
練馬区

En
練馬

エンカレッジ
nerima En college information book

平成29年度講座ラインアップ

みどりの風吹くまちに
あなたの「力」を
練馬Enカレッジ

　これからのねりまを担うひとを応援

まなびあうひとの縁と円

地域で活動する人を勇気づけ励ますエンカレッジ・・

・

・ ・
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練馬Ｅｎカレッジ
相談窓口等が移転します

なお、移転にあわせ、相談窓口の開設時間を「週4日午後のみ」から「全開館日午前9時から午後5時まで」に拡大
します。練馬Ｅnカレッジの講座情報をはじめ、練馬区で行っているさまざまな講座・講演会等に関する情報を提
供するほか、各種講座・イベントのチラシなども取り揃えています。
「何か地域で活動を始めるための講座を受講したいが、どうしたらよいかわからない」「どんな講座があるか知
りたい」といった方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「練馬Ｅnカレッジ」の相談窓口をはじめとする事務局の機能が、平成29年4月１日「生涯学習セン
ター分館（高野台）」から「生涯学習センター（豊玉北）」に移転します。平成29年４月以降、「練馬Ｅnカ
レッジ」にかかるお問い合わせにつきましては、生涯学習センターまでお願いいたします。

平成29年3月31日まで

※窓口相談は火・水・木・金曜日（祝休日を除く）
正午から午後4時まで受付

生涯学習センター分館 
〒177-0033 練馬区高野台2-25-1

電話 03-3904-4881
３階「情報センター」
開室時間  午前9時～午後5時

おもな交通機関
・西武池袋線「練馬高野台駅」下車徒歩15分
・西武バス「練馬総合体育館」下車徒歩2分
（練42系統：練馬駅北口～成増町）
（練48系統：練馬駅北口、新江古田駅～大泉学園駅北口）

平成29年４月1日から

※窓口相談は上記全ての時間帯で受付

生涯学習センター
〒176-0012 練馬区豊玉北6-8-1

電話 03-3991-1667
１階「受付窓口」
受付時間  午前9時～午後5時
休 館 日  祝日以外の第2月曜および年末年始

おもな交通機関
・西武池袋（有楽町・豊島）線「練馬駅」および
都営大江戸線「練馬駅」下車徒歩10分
（練馬区役所<庁舎>の南側、練馬図書館併設の建物です）



■防災学習センターでの起震車体験

平成２8年度地域講座の授業風景

■石神井公園ふるさと文化館見学■四季の香ローズガーデン見学

共通講座

※共通講座は、分野別専門講座修了生などのフォローアップの内容も含み、
　分野別専門講座を学んでいる方やボランティア活動を始めた方などを対象に行います。

練馬Enカレッジとは 練馬Enカレッジには、大きく分けて3種類の講座があります。

▶練馬区を知り、地域の課題に気付き、地域に目を向けるきっかけづくりの「地域講座」
▶区が行っている地域活動へいざなう人材育成事業の「分野別専門講座」
▶分野別専門講座を学んでいる方などを対象として、活動に必要な知識やまわりの方々と
協力しながら盛り上げていくためのコミュニケーション技術などを学ぶ「共通講座」

分野別専門講座

多彩なボランティア活動

受講した分野を活かし活動

練馬Ｅｎカレッジ
地域講座

地域活動へ

共通
講座
（※）

区を広く知り、
地域に目を向ける
きっかけづくりとして受講

課題意識をもって
講座を受講

練馬Enカレッジを
ご存知ですか？

連続講座「地域活動へのはじめの一歩」

石神井・関町周辺地域の会場で開催
●実施日／平成29年5月17日～6月8日の水曜か木曜の4回制（週1回・3時間程度）　
●募集定員／40名 （4回とも参加できることが申込要件となります）
●参加費(保険料・資料代)／200円
●講座の内容／第1回…オリエンテーション／石神井・関町周辺地域を詳しく知ろう（地域の歴史や魅力についての講義）

第2回…まち再発見（石神井公園ふるさと文化館・石神井城跡などを見学）
第3回…地域活動にふれてみよう（子育てボランティアグループの活動見学・緑化や自然保護の

ボランティアグループの方の案内で石神井公園を散策）
第4回…はじめの一歩を踏み出すために（講義・グループワークなど）

　を予定しています。詳細は、4月21日号区報等でご案内します。

地域活動を始めるきっかけづくりとして、地域の歴史・魅力・課題などを知るとともに、地域活動について
学ぶ全4回の連続講座や、ボランティア活動などを始めるための方法・基礎知識について、活動者の体験
談を交えた講座などを、身近な会場で学ぶことができるよう区内各地で実施します。

平成29年度は、4つの地域で、「地域を知ろう」・「まち再発見」・「地域活動にふれてみよう」・「はじめの一歩を
踏み出すために」を共通のテーマに、4回制の講座を行います。たとえば初回は、

以降、平成29年10月～平成30年3月に区内3か所でテーマに沿って地域に応じた内容の連続講座を実施します。
10～11月頃：光が丘周辺地域、11～12月頃：大泉周辺地域、2～3月頃:練馬・中村周辺地域の会場での開催を
予定しております。詳細は、平成29年9月以降、ちらし・区報・区ホームページ等でご案内します。

地域講座

平成29年度募集予定（変更になる場合があります）

分野別専門講座を学んでいる方や修了後ボランティア活動を
始めた方などを対象として、活動に必要な知識、まわりの方々
と協力しながら盛り上げていくためのコミュニケーション
技術、地域課題を解決していくスキルなどを身に付けること
をめざす講座です。

区では、区民の皆様の生涯学習活動、ボランティア活動などへの支援を
行っています。さまざまな活動で学んだ成果を地域で活かしていただける
ように、練馬Enカレッジがそのお手伝いをしています。
じっとしていたらもったいない。あなたの力で地域を輝かせてみませんか。

※平成29年度講座詳細につきましては、練馬Ｅｎカレッジ受付窓口（平成29年3月31日までは ☎03-3904-4881、 
平成29年4月1日以降は ☎03-3991-1667）までお問い合わせください。
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日本語教室ボランティア養成講座

