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本号に掲載されている事業は、新型コロナウイルスの影響により中止または内容などが変更となる場合がありますので、事前に各団体・施設の問合
せ先、ホームページよりご確認ください。なお、参加する際は、感染症対策にご協力いただき、発熱などの症状がある場合は参加を控えてください。

夏 の 終わり、
の 始まり

学

びの

帝京平成大学
第9回区民講座／お薬相談・健康チェック

区民のための健康講座

～秋の大学公開講座紹介～

夏のレジャーを楽しんだ後は、
学習の秋が到来です！
本号では中野区内の大学公開講座を紹介します。
あなたの興味・関心を刺激する充実の内容です。
ぜひご参加ください！！

新渡戸文化短期大学

時 10月29日
（土）13時30分〜 場 帝京平成大学中野キャンパス
（中野4-21-2）対 どなたで
も 申 当日直接会場へ ※定員100名

慢性腎臓病(CKD)と、フレイルと、たんぱく質摂取と・・

【問合せ】
帝京平成大学 中野キャンパス総務課

― 嫁と姑と婿殿の関係 ―

CKDはメタボリック症候群などを背景に、加齢に伴い腎機能が低下し、重症では
透析治療も必要になる病態です。一方、フレイルは加齢に伴い心
身が衰えた状態で、放置すると寝たきりのリスクが高まります。
たんぱく制限が必要なCKDとたんぱく摂取が重要なフレイル
が同時に起こる高齢者は、何を食べたらいいでしょう。

【問合せ】新渡戸文化短期大学 短大事務課

3381-0197

3381-0528

明治大学リバティアカデミー2022秋

▲申込みは
こちらから

10月29日（土）
12月2日（金）

東京工芸大学芸術学部 2022年秋季公開講座

公開講座

した明大出身トレーナーの
「前へ」
の人生

自転車交通の未来を考える ―社会を変える
トランジション・マネジメントの思考からー

【問合せ】
明治大学リバティアカデミー事務局
3296-4423 3296-4542

「ゲームと社会のつながり」

東京工芸大学の教員が専門
開催日
講座名・講師名
様々な分野と技術から作られる
分野の話題を提供いたします。
今回は、ゲーム学科の教員が担 11月5日（土） ゲームキャラクターの動き
講師：金久保 哲也教授
当します。



▲詳細は
こちらから

こども教育宝仙大学

HOSENこどもフェスティバル2022

11月26日（土） 遊びのちから
講師：𠮷沢  秀雄教授
ゲーム配信
− お茶の間から野球中継を見るお父さんは
12月3日（土）
消えました。どこにいったのでしょうか −
講師：今給黎 隆教授
12月10日（土） メタバースの世界
講師：今給黎 隆教授

場 東京工芸大学中野キャンパ
ス（ 本 町2-9-5）対 区 内 在 住・在
勤・在学 申 10月4日（火）からパ
ンフレット付属の専用ハガキ
の 提 出 ま た は、ホ ー ム ペ ー ジ
※いずれも13時30分〜15時10分（休憩含む）
東京工芸大学 検索 に て。各 講
※内容は一部変更となる場合があります。
座先着200名。
パンフレットの郵
送をご希望の方は、電話にてご請求ください。料 無料

なかの
生涯学習大学

5860-4735

リバティアカデミーで開講する全127講座のうち、
無料で受講できる4講座をご紹介。
いずれも 場 オンライン開催
開催日
講座名
対 どなたでも 申 9月1日
（木）か
「日本にかくれなき名山」に築かれた城・鳥取城
10月1日（土）
ら電話、またはホームページ
の歴史と未来
リバティアカデミー 検索 にて 
10月15日（土）ラップ音楽と人種・民族、
ジェンダー
料 無料
※定員各480名
平野歩夢を支えた魔法の手 北京五輪に同行

東京工芸大学芸術学部

【問合せ】

東京工芸大学 中野キャンパス庶務課
5371-2670 3372-1330

5860-4711

明治大学

時 9月7日
（水）15時〜16時30分 場 新渡戸文化短期大学東高円寺キャンパ

ス
（本町6-38-1）およびオンライン視聴 ※後日視聴も可能（9月14日
（水）
まで）対 どなたでも 申 8月28日（日）から右記二次元コードにて。当日申込
みも可。料 無料

リラックスした雰囲気で健康維持・増進に関する情報を本
共催：中野区薬剤師会
学教員と中野区薬剤師会薬剤師が分かりやすく説明します。
①講演
「今の生活習慣って大丈夫？
（仮）」
講師：帝京平成大学薬学部准教授 山元 健太
「かかりつけ薬局・薬剤師の薦め（仮）」
講師：中野区薬剤師会会長 小川 達也
②本学薬学部学生および中野区薬剤師会によるポスター示説
「知って役立つくすりの話」
「地域包括支援センターとは」
、
③中野区薬剤師会・中野地域包括支援センターによる健康チェックとお薬相談

