
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。

■ 手編みサークル　初心者・中高年
齢者対象　第2・4①火曜②木曜午前
10時～正午　石神井公園区民交流セン
ター　①②とも入会金2,000円、月会
費2,000円　高梨☎080-3451-8579
■いろは会（万葉集歌の解釈、時代背
景、人間関係などをわかりやすく解
説）　第1水曜午前10時～正午　西大泉
地区区民館　講師　元鶴岡八幡宮教学
研究所所長／加藤健司　月会費1,500
円　ござわ☎3923-1653（要予約）
■ 超護身道研究会　第2・4日曜午
後1時～3時　桜台体育館　保険料実
費　初回は無料体験可　山本☎080-
7023-8672（要予約）

■透明水彩画　伊藤画塾　第2・4水
曜午前9時～正午　文化交流ひろば　
会費1回1,500円　初回は無料体験可　
伊藤☎090-1047-4024 Eメール itosola
@gmail.com（要予約）
■ 終活セミナー「遺言書作成講座」　
2月15日午後2時～3時　四季の香
ローズガーデン講習棟　参加費500円　
丹下☎070-8569-3094 Eメール info@
katsuyo-offi  ce.com（要予約）
■ 桜英会話　50歳以上の初心者対象　
月3・4回火曜午前11時～正午　男女共
同参画センターえーる　外国人講師が
指導　入会金1,000円　月会費4,000
円　初回は無料体験可　田中☎090-
7264-4309 Eメール koko516yuna623
@gmail.com（要予約）
■スイミング　ゆうゆう　小学生対
象　4月からの毎月曜午後4時～5時　
光が丘体育館　入会金1,000円　月会
費2,300円　スポーツ保険料年800円　
櫛田☎080-2038-0230 Eメール be.
the.light.0901@gmail.com（要予約）

■フラダンス　フラ・オハナ・カムケア
50歳以上の女性対象　①毎木曜②毎
土曜午前11時～午後1時　大泉北地域
集会所など　講師　反町勢津子　①②
とも月会費4,400円　初回は無料体験
可　小澤☎090-2314-4450 Eメール
setsukobaba216516@yahoo.co.jp
（要予約）
■社交ダンス無料講習会　初心者～
初級者対象　2月7日～28日の毎火曜午
後7時～9時　春日町青少年館など　講
師　山田裕文　例会…初心者～初級者
対象　毎火曜午後7時～9時　春日町
青少年館など　月会費2,000円　YP
ダンスサークル・内池☎080-1144-
6207（要予約）
■ ①英語学習②スペイン語会話
NLC　①月3回月曜午後4時～4時45
分（幼児～小学生）②月2回木曜の都合
の良い時間　大泉北地域集会所　①②
とも入会金2,000円、月会費3,000円　
長谷川☎090-9340-7948 Eメール
NLC3oizumi@gmail.com（要予約）

■石神井ヨガサークル　毎月曜①午
前9時45分～10時45分②午前11時～
正午、毎金曜③午前9時15分～10時
15分④午前10時30分～11時30分　
石神井公園区民交流センターなど　
講師　渡部広重　①～④とも入会金
3,000円、月会費3,500円　初回は無
料体験可　宍戸☎6760-7288 Eメール
js.etude@jcom.home.ne.jp（要予約）
■抒情歌・歌謡曲を歌う会　ふらっ
とおんがくたいむ　月6・7回午前
10時～11時30分　男女共同参画セ
ンターえーるなど　会費1回1,000円　
長嶋☎090-4438-1511（要予約）
■イングリッシュハンドベル＆トー
ンチャイム体験会　中高年齢者対象　
2月12日午前10時～11時30分　男女共
同参画センターえーる　参加費1,000円　
例会…中高年齢者対象　月2回日曜午
前10時～11時30分　男女共同参画セ
ンターえーる　会費1回1,333円　石神
井公園トーンチャイムサークル・工藤☎
090-2474-2753（要予約）