地域福祉パワーアップカレッジねりま

認知症サポーター養成講座

高齢者支え合いサポーター育成研修

練馬区手話講習会

練馬区点字教室

IT支援ボランティア養成講座（初心者向け）

ねりまの食育推進ボランティア講座

健康づくり運動リーダー育成講座

健康づくりボランティアのステップアップ講座
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ねりま防災カレッジ

スポーツリーダー養成講習会

練馬区農の学校

園芸福祉初心者ボランティア講習会

ジュニアリーダー養成講習会

情報教育推進事業「中学生のための情報番組制作ワークショップ」

布の絵本製作等ボランティア養成講習会

乳幼児向け等おはなし会ボランティア養成講習会

音訳ボランティア養成講習会（初級）
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あなたの知的好奇心を応援し、あなたの行動意欲を高める
19の分野別専門講座があります。
ぜひ、あなたの行動力で地域社会の課題解決や、
区の魅力をさらに磨き上げることに参加しませんか。
あなたが輝けば、地域もイキイキしてきます。

分野別専門講座

すでに受講され、活躍されている
方々も多数いらっしゃいます。
ぜひあなたも、人生と地域を

輝かせてください！

練馬区農の学校  初級コース  修了
さ い  し ょ よ し  ひ で

最所 義秀さん

趣味の知識を活かし、ねりま農サポーターとして
ボランティア活動を楽しんでいます。

修了生紹介

　『練馬区農の学校』初級コースを修了した最所さんは、現在区民農園で、一味違う家
庭菜園を楽しむとともに、週１回野菜教室で、講師サポート等のボランティアに参加さ
れています。
　もともと土に触ることが好きで、10数年前から趣味で市民農園等で野菜を栽培され
ていました。講座を受講しようと思ったきっかけは、自分の趣味である野菜作りの知識
を活かせることと、農業に少しでも貢献できると考えたからだと語られます。
　また、『農の学校』で得た知識は、とても刺激になったそうです。「ある程度の知識が
あったとはいえ、農家の方から教わることは大変興味深く学ばせていただきました。
農作業の手法一つをとっても、なぜそうするのか、それがどれだけ理にかなっている
かを知り、大変勉強になりました。」
　ボランティアのやりがいは、「人と人との繋がりができること」と話す最所さん。
「コミュニティが広がって、同じことに興味をもつ仲間と会話をするのが楽しいです
ね。定年退職後も自身の成長を信じ、できる範囲でいろいろなことにチャレンジしてい
こうと思っています。」
　最近は野菜作りだけでなく、防災カレッジやジョギング教室にも通い始めたそうで
す。「今度ハーフマラソンにもチャレンジする予定ですよ」と、御歳62歳とは思えない
ほどエネルギッシュな最所さんから、読者にメッセージをいただきました。
「今度はEnカレッジのＩＴ支援ボランティア養成講座にも参加してみようと思います。
皆さんもぜひ自分が楽しめることを見つけて、いろんな人とコミュニティを作ってみ
てください。素敵な世界が広がりますよ。」

　『練馬区農の学校』初級コースを修了した最所さんは、現在区民農園で、一味違う家
庭菜園を楽しむとともに、週１回野菜教室で、講師サポート等のボランティアに参加さ
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受講要件
・練馬区在住、在勤、在学の方
・外国人の日本語学習支援活動に関心があり、講座修
了後、週１回ボランティア日本語教室のスタッフとし
て学習活動や会の運営に協力し、継続できる方
・全20回出席できる方
・授業ごとに課される宿題を毎回提出することが可能
で、ボランティア活動開始後も自身で学習を継続す
ることができる方

申込受付期間（定員）
８月予定（20名程度）

９月中旬予定
開講日

受講料
10,000円（教材費含む）

受講期間　９～３月
受講回数　３時間×20回

受講期間・受講回数

・区内ボランティア日本語教室の紹介
・日本語による日本語教授法
・実習など

主な学習内容

地域振興課事業推進係
電話：03-5984-1523
※詳細は８月１日号（予定）区報をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
文化交流ひろば（光が丘３－１－１）
会場

日本語教室ボランティア養成講座

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

分野別専門講座ガイド  目次
詳細につきましては各講座案内記載の問い合わせ先にお尋ねください。
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IT支援ボランティア養成講座（初心者向け）

ねりまの食育推進ボランティア講座

健康づくり運動リーダー育成講座

健康づくりボランティアのステップアップ講座
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ねりま防災カレッジ

スポーツリーダー養成講習会

練馬区農の学校

園芸福祉初心者ボランティア講習会

ジュニアリーダー養成講習会

情報教育推進事業「中学生のための情報番組制作ワークショップ」

布の絵本製作等ボランティア養成講習会

乳幼児向け等おはなし会ボランティア養成講習会

音訳ボランティア養成講習会（初級）
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あなたの知的好奇心を応援し、あなたの行動意欲を高める
19の分野別専門講座があります。
ぜひ、あなたの行動力で地域社会の課題解決や、
区の魅力をさらに磨き上げることに参加しませんか。
あなたが輝けば、地域もイキイキしてきます。

分野別専門講座

すでに受講され、活躍されている
方々も多数いらっしゃいます。
ぜひあなたも、人生と地域を

輝かせてください！

練馬区農の学校  初級コース  修了
さ い  し ょ よ し  ひ で

最所 義秀さん

趣味の知識を活かし、ねりま農サポーターとして
ボランティア活動を楽しんでいます。

修了生紹介

　『練馬区農の学校』初級コースを修了した最所さんは、現在区民農園で、一味違う家
庭菜園を楽しむとともに、週１回野菜教室での講師のサポート等のボランティアに参
加されています。
　もともと土に触ることが好きで、10数年前から趣味で市民農園等で野菜を栽培され
ていました。講座を受講しようと思ったきっかけは、自分の趣味である野菜作りの知識
を活かせることと、農業に少しでも貢献できると考えたからだと語られます。
　また、『農の学校』で得た知識は、とても刺激になったそうです。「ある程度の知識が
あったとはいえ、農家の方から教わることは大変興味深く学ばせていただきました。
農作業の手法一つをとっても、なぜそうするのか、それがどれだけ理にかなっている
かを知り、大変勉強になりました。」
　ボランティアのやりがいは、「人と人との繋がりができること」と話す最所さん。
「コミュニティが広がって、同じことに興味をもつ仲間と会話をするのが楽しいです
ね。定年退職後も自身の成長を信じ、できる範囲でいろいろなことにチャレンジしてい
こうと思っています。」
　最近は野菜作りだけでなく、防災カレッジやジョギング教室にも通い始めたそうで
す。「今度ハーフマラソンにもチャレンジする予定ですよ」と、御歳62歳とは思えない
ほどエネルギッシュな最所さんから、読者にメッセージをいただきました。
「今度はEnカレッジのＩＴ支援ボランティア養成講座にも参加してみようと思います。
皆さんもぜひ自分が楽しめることを見つけて、いろんな人とコミュニティを作ってみ
てください。素敵な世界が広がりますよ。」