こどもたちの楽しいワークショップ型イベントを開催します。楽しみ方の異なる
4つの参加型プログラム（造形・身体遊び・音楽遊び・クッキング）を行います。たく
さんのワクワクを準備して、お子さまのご参加をお待ちしています。
時 11月6日
（日）
10時〜16時 ※各ワークショップの開催時間および
定員は、ホームページ こども教育宝仙大学 検索 よりご確認くださ
い。場 こども教育宝仙大学
（中央2-33-26）※造形は3号館、身体遊び・
（年少〜年長）申 10月12
音楽遊びは4号館、クッキングは5号館 対 幼児
日（水）12時からホームページ こども教育宝仙大学 検索 にて 料 無料

 詳細は

【問合せ】
こども教育宝仙大学 こども教育研究センター
3365-0267 3365-0269

こちらから▶

オンラインde 公開講座（後期）
～ホームカミングデー同時開催！～

開催日

 ホームページは
こちらから▶

講座名・講師名

豊かさとは社会とつながるための手段を増やすこと

9月7日
～ICTを「つかいわける」
とは～
（水）

講師：
（公財）
ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員 澤岡 詩野氏

なかの生涯学習大学の講義のうち２つの講義を受講生以外の区民の方にもオンライン
9月21日 「よそおう」
から健康を考える～いつまでも地域で自分らしく～
（ZOOM）で公開します。また、卒業生の方は、
「ホームカミングデー」
として会場で聴講でき
（水）  講師：
（株）
資生堂化粧療法リサーチャー・医学博士・介護福祉士 池山 和幸氏
ますので、旧交を温めたり、在校生と交流できる機会としてご活用ください。
※いずれも９時３０分～１１時３０分
場 なかのＺＥＲＯ小ホール
対
申
（中野2-9-7） 大人向け（区民） 電話、ファクシミリまたは
ホームページ なかの生涯学習大学 検索 からメールにて。
定員20名 ※多数時抽選 料 無料
▲こちらから
【問合せ】
公益活動推進係（区役所5階9番） 3228-5597 3228-5620

中野区民のサークル活動などの生涯学習情報は、インターネットサイト

学び場ステーション

をぜひご覧ください。
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● '22年9月号 ●

時 ＝日時

9月9日
（金）
9月10日
（土）

時間

講座名

13時 ペン習字講座
15時 プリザーブドフラワー講座
13時 着付け講座
15時 パソコン講座

9月13日
（火） 13時 太極柔力球講座
9月15日
（木） 13時 写真講座

日程
9月17日（土）
9月18日（日）

対 ＝対象

申 ＝申込み方法

料 ＝料金

他 ＝その他

なかのＺＥＲＯプラネタリウム
〈定例投映〉

■なかの文化フォーラム公開講座（9月分・現在募集中の講座）
【年間講座】
日程

内 ＝内容

時間

講座名

13時 着付け講座
15時 ◎折り紙講座
13時 ヨガ講座
15時 ◎英語講座

13時 ストレッチ講座
9月23日（金・祝）
15時 ◎カラー講座

場 なかのＺＥＲＯ西館
（中野２-９-７）申 往復ハガキ（➡紙面中央折り目参照）で、なかの

ＺＥＲＯ生涯学習課（〒164-0001中野２-９-７）へ。ハガキ１枚につき１講座まで。または、ホ
ームページ ないせすアカデミア 検索 にて。申込みは開催日３日前まで。先着順 料 各講座
１回1,000円（◎の講座は別途実費が必要）※各講座とも約1時間40分
■こども科学教室後期コース 参加
者募集！
楽しい実験や観察を通して、科学
をもっと好きになろう。

■2022区民が作る「中野ユニバーサルデザイン
マップ作成講座」
地域を知り、誰もが暮らしやすいまちづくり
につながるユニバーサルデザインマップを、講
義と実践で作成する講座です。
（ 中野区公益活
フレッシュコース
動推進基金助成事業）
時 内 10月2日
（日）
「身近な植物の力」、
時 10月14日
（金）、10月〜11月中にチームごとに
10月30日（日）
「 重さくらべ」、11月27
実踏、11月19日（土）全チーム中野駅南北地域実
日（日）
「静電気で遊ぼう」全3回
踏、12月9日（金）、令和5年1月13日（金）、2月10日
チャレンジコース
（金）全6回14時〜16時 場 なかのＺＥＲＯ西館
時 内 10月9日
（日）
「バッタと遊ぼう」、 （中野2-9-7）内 講師：NPO法人リーブ・ウィズ
11月5日（土）
「 金魚の世界」、12月4日 ・ドリーム金子久美子氏、なかの生涯学習サポ
（日）
「ドングリ大研究」全3回
ーターの会 対 地域学習に関心のある方（区内
在住・在勤・在学優先）申 往復ハガキ（➡紙面中
両コースとも 時 ①10時30分〜②14時
央折り目参照）でなかのＺＥＲＯ生涯学習課
〜 場 なかのＺＥＲＯ西館（中野2-9- （〒164-0001中野2-9-7）へ。またはホームページ
7）対 区内在住・在学の小学1〜2年生  ないせすアカデミア 検索 にて。先着各20名 料 500
※ 先 着 各 24名 料 1, 500円（ 教 材 費 含
円（保険料含む）
む）
■雑貨づくり教室〜かわいい豆本づ
■「なかのＺＥＲＯライブ・フェスティバル」参
くり〜
加団体募集
   手のひらサイズの本を作ってみま
なかのＺＥＲＯ小ホールの舞台で日頃の成
せんか？本の芸術「豆本」の世界を味
果を発表してみませんか？
わいましょう。
時 12月17日
（土）開演時間未定 ※発表時間は
時 10月15日
（土）13時30分〜16時30分 各団体30分程度。場 なかのＺＥＲＯ小ホール
場 なかのＺＥＲＯ西館
（中野2-9-7） （中野2-9-7）対 ①10～30代を中心に構成され
対 18歳以上
（区内在住・在勤・在学優
ている団体②区内で活動している団体 申 詳細
先）料 3,500円 ※先着7名
は、ホームページ ないせすアカデミア 検索 にて。
※募集は6組程度。出演団体は書類審査により
いずれも 申 8月28日（日）10時からホ 選定。料 無料
ームページ ないせすアカデミア 検索
にて。 ※こども科学教室は、希望の
日程・時間を明記。
HPはこちら▶

