前9時
7分～9時55分（高齢者）②午前9時55
分～11時55分　光が丘区民センター
2階など　①②とも参加費1回100円　
初回は無料体験可　例会…毎木曜③午
前9時7分～9時55分（高齢者）④午前9
時55分～11時55分（20～60代の方）　
光が丘区民センター2階など　月会費
③1,600円④2,000円　本田☎3925-
1015（要予約）
■講演会「福島～内から外から 子ど
もたちの12年」　1月28日午後2時～
4時30分　ココネリ3階　講師　いわ
き放射能市民測定室たらちね／鈴木薫
ほか　参加費500円（高校生以下と避
難者は無料）　NPO法人福島こども保
養プロジェクト・練馬・宮下☎6913-
3414 Eメール setsuko_blue@yahoo.
co.jp

● 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。

未就学児は入場できません。小学生

該当年齢から入場できます。●歳以上

出 演　 松尾葉子（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲 目　 ヨハン・シュトラウス2世／ワルツ「春の声」、

ドボルザーク／スラブ舞曲第10番など
入場料　 1,000円（全席自由）
購　入　 カンフェティチケットセンター☎0120-240-540

（平日午前10時～午後6時）　※カンフェティ
チケットセンターホームページからも購入で
きます。

2/4 土

13：30開演 練馬交響楽団スプリングコンサート
所沢市民文化センターミューズ（埼玉県所沢市並木1-9-1） 小学生

出 演　 岡野雅一（クラシックギター）
曲 目　 モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス、

バッハ／G線上のアリアなど
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、1月23日(必着)までに〒176-
0012豊玉北5-28-3　練馬文化センターへ　
※❷からも申し込めます。　※車いす席を
利用したい方は、その旨もお知らせください。

2/15 水

14：00開演 アフタヌーン・ミニコンサート2月
大泉学園ゆめりあホール 小学生 入場無料

出 演　 林田さつき・鈴木さとこ（ソプラノ）、
松岡直子（ピアノ） 

曲 目　 1ライオンの行進、動物メドレー
2さくらさくら、ラ・カンパネラなど

入場料　 500円（全席指定）
購　入　 1月24日㈫午前10時から❷、

25日㈬午前10時から❶

お届け！ねりぶん音楽便in光が丘
（ 乳幼児の部 一般の部）

光が丘区民センター3階 小学生0歳以上 ■2■1
3/19 日

113：00開演
215：30開演

林田さつき 鈴木さとこ 松岡直子

●❶練馬文化センターチケット予約電話

☎3948-9000（午前10時～午後5時）
●❷練馬文化センターホームページ

※車いす席を利用したい方は、●❶にお問い合わせください。

チケット予約・購入はこちらで

練馬文化センター
☎3993-3311（平日午前9時～午後5時）問合せコンサートガイド

ねりコレ即売会inココネリねりコレ即売会inココネリ
　厳選された練馬のオススメ商品が集結します。ぜひお越しください。
▶日時：1月26日㈭・27日㈮午前10時～午後3時▶場所：ココネリ3階
▶問合せ：ねりま観光センター☎4586-1199

▲出店店舗
はコチラ

カデンツァ 回鍋肉まん
（ホテルカデンツァ東京）

練馬農園サラダ
（パスタ処Pitango）

ラムレーズン
（コムギノホシ）

惣兵衛最中
（あわ家惣兵衛）

お買い物をした方を対象に
ステキな景品が当たる抽選会も実施！

会場は試食もOK! 喫茶スペースも充実

  令和5年（2023年）1月11日 11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。