　『練馬区農の学校』初級コースを修了した最所さんは、現在区民農園で、一味違う家
庭菜園を楽しむとともに、週１回野菜教室での講師のサポート等のボランティアに参
加されています。
　もともと土に触ることが好きで、10数年前から趣味で市民農園等で野菜を栽培され
ていました。講座を受講しようと思ったきっかけは、自分の趣味である野菜作りの知識
を活かせることと、農業に少しでも貢献できると考えたからだと語られます。
　また、『農の学校』で得た知識は、とても刺激になったそうです。「ある程度の知識が
あったとはいえ、農家の方から教わることは大変興味深く学ばせていただきました。
農作業の手法一つをとっても、なぜそうするのか、それがどれだけ理にかなっている
かを知り、大変勉強になりました。」
　ボランティアのやりがいは、「人と人との繋がりができること」と話す最所さん。
「コミュニティが広がって、同じことに興味をもつ仲間と会話をするのが楽しいです
ね。定年退職後も自身の成長を信じ、できる範囲でいろいろなことにチャレンジしてい
こうと思っています。」
　最近は野菜作りだけでなく、防災カレッジやジョギング教室にも通い始めたそうで
す。「今度ハーフマラソンにもチャレンジする予定ですよ」と、御歳62歳とは思えない
ほどエネルギッシュな最所さんから、読者にメッセージをいただきました。
「今度はEnカレッジのＩＴ支援ボランティア養成講座にも参加してみようと思います。
皆さんもぜひ自分が楽しめることを見つけて、いろんな人とコミュニティを作ってみ
てください。素敵な世界が広がりますよ。」

受講要件
・練馬区在住、在勤、在学の方
・外国人の日本語学習支援活動に関心があり、講座修
了後、週１回ボランティア日本語教室のスタッフとし
て学習活動や会の運営に協力し、継続できる方
・全20回出席できる方
・授業ごとに課される宿題を毎回提出することが可能
で、ボランティア活動開始後も自身で学習を継続す
ることができる方

申込受付期間（定員）
８月予定（20名程度）

９月中旬予定
開講日

受講料
10,000円（教材費含む）

受講期間　９～３月
受講回数　３時間×20回

受講期間・受講回数

・区内ボランティア日本語教室の紹介
・日本語による日本語教授法
・実習など

主な学習内容

地域振興課事業推進係
電話：03-5984-1523
※詳細は８月１日号（予定）区報をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
文化交流ひろば（光が丘３－１－１）
会場

日本語教室ボランティア養成講座

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

分野別専門講座ガイド  目次
詳細につきましては各講座案内記載の問い合わせ先にお尋ねください。
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受講要件
高校生以上の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
各回の約1ヶ月前に区報と区ホームページでお知ら
せします。

年5回
※各回同じ内容です。

開講日

受講回数　２時間×１回
受講期間・受講回数

全国共通の標準教材を使用し、認知症の人の特性や
接し方の基本となる知識を習得します。

主な学習内容

高齢者支援課在宅療養係
電話：03-5984-4597

お問い合わせ・お申し込み

区立施設
会場

認知症サポーター養成講座

高齢者支え合いサポーター育成研修
受講要件
練馬区在住の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
①平成29年4月11日～4月28日（50名／先着順）
②平成29年9月11日～9月29日（50名／先着順）
※いずれも予定

未定
開講日

受講期間　約２ヶ月
受講回数　講義と実習を計6回の予定

受講期間・受講回数

地域の支え合いを推進するため、高齢者支え合いサ
ポーターとして活動することを希望する方を対象
に、必要な知識・技術を習得できるよう研修を実施し
ます。高齢者支え合いサポーターは、高齢者施設に
おける職員の補助、高齢者の自宅における簡易の家
事援助サービス等を行います。

主な学習内容

○お問い合わせ：高齢者支援課生活支援体制整備係
電話：03-5984-1465

○お申し込み：練馬介護人材育成・研修センター
電話：03-6758-0145

※平成29年4月11日号区報をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬介護人材育成・研修センター
※実習は区内特別養護老人ホームを予定

会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方でカレッジで学ぶ意欲
があり、学んだ内容を練馬区（地域）に還元できる方

受講料
年間３0,000円

申込受付期間（定員）
平成29年7月3日～7月31日（予定）（40名程度）

毎週火曜日または木曜日（学年により異なる）
開講日

受講期間　24ヶ月
受講回数　１日：90分×３コマ×30日程度×2年間

受講期間・受講回数

地域福祉を担う人材を育成するため、大学教員等に
よる福祉の基本的知識をはじめとして、区内の地域福
祉活動実践者や障害当事者による授業を実施しま
す。講義やグループワーク、フィールドワークを通じ
て、幅広く地域福祉について学びます。

主な学習内容

福祉部管理課ひと・まちづくり推進係
電話：03-5984-1503

お問い合わせ・お申し込み
練馬区役所　ほか
会場

地域福祉パワーアップカレッジねりま

練馬区手話講習会（　　　　　　　　　）
受講要件
練馬区在住、在勤、または在学。15歳以上の方（中学
生を除く）。
中級クラスについては、初級クラス修了もしくは修
了程度の人、上級クラスについては、中級クラス修
了もしくは修了程度の人、手話通訳者養成クラスに
ついては、上級クラス修了もしくは修了程度の人。