【問合せ】なかのＺＥＲＯ生涯学習課（中野2-9-7） 5340-5011

5340-5016

歴史民俗資料館イベント情報
■館蔵品展「中野でめぐる ■古文書講座
郷土玩具の旅」
初めて古文書に触れる方向けの
「楽
木や紙、土など身近な素 しむ古文書」と、古文書の基礎知識に
材で作られた、暮らしの中 触れたことのある方向けの「読み解く
から生まれた郷土玩具。素 古文書」の2コースがあります。
朴なぬくもりがあり、旅の 時【楽しむ古文書】9 月24日、10月1日、
記念としても親しまれて 8日の（土）、
【読み解く古文書】10月15
きた全国各地の郷土玩具 日、22日、29日の（土）いずれも13時30
を展示します。
分〜15時30分 対 大人向け（区民優先・
時 9月1日
（木）〜10月30日 各コース全回参加できる方）申 往復ハ
こちらが読める方は
（日）
ガキ（➡紙面中央折り目参照）で歴史 「読み解く古文書」が
民俗資料館（〒165-0022江古田4-3-4） おすすめです。
へ郵送にて。 ※返信面にも②③を記入。
「楽しむ古文書」、
「読み解く古文書」のいずれかを明記。または②③を記入の
うえ郵便はがき持参で同館に直接。9月7日（水）必着締切。
定員各18名。多数時抽選。
いずれも 場 歴史民俗資料館 対 どなたでも 料 無料
【問合せ】歴史民俗資料館（江古田4-3-4） 3319-9221
（9時〜17時） 3319-9119

2 なかのZERO（中野区もみじ山文化センター）のフェイスブックページ

有料＝大人（高校生以上）230円
子ども（3歳以上） 110円
11時
14時
16時
入場券発売および開場は投映開始30分前
こども
第4土曜
星空探偵団
途中の入退場はできません
一般  一般 
※注意事項などの詳細は、
ホームページ
上記以外の ちびっこ
投映
投映
土曜
プラネ
ないせすアカデミア 検索 または直接お問合
日曜・祝休日
せください。

■一般投映
季節の星空案内とトピッ
クのご紹介。
9月
「探査機ボイジャー打ち
上げから45年〜太陽系の先
©NASA/JPL
をめざして〜」
1977年に打ち上げられたNASAの太陽系探
査機ボイジャーは、木星より外側の惑星たちを
次々に訪れ、人類初のさまざまな発見をもたら
しました。
その足跡をたどります。
時 14時〜、
16時〜
（各50分）料 有料
■ちびっこプラネ
（幼児向け）
お星さまやお月さまを見
て、
あそびましょう！
9月「おつきさま みえるか
な？」
時 11時〜
（40分）料 有料

■こども星空探偵団（小学校中学年
以上向け）
いろいろな宇宙
のナゾを調査しよ
う！
9月「探査機ボイジャー打ち上げから
45年〜太陽系の先を目指して〜」
時 9月24日
（土）11時〜（50分）料 有料
■大人のための天文教室
（申込み制）
「黄道12星座」
星占いなどに使わ
れている12星座につ
いて解説します。
時 9月17日
（土）18時〜（60分）申 電話
にて。8月30日（火）10時から受付開
始。先着100名 料 500円 ※未就学児
入場不可、小学生は要保護者同伴

【問合せ】
なかのＺＥＲＯプラネタリウム（中野2-9-7なかのＺＥＲＯ西館4階）
5340-5045 5340-5017

哲学堂公園イベント情報
■第3回 哲学堂公園フォトコンテスト
応募テーマ『あなたが想う哲学堂公園で一番魅
力的な風景』
9月1日
（木）
〜30日
（金）
まで応募受付中！応募

作品はプリントされたものに限ります。応募方
こちらから▲

法などの詳細は、
ホームページ 哲学堂公園 検索 
にて。入賞作品は、中野サンプラザ1階特別スペース、ケンコー・
トキナーギャラリーにて展示いたします。
（11月〜12月頃予定）
■哲学堂七十七場
ガイドツアー
時 9月4日
（日）
10時
〜12時 場 哲学堂公
園 対 どなたでも 料
410円
（ガイドマッ
プ含む）※先着15
名