■水泳　クローバー会　中高年齢の
初心者の女性対象　月4回火曜午前11
時～午後1時　上石神井体育館　講師　
中津川量子　入会金1,000円　月会費
2,500円　初回は無料体験可　西嶋☎
3925-7394（要予約）
■ 旅行英会話　ストロベリー　60
歳以上の初心者対象　月3回月曜午
後2時～3時　サンライフ練馬　講師　
クリス・フォックス　入会金1,000
円　月会費4,200円　林☎090-5339-
8159（要予約）
■卓球　NEXUS　中級以上の男性対
象　月2・3回日曜正午～午後2時　練
馬第三小　会費1回100円　宮脇☎
090-9302-6021 Eメール polestar@
proof.ocn.ne.jp（要予約）
■エンディングノート記入セミナー　
2月8日・15日・22日、3月1日午前10
時～正午　光が丘図書館など　参加費
2,000円　教材費1,000円　練馬終活
協働チーム・清宮☎6915-6300 Eメール
rakuzen@tokyo.nifty.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

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。

お庭のお手入れ承りますお庭のお手入れ承ります 剪定・伐採・
害虫防除・除草など 見積相談無料 植木屋庭舟　加藤航

練馬区大泉学園町8-29-3ドリームハイツ202☎090-6142-4649

●結果
　２月21日㈫に発送予定　※当選者は３月
３日㈮までに手続きをしてください。
●抽選後の空き室予約方法
　電話で各ベルデまたはインターネットで
●区内在住・在勤（在学）の方
　…３月９日㈭から
●区内在住・在勤（在学）でない方
　…３月10日㈮から

●対象
　区内在住・在勤（在学）の方など　※区内
在住・在勤（在学）でない方が半数を超える
グループは、申し込みができません。
●申込
　右の申込書を往復ハガキの往信の裏面に
貼って、2月13日（必着）までに〒176-8501
区役所内少年自然の家係へ　※2通以上の
申し込みは、無効です。

1 希望施設と日程（2泊まで）を第3希望まで
（和室、洋室の指定はできません）

2希望する部屋数
(左下の表参照)

第
1
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室
第
2
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室
第
3
希
望

施設名を◯で囲む
軽井沢   武石本館   武石新館   岩井
日程　　　月　　　日から　　　泊

  人定員部屋を

部屋数　  室

3利用者数　 大人　　  人・中学生　　  人・小学生　　  人
　　　　　　 幼児（布団あり　　  人・布団なし　　  人）
　　　　　　 （うち車いす利用者　　  人）

4代表者
〒　　　-
住所 練馬区
区外在住で区内在勤（在学）の方は勤務先（学校名）　　　　　　　　　　

氏
ふり

名
がな

　　　　　　 　　　 　 ☎　　  　　　　　　　　
利用当日まで連絡の取れる電話番号を記入してください

5運動施設・研修室の利用を希望する場合は、付帯設備名、利用
日時を○で囲み、どちらかの□にチェックを入れてください。
【付帯設備名】　グラウンド ・ 体育館 ・ テニスコート ・ 研修室
【利用日時】　　初日午後    ２日目午前・午後    ３日目午前
□付帯施設が利用できない場合は、宿泊も希望しない
　□付帯施設が利用できなくても、宿泊を希望する

ゴールデンウィーク一般利用抽選申込書（4/29㈷～5/6㈯）

インターネット
でも

申し込めます ベルデ宿泊予約サイトはこちら

部屋の種類と個室利用料金 ※別途、基本料金などが掛かります。

施設名 3人定員
（3,000円／室）

4人定員
（4,000円／室）

8人定員
（無料／室）

軽 井 沢 8室 11室 24室

武石本館 6室 － 18室

武石新館 1室（※1） 14室 －

岩 井 4室（※2） 6室 16室（※2）

※1　車いす対応の部屋です。　※2　団体のみ利用できます。

問合せ

少年自然の家係☎5984-2441
ベルデ【 軽井沢☎0267-46-4141

武石本館☎0268-86-2526
武石新館☎0268-86-2525
岩井☎0470-57-4141】

ゴールデンウィーク期間　(4/29㈷～5/6㈯)　の

　軽井沢（長野県軽井沢町）・武
たけし
石（上田市）、岩井（千葉県南房総市）にある宿泊施設です。

利用は1グル－プ1回のみで2泊までです。

ベルデ（少年自然の家）

抽選申し込みを開始 ベルデ武石
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