４月18日（火）予定
開講日

受講料
2,400円（中途失聴者難聴者クラスおよび障害者手
帳所有者は無料）教材費別途

手話講習会（初級クラス、中級クラス、上級クラス、
中途失聴者難聴者クラス、手話通訳者養成クラス）

主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211
FAX：03-3970-5676
○お申し込み：
詳細は平成29年2月11日号区報を
ご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター、生涯学習センターほか
会場

初級クラス、中級クラス、上級クラス、
中途失聴者難聴者クラス、手話通訳者養成クラス

受講期間　12ヶ月（4月～3月）
受講回数　２時間×42回

受講期間・受講回数

いずれのクラスも、午前と午後のどちらかをお選びいただきます。

申込受付期間（募集人数）
平成29年2月11日～2月22日
初級クラス（午前・午後 各60名）、中級クラス（若干名）、
上級クラス（若干名）、中途失聴者難聴者クラス（若干名）
※手話通訳者養成クラス……受付終了
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受講要件
高校生以上の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
各回の約1ヶ月前に区報と区ホームページでお知ら
せします。

年5回
※各回同じ内容です。

開講日

受講回数　２時間×１回
受講期間・受講回数

全国共通の標準教材を使用し、認知症の人の特性や
接し方の基本となる知識を習得します。

主な学習内容

高齢者支援課在宅療養係
電話：03-5984-4597

お問い合わせ・お申し込み

区立施設
会場

認知症サポーター養成講座

高齢者支え合いサポーター育成研修
受講要件
練馬区在住の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
①平成29年4月11日～4月28日（50名／先着順）
②平成29年9月11日～9月29日（50名／先着順）
※いずれも予定

未定
開講日

受講期間　約２ヶ月
受講回数　講義と実習を計6回の予定

受講期間・受講回数

地域の支え合いを推進するため、高齢者支え合いサ
ポーターとして活動することを希望する方を対象
に、必要な知識・技術を習得できるよう研修を実施し
ます。高齢者支え合いサポーターは、高齢者施設に
おける職員の補助、高齢者の自宅における簡易の家
事援助サービス等を行います。

主な学習内容

○お問い合わせ：高齢者支援課生活支援体制整備係
電話：03-5984-1465

○お申し込み：練馬介護人材育成・研修センター
電話：03-6758-0145

※平成29年4月11日号区報をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬介護人材育成・研修センター
※実習は区内特別養護老人ホームを予定

会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方でカレッジで学ぶ意欲
があり、学んだ内容を練馬区（地域）に還元できる方

受講料
年間３0,000円

申込受付期間（定員）
平成29年7月3日～7月31日（予定）（40名程度）

毎週火曜日または木曜日（学年により異なる）
開講日

受講期間　24ヶ月
受講回数　１日：90分×３コマ×30日程度×2年間

受講期間・受講回数

地域福祉を担う人材を育成するため、大学教員等に
よる福祉の基本的知識をはじめとして、区内の地域福
祉活動実践者や障害当事者による授業を実施しま
す。講義やグループワーク、フィールドワークを通じ
て、幅広く地域福祉について学びます。

主な学習内容

福祉部管理課ひと・まちづくり推進係
電話：03-5984-1503

お問い合わせ・お申し込み
練馬区役所　ほか
会場

地域福祉パワーアップカレッジねりま

練馬区手話講習会（　　　　　　　　　）
受講要件
練馬区在住、在勤、または在学。15歳以上の方（中学
生を除く）。
中級クラスについては、初級クラス修了もしくは修
了程度の人、上級クラスについては、中級クラス修
了もしくは修了程度の人、手話通訳者養成クラスに
ついては、上級クラス修了もしくは修了程度の人。

４月18日（火）予定
開講日

受講料
2,400円（中途失聴者難聴者クラスおよび障害者手
帳所有者は無料）教材費別途

手話講習会（初級クラス、中級クラス、上級クラス、
中途失聴者難聴者クラス、手話通訳者養成クラス）

主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211
FAX：03-3970-5676
○お申し込み：
詳細は平成29年2月11日号区報を
ご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター、生涯学習センターほか
会場

初級クラス、中級クラス、上級クラス、
中途失聴者難聴者クラス、手話通訳者養成クラス

受講期間　12ヶ月（4月～3月）
受講回数　２時間×42回

受講期間・受講回数

いずれのクラスも、午前と午後のどちらかをお選びいただきます。

申込受付期間（募集人数）
平成29年2月11日～2月22日
初級クラス（午前・午後 各60名）、中級クラス（若干名）、
上級クラス（若干名）、中途失聴者難聴者クラス（若干名）
※手話通訳者養成クラス……受付終了
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ねりまの食育推進ボランティア講座
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年4月11日～4月25日（60名／抽選）

５月13日（土）～７月1日（土）のうち土曜日5回
開講日

受講期間 ３ヶ月
受講回数 2.5時間×５回

受講期間・受講回数

「食育推進ボランティア」として区で食育活動をして
いただくための講座を開催します。講義４回と調理実
習１回で幅広く食育についての意識を深めます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課栄養指導担当係
電話：03-5984-4679

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
石神井公園区民交流センター

会場

ＩＴ支援ボランティア養成講座（初心者向け）
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
1,000円

申込受付期間（定員）
未定（10名）

未定
開講日

受講期間 ２日
受講回数 5時間×1回、3時間30分×1回

受講期間・受講回数

障害のある方のパソコンなどの活用を支援するボラ
ンティア活動のために必要な技術や知識を学ぶ初心
者向けの講座です。現在、区内で活躍中のボラン
ティアサークルの紹介も行います。

主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター
会場

練馬区点字教室
受講要件
練馬区在住、在勤または在学。15歳以上の方（中学
生を除く）

申込受付期間（定員）
平成29年3月1日～3月15日（15名）

４月15日（土）予定
開講日

受講期間 12ヶ月（4月～3月）
受講回数 ３時間×20回

受講期間・受講回数

受講料
2,400円（視覚障害の方は無料）教材費別途

点訳・墨訳に関する初歩的な技術指導を行います。
主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211
○お申し込み：詳細は平成29年3月1日号区報を
ご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター
会場