■哲学堂と民族芸能のひびき
古建築物を会場に、インドネシア・
ジャワ島に伝わる「ジャワ舞踊」を開
催します。
時 9月18日
（日）①13時30分〜14時10分
②15時〜15時40分 ※雨天時は、9月
25日（日）に延期（予定）場 宇宙館 対 ど
なたでも 料 無料 ※先着各20名

いずれも 申 事前に電話、または同公園事務所窓口にて直接
も可

■古建築物月例公開
※髑髏庵（鬼神窟・霊
明閣）、六賢台は建物
外からの観覧となり
ます。
時 9月4日
（日）10時〜
15時 場 時空岡 対 どな
たでも 申 当日直接会
場へ 料 無料

■哲学堂公園講座
東洋大学より講師を迎
え、公園ガイドの養成も兼
ねた、哲学堂公園について
の詳しい講義を行います。
時 9月11日
（日）10時〜12時
場 宇宙館 対 どなたでも 料
無料 ※先着20名
※空きがあれば当日参加

【問合せ】
哲学堂公園
（松が丘1-34-28） 3951-2515（9時〜17時） 3951-2280

哲学堂公園スポーツ情報
■ママフィット
■楽しい健康体操教室
時 9月5日
（月）、19日（月・ 時 9月5日（月）11時〜12
祝 ）9 時 〜 10時 30分 料 各 時 料 800円 ※ 先 着 20
名 ※託児対応はあり
1,000円 ※先着20名
ません。

■スポーツウェルネス吹き矢体験
教室
時 9月24日
（土）9時〜11時30分 料
1,500円（2回目以降1,200円）、小・
中学生700円 ※先着20名

いずれも 場 哲学堂公園弓道場 ※保険料・用具使用料含む ※素足・履物禁止。
靴下必須
■ノルディックウォーキング教室
時 9月14日
（水）9時〜10時30分 場 哲学堂公園野球場・哲学堂公園 料 1,000円（専用ポール
持参の方は900円）※先着30名
いずれも 申 事前に電話、
または同公園事務所窓口にて直接 ※空きがあれば当日参加も可
【問合せ】
哲学堂公園
（松が丘1-34-28） 3951-2515（9時〜17時） 3951-2280

なかのＺＥＲＯ facebook

を開設中！

随時情報発信します。

ＦＡＸ申込み方法 ⑥在勤の方は勤務先名・所在地、在学の方は学校名・学年を明記し、各申込み先へ ＊ハガキの種類をご確認のうえ、お申込みください。

講座・教室情報

場 ＝場所

時 ＝日時

場 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象

往復・郵便ハガキ ①教室または講座名②氏名・フリガナ③郵便番号・住所④電話番号（ファクシミリも）⑤年齢

■中央図書館の予約本受取コーナー設置
工事に伴う縮小開館および臨時休館

9 月 2 日（ 金 ）〜 29日（ 木 ）の 期 間 、地 下 1 階

フ ロ ア を 閉 鎖 し 、地 下 2 階 に 臨 時 カ ウ ン タ ー
を 設 置 し て 予 約 資 料 の 貸 出・返 却 な ど を 行 い
ます。 ※9月1日（木）、12日（月）、30日（金）、10月
1日（土）は休館。詳細については、ホームページ
中野区立図書館

検索

または、館内ポスターをご

確認ください。
【問合せ】中央図書館（中野2-9-7）
5340-5070

申 ＝申込み方法

料 ＝料金

● '22年9月号 ●

他 ＝その他

キリンレモン スポーツセンター スポーツ情報
■防災ウォーク
いざという時のために、防災に備えた体験をしてみま
せんか？
時 9月10日
（土）9時30分〜12時30分 対 小学生以上（小学生
1名につき、保護者1名の同伴が必要）申 9月1日（木）9時か
ら電話、
または同施設窓口にて直接 ※先着20名 料 無料
いずれも 場 キリンレモン スポーツセンター

5340-5090

【問合せ】
キリンレモン スポーツセンター
（新井3-37-78） 5860-0024

中部・南部スポーツ・コミュニティプラザ スポーツ情報
中部スポーツ・コミュニティプラザ
■3か月制教室募集案内
教室名
（フロア）
開催日・回数
※1回60分

■親子開放Day！
トランポリンなどなかなかできない種目をやってみませんか？
時 9月19日
（月・祝）①9時〜12時②12時30分〜15時30分 対 4歳〜小学
3年生と保護者（保護者1名につき子ども2名まで）申 当日直接同施
設窓口にて ※室内用運動靴を持参ください。料 1組300円（保護者
の追加料金は250円）

