
月 火 水 木 金 土 日
1

♣木彫り同好会（木の舞）
　午後1時～5時

♣練馬シャンソンを
　　　　　　楽しむ会
　午後2時～4時

2 3 4 5 6 7 8

♣万葉集を読む会
　午前10時～12時

♣紫光会（書道）
　午前10時～12時

♣千夜一夜座
　（朗読）
　午後1時～5時

♣華蓉会（パソコン）
　午後1時～5時

♣和紙絵画草美会
　午前10時～12時
　午後1時～3時半

♣エッセイサークル英
　午後2時～5時

♣コーロ・チェレス
（コーラス）　ティーナ
　午前10時～12時

♣こぶし俳句会
　午後1時～5時

♣書道万葉会
　午前10時～12時

♣マーメイドF
　（体操）
　午前9時半～10時半

♣ＢＰストレッチ
（大人ストレッチ体操）
　午前10時～10時50分

♣SouI men ＆
　　　SouI　ｓisters
 　(ゴスペル）
　午後6時～9時

♣石神井公園ベルサークル
　午前10時～12時

♣STG話の会
　午後1時半～3時半

9 10 11 12 13 14 15

♣着付けサークルもえぎ
　午前10時～12時

♣石神井公園らくらく
　　　　ピアノサークル
　午後1時～5時

♣石神井・冒険遊びの会
　午前10時～12時

♣松の実会（文化刺繍）
　午後1時～5時

♣石神井公園ベルサークル
　午前10時～12時

♣むさしの絵手紙愛好会
　午後1時～5時

♣ママと一緒にABC
　午前10時～12時

♣さつき会（油絵）
　午後6時～9時

♣マーメイドF（体操）
　午前9時半～10時半

♣彩葉会（水彩画）
　午後1時～5時

♣着付けサークルもえぎ
　午前10時～12時

♣BPストレッチ
（大人ストレッチ体操）
　午前10時～10時50分

♣木彫り同好会（木の舞）
　午後1時～5時

16 17 18 19 20 21 22

♣紫光会（書道）
　午前10時～12時

♣石神井スマイル合唱団
　午後1時～3時半

♣コールセピア
　（コーラス）
　午前10時～12時
　
♣着付けサークルもえぎ
　午前10時～12時

♣マーメイドF（体操）
　午前9時半～10時半

♣石神井公園らくらく
　　　　ピアノサークル
　午後1時～5時

♣コーロ・チェレス
（コーラス）　ティーナ
　午前10時～12時

♣さつき会（油絵）
　午後6時～9時

♣ちくちく手づくりの会
　(パープルリボンの
　　雪だるまを作ろう）
　午前10時～12時

♣書道万葉会
　午前10時～12時

♣ＢＰストレッチ
（大人ストレッチ体操）
　午前11時～11時50分

♣SouI men  ＆
　　　　SouIｓisters
（ゴスペル）
　午後6時～9時

♣石神井公園ベルサークル
　午前10時～12時

♣練馬シャンソンを
　　　　　　楽しむ会
　午後2時～4時
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♣石神井公園らくらく
　　　　　ピアノサークル
　午後1時～5時

　　　　　30

♣練馬ふくしの輪
（やさしいヨガ）
　午前10時～12時

♣療法の会（体操）
　午前10時～12時

♣コーロ・いずみ
　（コーラス）
　午後1時～5時

♣50才からの英会話
　午後2時～3時半

♣ママと一緒にABC
　午前10時～12時

♣着物同好会
　午後1時～5時

♣マーメイドF（体操）
　午前9時半～10時半

♣彩葉会（水彩画）
　午後1時～5時

♣BPストレッチ
（大人ストレッチ体操）
　午前11時～11時50分

♣卯の花の会
（古典文学）
　午後1時～5時

♣練馬シャンソンを
　　　　　　　楽しむ会
　午後2時～4時

♣ヘノヘノ
（親子フラダンス）
　午後1時～5時

えーるのなかま　　　令和2年　　見学カレンダー11月分 

えーるの利用
施設の貸し出し人数は　70～80％を上限とします。

　　　　事前に検温し、発熱のある方はご利用の自粛をお願いします。

丁寧な手洗いの徹底とマスクの着用をお願いします。

　　　人と人との間隔を確保し、密集、密接を避けて行動しましょう。

見 　学 　大 　歓 　迎

予約なしで見学ができます

詳細は、受付窓口にてご確認ください



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

🏣🏣177-0041 
東京都練馬区石神井町 8-1-10 
Te l 03-3996-9007 
Fax 03-3996-9010 
e-mail  info@nerima-yell.com 
http://www.nerima-yell.com/ 

 

日時：10/4.18.11/1（全て金・3 回) 
   10:00～12:00 
対象：女性(区内在住・在勤を優先) 
定員：30 名（先着順） 

参加費：500 円（資料代） 

※保育 9/24、手話 9/20 まで。 

 

 

 

◎講演会(オンライン zoom開催) 

「目指せ！ 

幸せって言える私の人生」 
 

11/28(土)14:00～15:30 
 

講師：橋本 明子 
（リアライズ YOKOHAMA代表） 

 ※11/11 から申込受付 
 

 
 

 

  

練馬区立男女共同参画センターえーる 

毎年 11/12～25 は「女性に対する暴力をなくす週間」です。 

 

    

えーるからのお知らせ 
令和2年 

11月 

 
団体登録について えーるスクエア パープルライトアップ 

 

 

消防訓練のお知らせ 
 

11 月 4 日(水)  
15:30～16:30 

 

消防訓練のため 15:30 に館内にて 

サイレンが鳴ります。 

ご来館中の皆様、ぜひご参加、ご協力

ください。 

 

◎11/1 より、女性への暴力を防止

する活動として、えーる施設内

外にパープルライトを設置し

ます。 
 

えーる開催講座 

 

若年女性のための 

わたしの「これからライフ」 

 
セルフメンタルケアを学び 

「もう一人のわたしを 

       大切にしよう」 
 

講師：岩井 奈保美 
日時：11/27(金)10:00~12:00 
対象：女性 
定員：20名（先着順） 
※次回：ゆるヨガ体験で 

「わたしの身体と向き合う」 
12/6(日)14:00～16:00 

 

 

エクセル基礎講座（平日コース）Ｂ 
 
日時：12/2(水)・3(木) (2 日制) 

10:00～12:00（受付 9:45～) 
講師：後藤悦子 
   （ＭＯＳインストラクター） 
定員：10 名（抽選） 

費用：1,000 円(資料代) 

持物：ＵＳＢメモリー 

申込：往復ハガキで①講座名②住所 

   ③氏名④年齢⑤電話番号 

⑥使用しているパソコンＯＳ   

⑦受講理由(50 字程度)を 

11/17 必着まで。 

 

 

 

当センターの団体登録は、3 年ごと

の登録更新制度になっております。 

現在登録の有効期間は、令和 3 年 

3 月３１日までとなっております。 

つきましては、有効期限満了前に 

更新手続きをお願いいたします。 

登録団体様へは郵送にて11月中旬

ごろにお知らせする予定です。 

よろしくお願いいたします。 

生きづらさを抱える女性のための 

「まったりサロン」 
 

日時：11/6(金) 14:00～16:00 
講師：林 恭子 他  

((一社)引きこもりUX会議 
代表理事) 

定員：30 名（先着順） 

 

 

『愛する人を暴力の被害者・加害者にしない！』 

 

◎パネル展示も同時開催！ 
 デート DV の理解を深めるパ

ネルを十文字学園女子大学よ

りお借りし、展示します。 
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