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年4月11日～5月9日（40名）

5月21日（日）、5月27日（土）、6月3日（土）、
6月10日（土）、6月18日（日）

開講日

受講期間　約１ヶ月
受講回数　2.5時間×５回

受講期間・受講回数

体操やストレッチを通じて、地域の人々や家族、友達
へ健康づくりを広めていただくボランティアを育成
する講座です。
主に高齢者の健康づくりや介護予防に役立つ体操
やストレッチを学びます。また、ボランティアを行う
上での心構えや高齢者向けの教室での対応の仕方
なども学ぶことができます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課健康づくり係
電話：03-5984-4624

○お申し込み：詳細は4月11日号の区報またはホー
ムページをご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
会場

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方で下記のいずれかの条
件にあてはまる方
①健康づくり運動リーダー育成講座を修了した方
②既に地域でボランティア活動をしている方
③高齢者施設等に勤務している方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年6月21日～7月13日（40名）

7月29日（土）、8月5日（土）、８月26日（土）
開講日

受講期間　約１ヶ月
受講回数　2.5時間×３回

受講期間・受講回数

既に地域で健康づくりに関する活動に携わっている
方を対象とした発展的な内容の講座です。主に高齢
者向けの体操やストレッチの指導練習に加えて、指
導者としての心得や効果的な話し方など、運動指導
に必要な内容全般の実践的な知識や技術を学ぶこ
とができます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課健康づくり係
電話：03-5984-4624

○お申し込み：詳細は6月21日号の区報またはホー
ムページをご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
会場

健康づくり運動リーダー育成講座

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

健康づくりボランティアのステップアップ講座
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ねりまの食育推進ボランティア講座
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年4月11日～4月25日（60名／抽選）

５月13日（土）～７月1日（土）のうち土曜日5回
開講日

受講期間 ３ヶ月
受講回数 2.5時間×５回

受講期間・受講回数

「食育推進ボランティア」として区で食育活動をして
いただくための講座を開催します。講義４回と調理実
習１回で幅広く食育についての意識を深めます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課栄養指導担当係
電話：03-5984-4679

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
石神井公園区民交流センター

会場

ＩＴ支援ボランティア養成講座（初心者向け）
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
1,000円

申込受付期間（定員）
未定（10名）

未定
開講日

受講期間 ２日
受講回数 5時間×1回、3時間30分×1回

受講期間・受講回数

障害のある方のパソコンなどの活用を支援するボラ
ンティア活動のために必要な技術や知識を学ぶ初心
者向けの講座です。現在、区内で活躍中のボラン
ティアサークルの紹介も行います。

主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター
会場

練馬区点字教室
受講要件
練馬区在住、在勤または在学。15歳以上の方（中学
生を除く）

申込受付期間（定員）
平成29年3月1日～3月15日（15名）

４月15日（土）予定
開講日

受講期間 12ヶ月（4月～3月）
受講回数 ３時間×20回

受講期間・受講回数

受講料
2,400円（視覚障害の方は無料）教材費別途

点訳・墨訳に関する初歩的な技術指導を行います。
主な学習内容

中村橋福祉ケアセンター
電話：03-3926-7211
○お申し込み：詳細は平成29年3月1日号区報を
ご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み
中村橋区民センター
会場

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年4月11日～5月9日（40名）

5月21日（日）、5月27日（土）、6月3日（土）、
6月10日（土）、6月18日（日）

開講日

受講期間　約１ヶ月
受講回数　2.5時間×５回

受講期間・受講回数

体操やストレッチを通じて、地域の人々や家族、友達
へ健康づくりを広めていただくボランティアを育成
する講座です。
主に高齢者の健康づくりや介護予防に役立つ体操
やストレッチを学びます。また、ボランティアを行う
上での心構えや高齢者向けの教室での対応の仕方
なども学ぶことができます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課健康づくり係
電話：03-5984-4624

○お申し込み：詳細は4月11日号の区報またはホー
ムページをご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
会場

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方で下記のいずれかの条
件にあてはまる方
①健康づくり運動リーダー育成講座を修了した方
②既に地域でボランティア活動をしている方
③高齢者施設等に勤務している方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年6月21日～7月13日（40名）

7月29日（土）、8月5日（土）、８月26日（土）
開講日

受講期間　約１ヶ月
受講回数　2.5時間×３回

受講期間・受講回数

既に地域で健康づくりに関する活動に携わっている
方を対象とした発展的な内容の講座です。主に高齢
者向けの体操やストレッチの指導練習に加えて、指
導者としての心得や効果的な話し方など、運動指導
に必要な内容全般の実践的な知識や技術を学ぶこ
とができます。

主な学習内容

○お問い合わせ：健康推進課健康づくり係
電話：03-5984-4624

○お申し込み：詳細は6月21日号の区報またはホー
ムページをご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

練馬区役所
会場

健康づくり運動リーダー育成講座

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

健康づくりボランティアのステップアップ講座



受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）
開講日
前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは3時間×４回

受講期間・受講回数

災害時の行動や日頃からの備えなど、おもに自分の身を
守る「自助」についての知識や技術を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

自助コース【前期・後期】

受講要件
練馬区在住、在勤、在学、かつ、中高層住宅（３階建て以上
の住宅）にお住まいの方、所有者、管理者等

申込受付期間（定員）
平成29年8月頃予定
開講日
区報等でお知らせします。

受講期間　１日間
受講時間　２時間程度

受講期間・受講回数

中高層住宅特有の地震被害について、居住環境に応じた
対策を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

中高層住宅向け防災対策

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
300円（予定）

申込受付期間（定員）
平成29年7月～８月予定（25名／先着順）
開講日
区報等でお知らせします。

受講期間　１日間
受講時間　３時間程度

受講期間・受講回数

災害時にライフラインが停止した中でも、家庭にある食材
を活用し、健康に配慮した食生活を送るための調理方法
を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

食と防災

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）
開講日

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは3時間×４回

受講期間・受講回数

地域における防災活動の重要性や避難拠点の運営の仕
組みや課題を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