■通年制教室募集案内

教室名（フロア）
開始
料金
開催日・回数
料金
※1回60分
時間
こどもキックボクシング
10月1日
4,000円/
ストレッチ＆体幹トレーニ 10月2日
10,400円/
全5回 16時15分
11時45分
（土）～
一般4,500円
ング ※1
（日）～
一般11,700円 ※1
10月2日
4,000円/
ボクシング ※1
全5回 18時20分
（日）～
一般4,500円
パワーヨガ
10時30分 10,400円
10月4日
3,200円/
10月4日
新体操教室（初級）※1
18時30分
全13回
（火）～
一般3,600円
（火）～
10,400円/
小学生バドミントン ※2 10月5日
16時15分 5,600円
筋トレ＆ストレッチ ※1
12時45分
一般11,700円
（水）～
キッズダンス
17時15分 3,200円
ピラティス
10時30分 10,400円
幼児新体操
17時15分 3,200円
10月5日
10月6日
5,600円/
（水）～
成人バドミントン
12時45分 10,400円
（木）～
パルクール ※1・2
18時30分
一般6,400円
全4回
10月6日
親子体操 ※1
15時
3,200円
ヨガ教室
18時30分 9,600円
（木）～
小学生体育
17時15分 5,600円
10月7日
3,200円/
筋トレ＆ストレッチ
全12回 10時30分 9,600円
ジュニアバレエ ※1
17時15分
（金）～
一般3,600円
10月7日
9,600円/
（金）～
5,600円/
リラックスヨガ ※1
12時45分
18時30分
一般10,800円 器械体操 ※1・2
一般6,400円
開始
時間

※会員料金での教室・講座への参加には「地域スポーツクラブ個人会員登録」が必要です
※1は一般会員も参加可 ※2は120分

■大人向け

■子ども向け

南部スポーツ・コミュニティプラザ
■3か月制教室募集案内
教室名（フロア）
開催日・回数
※1回60分
10月1日
ヨガ
（土）～
全13回
リズム体操 ※1
10月4日
（火）～
リズム体操
スポーツウエルネス
吹矢 ※1
10月5日
全12回
筋トレ＆ストレッチ ※1 （水）～
エアロビクス
初めてピラティス
フラダンス ※1
成人卓球
初めてピラティス
太極拳 ※1
筋トレ＆ストレッチ

料金

10時30分

10,400円

10,400円/
9時30分
一般11,700円
10時30分 10,400円
16,800円/
9時30分
一般19,200円
9,600円/
10時
一般10,800円
19時30分 9,600円
8,800円

9,600円/
10時
一般10,800円
11時45分 14,400円
10月7日
全12回 12時30分 9,600円
（金）～
9,600円/
14時
一般10,800円
19時
9,600円

3か月制教室 申 往復ハガキで各施設「教室担当」へ。返信用にも氏名・住所を明記。9月9日(金）
必着／結果通知は9月13日(火）
以降郵送。
詳細はお問合せください。 ※ハガキ1枚につき、ひとり1教室 ※電話・ファクシミリでの受付は行っていません。
通年制教室 申 随時募集中。各施設にて直接。
【問合せ】中部スポーツ・コミュニティプラザ（中央3-19-1） 3363-0608

■子どもから大人向け

■親子向け
HPはこちら▶

開始
時間

10月6日
全11回 10時30分
（木）～

3386-6525

教室名
（プール）
開催日・回数
※1回50分
水中運動
10月4日
全13回
成人水泳（ビギナー） （火）～

開始
時間
10時
11時

水中運動 ※1

10時

成人水泳（ミドル）
成人水泳（ミドル）
※1
アクアビクス

10月6日
全11回
（木）～
10月7日
全12回
（金）～

10,400円
8,800円/
一般9,900円

11時

8,800円

10時

9,600円/
一般10,800円

11時

9,600円

■スポコミDAY
いずれも 時 9月11日（日）場 南部スポーツ・
コミュニティプラザ（弥生町5-11-26）申 8月
28日（日）から電話、または同施設窓口にて
「HPお知らせ」
にて
直接 料 無料 ※詳細は、
イベント名

開始時間
①10時
～11時
かけっこ教室
②11時30分
～12時30分
①14時
佐々木クリスの
～15時10分
「えいごdeバスケ」 ②15時20分
～16時30分

5937-3183／南部スポーツ・コミュニティプラザ（弥生町5-11-26） 5340-7881

対象
①小学
1～2年生
②5歳
～未就学児
①小学
1～3年生
②小学
4～6年生

5340-7882

NAKANO SPORTS
中野区PTAチーム総合卓球大会 時 11月6日（日）9時〜19時 場 キリンレモン スポーツセンタ
ー 申 事前 料 1チーム6,000円、小学生以下の部500円 連 卓球連盟 斎藤 090-7405-5907
新日本スポーツ連盟中野スポーツ祭典卓球大会 時 団体戦：10月10日（月・祝）9時〜20時、個
人戦：11月20日（日）場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 団体戦：会員4,000円、非会
員4,500円、個人戦：ジュニア500円、会員1,000円、非会員1,500円 連 新日本スポーツ連盟 草間
・ 3380-2144
テニススクール土曜A・Bコース【後期】時 10月8日、22日、11月12日、26日、12月3日、10日、令
和5年1月14日、28日、令和5年2月4日、25日、令和5年3月11日、25日の（土）
（コート使用不可能
日を除く9回以上）
〈Aコース〉13時10分〜15時〈Bコース〉15時10分〜17時 場 上高田運動施設
庭球場 申 事前 料 各11,000円 連 テニス連盟 森垣 3385-5282
テニススクールEコース【3期】時 10月5日〜12月28日の（水）全11回（10月12日（水）、11月23日
（水・祝）を除く）9時〜11時30分 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 14,000円 連 テ
ニス連盟 谷田部 3389-5540
テニススクールLコース
【3期】時 10月5日〜12月28日の（水）全11回（10月12日（水）、11月23日
（水・祝）を除く）11時30分〜15時30分 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 16,500円
連 テニス連盟 谷田部 3389-5540
テニススクール木曜インドアコース
【3期】時 10月13日、27日、11月10日、24日、12月8日、22日
の（木）全6回13時30分〜17時45分 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 9,500円 連 テ
ニス連盟 谷田部 3389-5540
テニススクール女性月曜コース【3期】時 10月3日〜12月5日の（月）10時〜12時（自由練習9時
〜10時、12時〜13時）
（祝日、コート使用不可能日を除く9回以上）場 上高田運動施設庭球場
申 事前 料 10,000円 連 テニス連盟 飯田 3360-9479
テニススクールジュニアコース【3期】時 10月5日〜12月7日の（水）17時〜18時30分（祝日、コ
ート使用不可能日を除く9回以上）場 上高田運動施設庭球場 申 事前 料 7,500円 連 テニス連盟
秋山 3952-7136
テニススクールサンデーナイターコース【3期】時 10月2日〜12月4日の（日）19時〜21時（コ
ート使用不可能日を除く9回以上）場 上高田運動施設庭球場 申 事前 料 11,500円 連 テニス連
盟 安部川 3385-9903
テニススクール水曜ナイターコース【3期】時 10月5日〜12月7日の（水）19時〜21時（祝日、コ
ート使用不可能日を除く9回以上）場 上高田運動施設庭球場 申 事前 料 10,500円 連 テニス連
盟 武藤 080-5446-8258
第62回中野区秋季ダブルステニス大会 時 10月15日（土）、16日（日）9時〜17時、予備日10月30
日
（日）場 哲学堂公園庭球場 申 事前 料 1組3,000円 連 テニス連盟 宮崎 3386-9665
新日本スポーツ連盟テニス教室E・Fコース【3期】時 10月6日〜12月22日の（木）全8回19時30
分〜21時 場 哲学堂公園庭球場 申 当日 料 一般11,000円、会員10,000円 連 新日本スポーツ連盟

料金

検索

荒川 090-3547-1677
パドルテニス教室秋期コース 時 10月17日、24日、31日、11月7日、21日、28日の（月）全6回14時
30分〜16時30分 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 6,000円、非会員7,200円 連 パド
ルテニス連盟 渡部 090-2901-0545
パドルテニス教室月例教室（後期コース）時 10月31日、11月28日、12月26日、令和5年1月30
日、令和5年2月27日、令和5年3月27日の（月）全6回19時〜21時 場 キリンレモン スポーツセ
非会員7,200円 連 パドルテニス連盟 渡部 090-2901-0545
ンター 申 事前 料 6,000円、
新日本スポーツ連盟第34回東京中野秋季混合ダブルスバドミントン大会 時 11月3日（木・
祝）8時〜22時 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前 料 一般3,800円、高校生3,400円、会
員2,800円 連 新日本スポーツ連盟 佐藤 080-5196-3387
第144回秋季中野区民バレーボール大会 時〈一般男子・女子6人制〉10月16日（日）11時〜20時
〈家庭婦人2部9人制〉10月22日（土）9時〜20時〈家庭婦人1部9人制〉10月29日（土）9時〜20時
〈一般男子・女子9人制〉10月30日（日）9時〜20時 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事前
料 1チーム6,000円 連 バレーボール協会 広川 3361-3673
第21回家庭婦人シニアバレーボール大会 時 10月1日（土）9時〜20時 場 キリンレモン スポー
ツセンター 申 事前 料 1チーム10,000円 連 バレーボール協会 広川 3361-3673
第29回区民ボウリング大会 時 10月27日（木）18時30分〜20時30分 場 サンプラザボウリング
場 申 事前 料 2,500円 連 ボウリング連盟 穂積 ・ 3380-7147
（木）
（土）
（10月10日（月・祝）除く）全9回19時〜21時
初心者弓道教室 時 10月1日〜22日の（月）
場 哲学堂公園弓道場 申 事前 料 8,000円 連 弓道連盟 小鳥居 090-9148-4305
（9時〜17時）
中野区秋季弓道大会 時 10月2日（日）9時30分〜17時 場 哲学堂公園弓道場 申 事前 料 500円 連 弓
（9時〜13時）
道連盟 大木 090-7945-6621
秋季中野区空手道大会 時 10月23日（日）9時〜17時 場 キリンレモン スポーツセンター 申 事
前 料 1種目1,500円 連 空手道連盟 菅野 5380-5300
【鷺宮教室】10月2日以降の（日）10時〜12時【富鳴教室】10月3日以降
太極拳教室 時〈太極拳〉
の第1・第3・第4（月）18時30分〜20時30分【千光前教室】10月3日以降の（月）18時30分〜20時
30分【野方教室】10月4日以降の（火）10時〜12時【新井教室】10月4日以降の（火）19時〜20時
30分【桃園教室】10月5日以降の（水）13時30分〜15時30分【東部教室】10月5日以降の（水）18
時30分〜20時30分〈気功〉
【もみじ山教室】10月1日以降の（土）13時〜15時 申 事前 料 各教室月
額4,000円 連 太極拳協会 中村 5988-2317
少林寺拳法中野区大会 時 10月16日（日）9時30分〜12時 場 キリンレモン スポーツセンター
申 事前 料 500円 連 少林寺拳法連盟 木場谷 090-8452-9713
フォークダンス初心者教室 第75期 時 10月19日、26日、11月2日、9日の（水）全4回9時〜11時
30分 場 桃園会館ホール 対 区民 申 事前 料 2,000円 連 フォークダンス連盟 足立 3381-8812