共助コース【前期・後期】

受講料
無料（「食と防災」を除く） 防災学習センター

電話：03-5997-6471

お問い合わせ・お申し込み

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）
開講日

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは２時間×４回

受講期間・受講回数

昼間の講座に参加することが難しい方などを対象に、災害
時の行動や日頃からの備え、帰宅困難者対策などについ
て学びます。

主な学習内容

練馬区役所
会場

自助（夜間）コース【前期・後期】

受講要件
区民防災組織に加入されている方
申込受付期間（定員）
【前期・後期】平成29年8月～9月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定
開講日

受講期間　1ヶ月
受講回数　１コースは２時間×3回

受講期間・受講回数

防災の分野における最新の知見を学ぶとともに、組織運
営にかかる手法について学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

区民防災組織カリキュラム【前期・後期】

【小学生向け】基礎的な防災知識と災害時の適切な行動
を学びます。
【中学生向け】災害時に中学生に求められる役割と、その
役割を果たすための技術や知識を学びます。

主な学習内容

受講要件
小学生向け（小学４～６年生）、中学生向け（全学年）
申込受付期間（定員）
【小学生向け】平成29年６月～７月予定（50名／先着順）
【中学生向け】平成29年9月予定（30名／先着順）

【小学生向け】夏休み期間中に2コース
【中学生向け】平成29年10月予定
いずれも、区報等でお知らせします。

開講日

【小学生向け】受講期間　２日間
受講回数　１コースは２時間×２回

【中学生向け】受講期間　未定
受講回数　未定

受講期間・受講回数

防災学習センター
会場

子どもカリキュラム【小学生向け・中学生向け】

各コース共通

ねりま防災カレッジ

スポーツリーダー養成講習会
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の１８歳以上の方

受講料
120円（平成28年度実績）

申込受付期間（定員）
平成29年2月21日～3月10日

４月8日（土）
開講日

受講期間　２ヶ月
受講回数　全9日間

受講期間・受講回数

生涯スポーツの普及・振興を図るため、地域でス
ポーツイベントの企画やスポーツの指導、スポーツ
クラブの育成、ニュースポーツの普及活動ができる
ボランティアリーダーを養成します。

主な学習内容

スポーツ振興課振興係
電話：03-5984-1948

お問い合わせ・お申し込み
練馬区役所　ほか
会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

（救出救護体験の様子）
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受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）
開講日
前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは3時間×４回

受講期間・受講回数

災害時の行動や日頃からの備えなど、おもに自分の身を
守る「自助」についての知識や技術を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

自助コース【前期・後期】

受講要件
練馬区在住、在勤、在学、かつ、中高層住宅（３階建て以上
の住宅）にお住まいの方、所有者、管理者等

申込受付期間（定員）
平成29年8月頃予定
開講日
区報等でお知らせします。

受講期間　１日間
受講時間　２時間程度

受講期間・受講回数

中高層住宅特有の地震被害について、居住環境に応じた
対策を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

中高層住宅向け防災対策

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方

受講料
300円（予定）

申込受付期間（定員）
平成29年7月～８月予定（25名／先着順）
開講日
区報等でお知らせします。

受講期間　１日間
受講時間　３時間程度

受講期間・受講回数

災害時にライフラインが停止した中でも、家庭にある食材
を活用し、健康に配慮した食生活を送るための調理方法
を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

食と防災

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）
開講日

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは3時間×４回

受講期間・受講回数

地域における防災活動の重要性や避難拠点の運営の仕
組みや課題を学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

共助コース【前期・後期】

受講料
無料（「食と防災」を除く） 防災学習センター

電話：03-5997-6471

お問い合わせ・お申し込み

受講要件
練馬区在住、在勤、在学の方
申込受付期間（定員）
【前期】平成29年5月～6月予定（40名／先着順）
【後期】平成29年9月～10月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定（区報等でお知らせします。）
開講日

受講期間　2ヶ月
受講回数　１コースは２時間×４回

受講期間・受講回数

昼間の講座に参加することが難しい方などを対象に、災害
時の行動や日頃からの備え、帰宅困難者対策などについ
て学びます。

主な学習内容

練馬区役所
会場

自助（夜間）コース【前期・後期】

受講要件
区民防災組織に加入されている方
申込受付期間（定員）
【前期・後期】平成29年8月～9月予定（40名／先着順）

前期・後期ともに未定
開講日

受講期間　1ヶ月
受講回数　１コースは２時間×3回

受講期間・受講回数

防災の分野における最新の知見を学ぶとともに、組織運
営にかかる手法について学びます。

主な学習内容

防災学習センター等
会場

区民防災組織カリキュラム【前期・後期】

【小学生向け】基礎的な防災知識と災害時の適切な行動
を学びます。
【中学生向け】災害時に中学生に求められる役割と、その
役割を果たすための技術や知識を学びます。

主な学習内容

受講要件
小学生向け（小学４～６年生）、中学生向け（全学年）
申込受付期間（定員）
【小学生向け】平成29年６月～７月予定（50名／先着順）
【中学生向け】平成29年9月予定（30名／先着順）

【小学生向け】夏休み期間中に2コース
【中学生向け】平成29年10月予定
いずれも、区報等でお知らせします。

開講日

【小学生向け】受講期間　２日間
受講回数　１コースは２時間×２回

【中学生向け】受講期間　未定
受講回数　未定

受講期間・受講回数

防災学習センター
会場

子どもカリキュラム【小学生向け・中学生向け】

各コース共通

ねりま防災カレッジ

スポーツリーダー養成講習会
受講要件
練馬区在住、在勤、在学の１８歳以上の方

受講料
120円（平成28年度実績）

申込受付期間（定員）
平成29年2月21日～3月10日

４月8日（土）
開講日

受講期間　２ヶ月
受講回数　全9日間

受講期間・受講回数

生涯スポーツの普及・振興を図るため、地域でス
ポーツイベントの企画やスポーツの指導、スポーツ
クラブの育成、ニュースポーツの普及活動ができる
ボランティアリーダーを養成します。