中野区施設予約システムと生涯学習・スポーツ情報は、中野区ホームページ内から

生涯学習・スポーツ情報

で
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☎ 3382 −9990

チケット情報 【販売】なかのZERO本館1階お客さまカウンター
【問合せ】なかのZERO☎5340−5043 FAX 5340−5017
＊優先日は、なかのＺＥＲＯチケットセンターで電話、オンライン予約受付のみ（区民は電話予約のみ）

サンプラザ

は24時間ご予約可能

https://nicesacademia.jp/

中野駅
南口

FAX 3310−3860、
野 は野方区民ホール☎3310−3861、
○
FAX 5380−0932、
芸 はなかの芸能小劇場☎5380−0931、
○
e は eplus.jp、
ぴ はチケッ
○
トぴあ☎０５７０−０２−９９９９、○
ロ
○はローソンチケット☎０５７０−０８４−００３
※チケットは本紙発行時に完売している場合があります。

中野通り

’ 22年 9 月号

予約▶

オンライン

区役所

なかのZEROチケットセンター/10時〜19時

中央線

なかのＺＥＲＯ

大久保通り

11月水・祝
23日
16時開演

オンライン

明治大学マンドリン倶楽部
オータムコンサート in なかのＺＥＲＯ

中野区内にもキャンパスを持つ明治大学。公認サークル
「明治大学マンドリン倶楽部」に
よるマンドリンオーケストラのコ
ンサートを開催します。
▶出演／明治大学マンドリン倶楽
部▶予定曲／「丘を越えて」
「影を
明治大学マンドリン倶楽部
慕いて」ほか▶全席自由／1,000円
一般 9月5日（月）
発売
10時〜
＊未就学児入場不可
WOWOWプラスPresents T.C.R.横浜銀蝿R.S. 嵐追悼 関東集
会 All for RAN ▶ＺＥＲＯ大ホール▶11月27日（日）17時
開演▶全席指定／7,700円
（会員7,200円、
当日券8,250円）
＊未就学児入場不可
会員 9月18日（日） 区民 9月18日（日） 一般 9月19日（月・祝）
10時〜
優先
10時〜
優先
13時〜
発売

菅原洋一 秋のコンサート2022〜卒寿を前にして〜 自身
のヒット曲をはじめ、日本の歌謡史を彩ってきた名曲を、た
っぷりと披露します。▶ＺＥＲＯ小ホール▶10月21日（金）14
時開演▶出演／菅原洋一ほか▶全席指定／6,000円（会員
5,500円）＊未就学児入場不可 ぴ e ロ 会員割引 オンライン
野方WIZフライデー・コンサートpetit 美しき二胡の夕べ
二胡の音色にのせて心地よい癒しの空間をお届けしま
す。▶野方区民ホール▶9月9日（金）19時開演▶出演／
XuanNeu〜シェンニュー〜MAYA（二胡）、
芝田佳央（ピアノ）▶予定曲／「情熱大
陸」、
「花」ほか▶全席自由／1,000円
＊未就学児入場不可 野
オンライン

XuanNeu〜シェンニュー〜

野方WIZガラ・コンサート 中野区にゆかりのあるアー
ティストによる音楽会。さまざまなジャンルの演奏をお
楽しみください。▶野方区民ホール▶10月22日（土）15時
開演▶出演／公募によるアーティスト▶全席自由／500
オンライン
円 ＊未就学児入場不可 野

会員割引

10月土
1日
14時開演

ＺＥＲＯ 大 ホ ー ル

オンライン

フレッシュ名曲コンサート

東京フィルハーモニー交響楽団「展覧会の絵」

名曲「展覧会の絵」をオーケストラの演奏
でお楽しみください。
▶出演／和田一樹（指揮）、福田麻子（ヴァイオ
リン）、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦
楽）▶予定曲／ムソルグスキー（ラヴェル編） 和田一樹
「組曲『展覧会の絵』」ほか▶全席指定／1階席：4,400円（会員
3,900円）、2階席：3,400円（会員2,900円、U25 1,500円）＊未就
学児入場不可 e
大人のための音楽講座 〜クラシック〜
 10月1日のフレッシュ名曲コンサートで演奏される
曲を、指揮者の和田一樹が直々に楽曲解説します！コ
ンサートをより深く味わうチャンスです。▶なかのＺＥ
ＲＯ西館 学習室1▶9月6日（火）、20日（火）、
27日
（火）
、
10月4日
（火）
各回19時開始▶講師
／和田一樹
（指揮者）
▶募集／60名▶参加費
詳細はこちら
／5,000円 ＊未就学児入場不可
牧阿佐美バレヱ団「くるみ割り人形」 クリスマスの心温まる
物語を描く名作バレエ。チャイコフスキーの音楽とともに繰り
広げられる美しく幻想的な舞台をご堪能ください。▶ＺＥＲＯ大
ホール▶12月24日（土）、25日（日） ※開演時間・発売日未定。
詳細は、ホームページ ないせすアカデミア
にて。 オンライン
東京佼成ウインドオーケストラ 第159回定期演奏会
▶ＺＥＲＯ大ホール▶9月30日（金）19時開演▶出演／飯
森範親（指揮）、東京佼成ウインドオーケストラ（吹奏楽）
▶予定曲／P.スパーク「ダンス・ムーブメント」、J.バー
ンズ「交響曲 第3番」ほか▶全席指定／5,000円、U25割引
オンライン
2,500円 ＊未就学児入場不可 ぴ e ロ
野方WIZランチタイム・コンサート 西村翔太郎ピア
ノ・リサイタル ▶野方区民ホール▶10月28日
（金）
12時
開演▶出演／西村翔太郎
（ピアノ）
▶予定曲／グ
リーグ「『抒情小曲集』より」ほか▶全席自由／
オンライン
500円 ＊未就学児入場不可 野
西村翔太郎

会員割引

令和5年 土

1月21日
14時開演

ＺＥＲＯ 大 ホ ー ル

▶ＨＰ
 は 
こちら

■なかのＺＥＲＯ主催・共催公演につきまして、新型コロナウイルスの影響により、公演の中止や延期、定員数などが変更となる場合があります。感染拡大防止のため、以下を必ずご確認ください。 

�発熱など体調がすぐれない方はご来場をお控えください。�咳エチケット、手洗い・手指の消毒の徹底をお願いします。�入場の際の検温で37.5度以上の発熱がある方、マスクの着用がない方のご入場はご遠慮
いただきます。�整列や入退場の際には、前後の間隔をできるだけあけてください。�出演者へのプレゼント、差し入れはご遠慮ください。�過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴があ
にて
る場合はご来場をお控えください。�感染者が発生した場合、必要に応じて緊急連絡先を保健所などの公的機関へ提供する場合があることをご了承ください。最新情報は、HP ないせすアカデミア

ＺＥＲＯ 大 ホ ー ル

至新宿

オンライン

なかのＺＥＲＯ新春能
「鞍馬天狗」
く ら

ま

て ん

ぐ

中野区在住の能楽師・小島英明と狂言方でメディアなど
多方面で活躍されている野村萬斎を迎えた新春能公演。
▶出演／小島英明（能）、野村萬斎（狂言）ほ
か▶全席指定／1階席：大人5,600円（会員
5,100円）、小・中学生4,600円、2階席：大人
3,600円（会員3,300円）、小・中学生2,600円
＊未就学児入場不可 ぴ e
小島英明
会員 9月25日（日） 区民 9月25日（日） 一般 9月26日（月）
優先
10時〜
優先
13時〜
発売
10時〜

なかのＺＥＲＯ新春能 事前講座「能のてほどき」 本公
演に先立ち、小島英明による講座「能のてほどき」を開
催。なかのＺＥＲＯ新春能「鞍馬天狗」の見どころを解説し
ます。▶なかの芸能小劇場▶12月4日(日)10時30分／14時
開演▶出演／小島英明▶全席自由／一般1,000円、小・中
学生500円 ＊未就学児入場不可
一般 9月25日（日）
オンライン

発売

10時〜

能・狂言の子方(子役)大募集！ 事前ワークショップに参加して能・狂言の舞台
に出演してみませんか？令和5年1月21日（土）に開催する「なかのＺＥＲＯ新春能」で
能楽師と共演する子方（子役）を募集します。▶ＺＥＲＯ本館 リハーサル室（予定）▶
〈能〉12月4日（日）、18日（日）、令和5年1月7日（土）、21日（土）▶〈狂言〉12月4日（日）、
18日（日）、令和5年1月14日（土）、21日（土）＊いずれも全4回（各1時間程度）▶参加費
／各2,000円（全4回分）▶募集人数／各10名程度 ＊両コースの申込みはできませ
にて。
ん。 ＊応募方法や詳細は、ホームページ ないせすアカデミア
東京演歌ライブなかのVol.209〜錦秋！歌謡パレード！！〜
▶ＺＥＲＯ小ホール▶9月28日（水）13時30分開演▶出演
／岡ゆう子、浜博也、走裕介、松尾雄史、木川尚紀、山西ア
オンライン
カリ▶全席指定／2,000円
東京演歌ライブなかのVol.211 ▶ＺＥＲＯ大ホール▶
11月30日（水）13時30分開演▶出演／原田悠里ほか▶全席
オンライン
指定／2,000円
会員 9月20日（火） 区民 9月20日（火） 一般 9月21日（水）
優先
10時〜
優先
13時〜
発売
10時〜

4 なかのZERO・野方区民ホール・なかの芸能小劇場の催し物の情報は、各施設窓口で配布、またはホームページ

ないせすアカデミア

で

再生紙使用