主な学習内容

スポーツ振興課振興係
電話：03-5984-1948

お問い合わせ・お申し込み
練馬区役所　ほか
会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

（救出救護体験の様子）

10 11



12 13

受講要件
初級コースを修了した方

受講料
10,000円（保険料込）

申込受付期間（定員）
終了（初級コースを修了した方に個別に案内を行って
います。）

4月上旬
開講日

受講期間　10ヶ月
受講回数　２～３時間×20回

受講期間・受講回数

○支え手に対する需要が高い農作業の支援に必要な
知識、作業手順を習得します。

○区内農業者のほ場の見学や農作業のお手伝いなどの
体験を通じて、農業の支え手としての心得を学びます。

主な学習内容

練馬区農の学校 （高松一丁目35番2号）
会場

練馬区農の学校は、農家を支える人材を育成し、支え手を必要とする農家とつなぐ役目を担っています。
初級コースを修了した受講生は、「ねりま農サポーター」として、農業の支え手として活動していただきます。

受講要件
練馬区在住の18歳以上の方

受講料
10,000円（保険料込）

申込受付期間（定員）
終了
次回は、平成29年12月頃予定（15組）

4月上旬
開講日

受講期間　10ヶ月
受講回数　２～３時間×20回

受講期間・受講回数

種まきから収穫までに必要な作業、出荷作業、都市農
業・農地に関する基礎知識などを講義と実習で学びま
す。

主な学習内容

練馬区農の学校 （高松一丁目35番2号）
会場

初級コース

中級コース①

受講要件
中級コース①を修了した方

受講料
10,000円（保険料込）

申込受付期間（定員）
終了（中級コース①を修了した方に個別に案内を行って
います。）

4月上旬
開講日

受講期間　10ヶ月
受講回数　２～３時間×20回

受講期間・受講回数

中級コース①の内容を踏まえ、グループディスカッショ
ンにより講師と受講生で栽培品目を決め、管理を行うこ
とで、より主体的に農業技術の定着を図ります。

主な学習内容

練馬区農の学校 （高松一丁目35番2号）
会場

中級コース②

農とのふれあい・体験コース
受講要件
練馬区在住の15歳以下のお子さんを含む家族

受講料
１組1,000円（保険料別途）

申込受付期間（定員）
春夏コース：終了
秋冬コース：平成29年6月頃（15組）
次回の春夏コースは、平成29年12月頃予定（15組）

春夏コース：4月上旬
秋冬コース：８月下旬～９月上旬

開講日

受講期間　4ヶ月
受講回数　２～３時間×4回

受講期間・受講回数

野菜の作付けや収穫体験を通して、農とふれあう楽し
さを学びます。

主な学習内容

練馬区農の学校 （高松一丁目35番2号）
会場

練馬区農の学校

※情報は平成29年2月11日現在のものです。

受講要件
ボランティアとして福祉花壇づくりに参加を希望す
る方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年10月中旬～11月初旬（30名／先着順）

11月中旬
開講日

受講期間　1日間
受講回数　5時間×1回

受講期間・受講回数

福祉施設、公園、駅前の花壇づくりや草花のお手入
れ、園芸福祉、障がいのある方との関わり方等の基
礎知識を学ぶ講義および実習を行います。

主な学習内容

みどり推進課みどり協働係
電話：03-5984-2418
※前記受付期間等は変更されることがあります。
詳細は、区報でお知らせします。

お問い合わせ

花とみどりの相談所
会場

園芸福祉初心者ボランティア講習会

都市農業課農業振興係
電話：03-5984-1403

お問い合わせ・お申し込み

各コース共通
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初級コースを修了した方

受講料
10,000円（保険料込）
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※情報は平成29年2月11日現在のものです。

受講要件
ボランティアとして福祉花壇づくりに参加を希望す
る方
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平成29年10月中旬～11月初旬（30名／先着順）
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開講日

受講期間　1日間
受講回数　5時間×1回
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礎知識を学ぶ講義および実習を行います。
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みどり推進課みどり協働係
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※前記受付期間等は変更されることがあります。
詳細は、区報でお知らせします。
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花とみどりの相談所
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園芸福祉初心者ボランティア講習会

都市農業課農業振興係
電話：03-5984-1403

お問い合わせ・お申し込み

各コース共通
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受講要件
練馬区在住、在学の中学生

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年6月上旬～6月中旬（20名／抽選）

６月末～８月上旬のうち10日間
開講日

受講時間数　番組制作：4時間×９回
講演会：2時間×1回

受講期間・受講回数

自らが情報番組を制作することで、情報の構造を知
り、情報を正しく読み解き判断する能力を身につけ
ます。日本大学芸術学部の施設・設備と専門の講師
陣により、情報番組を制作する仕事について学ぶこ
とができます。

主な学習内容

青少年課育成支援係
電話：03-5984-1292

お問い合わせ・お申し込み

日本大学芸術学部江古田校舎
会場

中学生のための情報番組制作ワークショップ

受講要件
初級（練馬区在住の小学5年～6年生）
中級（練馬区在住の中学生）

受講料
初級6,500円／中級10,000円

申込受付期間（定員）
平成29年2月3日～2月17日
（初級4地区 240名、中級 85名）
※定員を超えた場合は、抽選を行うことがあります。

4月から12月　（※月1回実施）
開講日

受講期間　8ヶ月
受講回数　初級9回、中級10回

受講期間・受講回数

仲間作りのリーダーとして役立つよう体験を通して
グループ活動の楽しさやルール、レクリエーション
活動の技術や知識を学びます。

主な学習内容

青少年課青少年係
電話：03-5984-4691

お問い合わせ・お申し込み

区立小学校、区立施設、秩父青少年キャンプ場
ほか

会場

ジュニアリーダー養成講習会

音訳ボランティア養成講習会（初級）
受講要件
説明会に参加後、書類選考を経て音声テストに合格
した方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年8月中旬～8月下旬（20名）

９～12月頃
開講日

受講期間　４ヶ月
受講回数　２時間×９回

受講期間・受講回数

視覚障害者に対して朗読する際、必要な対面朗読の
方法や音訳処理の実技等を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館事業統括係
電話：03-5383-6500

お問い合わせ・お申し込み
光が丘図書館
会場

乳幼児向け等おはなし会ボランティア養成講習会
受講要件
ボランティアとして区立図書館の乳幼児向け等おは
なし会で活動し、地域に貢献する意思のある方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
未定

未定
開講日

未定
受講期間・受講回数

絵本の読み聞かせやわらべうたの講義と実技、ボラ
ンティアの心構え等を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館子供事業統括係
電話：03-5383-6500
※募集は、区報と図書館ホームページに随時掲載し
ますのでご確認ください。

お問い合わせ・お申し込み
練馬区立図書館
会場

布の絵本製作等ボランティア養成講習会
受講要件
ボランティアとして活動し、地域に貢献する意思の
ある方

申込受付期間（定員）
未定

未定
開講日

受講期間　１ヶ月
受講回数　２時間×４回の予定

受講期間・受講回数

受講料
無料

布の絵本についての知識を深めたうえで、縫い方の
初歩からボタン・ファスナー・接着テープ・ヒモなど
を用いて絵本を布で再現する方法を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館子供事業統括係
電話：０３-5383-6500

お問い合わせ・お申し込み
練馬区立図書館
会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。
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受講要件
練馬区在住、在学の中学生

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年6月上旬～6月中旬（20名／抽選）

６月末～８月上旬のうち10日間
開講日

受講時間数　番組制作：4時間×９回
講演会：2時間×1回

受講期間・受講回数

自らが情報番組を制作することで、情報の構造を知
り、情報を正しく読み解き判断する能力を身につけ
ます。日本大学芸術学部の施設・設備と専門の講師
陣により、情報番組を制作する仕事について学ぶこ
とができます。

主な学習内容

青少年課育成支援係
電話：03-5984-1292

お問い合わせ・お申し込み

日本大学芸術学部江古田校舎
会場

中学生のための情報番組制作ワークショップ

受講要件
初級（練馬区在住の小学5年～6年生）
中級（練馬区在住の中学生）

受講料
初級6,500円／中級10,000円

申込受付期間（定員）
平成29年2月3日～2月17日
（初級4地区 240名、中級 85名）
※定員を超えた場合は、抽選を行うことがあります。

4月から12月　（※月1回実施）
開講日

受講期間　8ヶ月
受講回数　初級9回、中級10回

受講期間・受講回数

仲間作りのリーダーとして役立つよう体験を通して
グループ活動の楽しさやルール、レクリエーション
活動の技術や知識を学びます。

主な学習内容

青少年課青少年係
電話：03-5984-4691

お問い合わせ・お申し込み

区立小学校、区立施設、秩父青少年キャンプ場
ほか

会場

ジュニアリーダー養成講習会

音訳ボランティア養成講習会（初級）
受講要件
説明会に参加後、書類選考を経て音声テストに合格
した方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
平成29年8月中旬～8月下旬（20名）

９～12月頃
開講日

受講期間　４ヶ月
受講回数　２時間×９回

受講期間・受講回数

視覚障害者に対して朗読する際、必要な対面朗読の
方法や音訳処理の実技等を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館事業統括係
電話：03-5383-6500

お問い合わせ・お申し込み
光が丘図書館
会場

乳幼児向け等おはなし会ボランティア養成講習会
受講要件
ボランティアとして区立図書館の乳幼児向け等おは
なし会で活動し、地域に貢献する意思のある方

受講料
無料

申込受付期間（定員）
未定

未定
開講日

未定
受講期間・受講回数

絵本の読み聞かせやわらべうたの講義と実技、ボラ
ンティアの心構え等を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館子供事業統括係
電話：03-5383-6500
※募集は、区報と図書館ホームページに随時掲載し
ますのでご確認ください。

お問い合わせ・お申し込み
練馬区立図書館
会場

布の絵本製作等ボランティア養成講習会
受講要件
ボランティアとして活動し、地域に貢献する意思の
ある方

申込受付期間（定員）
未定

未定
開講日

受講期間　１ヶ月
受講回数　２時間×４回の予定

受講期間・受講回数

受講料
無料

布の絵本についての知識を深めたうえで、縫い方の
初歩からボタン・ファスナー・接着テープ・ヒモなど
を用いて絵本を布で再現する方法を学びます。

主な学習内容

光が丘図書館子供事業統括係
電話：０３-5383-6500

お問い合わせ・お申し込み
練馬区立図書館
会場

※情報は平成29年2月11日現在のものです。
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練馬Ｅｎカレッジ
相談窓口等が移転します

なお、移転にあわせ、相談窓口の開設時間を「週4日午後のみ」から「全開館日午前9時から午後5時まで」に拡大
します。練馬Ｅnカレッジの講座情報をはじめ、練馬区で行っているさまざまな講座・講演会等に関する情報を提
供するほか、各種講座・イベントのチラシなども取り揃えています。
　「何か地域で活動を始めるための講座を受講したいが、どうしたらよいかわからない」「どんな講座があるか知
りたい」といった方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

　「練馬Ｅnカレッジ」の相談窓口をはじめとする事務局の機能が、平成29年4月１日「生涯学習セン
ター分館（高野台）」から「生涯学習センター（豊玉北）」に移転します。平成29年４月以降、「練馬Ｅnカ
レッジ」にかかるお問い合わせにつきましては、生涯学習センターまでお願いいたします。

平成29年3月31日まで

※窓口相談は火・水・木・金曜日（祝休日を除く）
正午から午後4時まで受付

生涯学習センター分館 
〒177-0033 練馬区高野台2-25-1

電話 03-3904-4881
３階「情報センター」
開室時間  午前9時～午後5時

おもな交通機関
・西武池袋線「練馬高野台駅」下車徒歩15分
・西武バス「練馬総合体育館」下車徒歩2分
 （練42系統：練馬駅北口～成増町）
 （練48系統：練馬駅北口、新江古田駅～大泉学園駅北口）

平成29年４月1日から

※窓口相談は上記全ての時間帯で受付

生涯学習センター
〒176-0012 練馬区豊玉北6-8-1

電話 03-3991-1667
１階「受付窓口」
受付時間  午前9時～午後5時
休 館 日  祝日以外の第2月曜および年末年始

おもな交通機関
・西武池袋（有楽町・豊島）線「練馬駅」および
 都営大江戸線「練馬駅」下車徒歩10分
 （練馬区役所<庁舎>の南側、練馬図書館併設の建物です）




