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講座名�（◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

講座名�（◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

生涯学習センター� 〒120–0034 千住5–13–5（学びピア21内）　☎5813–3730
最新！　太陽光発電と再生可
能エネルギー入門

3/13㈭
午後2時～4時 30人 無料

事前日本の文化を英語で伝えよう
（3日制）

3/15～29の毎週土曜日
午前10時～正午 30人 1,800円

帝京科学大学連携事業
小動物とのふれあいサロン
◆どなたでも

3/15㈯
午前10時～午後2時 なし 無料

当日高校生が集う　オールあだち文化祭
◆どなたでも

3/16㈰
午前10時～午後4時 198人 無料

東京電機大学連携講座
コンピュータ音楽　実演と支
援システム「電子音色辞書」

3/16㈰
午前10時～午後4時 なし 無料

iPad（アイパッド）の基本か
ら応用まで

3/20㈭
午後2時～5時 10人 3,000円 事前

「地域の大黒柱　おやじバン
ド合戦」観覧者募集
◆どなたでも

3/23㈰
午後2時～5時 180人 無料 当日

あだち30歳の成人式
◆30歳の方

3/30㈰
午後2時～5時40分 70人 無料

事前
すくすくベビーオイルマッサ
ージ【ママの日】
◆1歳未満の子どもと母親

4/3㈭・17㈭　
午前10時～正午

各
12組

1回
1,020円

高齢者のためのゆっくりパソ
コン講座（入門編）（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/20㈰～24㈭
午前10時～正午 20人 8,500円

表2　スポーツ施設の定期休館日程

施設名 定期
休館日

スイムスポーツセンター／千住
温水プール／千住スポーツ公園 17㈪

総合スポーツセンター／東綾
瀬公園温水プール 10㈪

■日程＝表1■問い合わせ先
＝中央図書館�☎5813-3740
表1　図書館の休館日程
図書館名 日程
伊興／興本／
江北／東和／
舎人／花畑

17㈪・31㈪

梅田 16㈰・31㈪
佐野／鹿浜／
竹の塚／保塚
／やよい

10㈪・31㈪

新田 9㈰・31㈪
中央 1～7・10㈪・31㈪

宮城 3㈪・10㈪・17㈪・
24㈪・31㈪

■日程＝表2■問い合わせ先＝スポ
ーツ施設支援係　� ☎3880-5989

費用＝無料　申し込み方法＝不要
※当日直接会場へ図書館子ども映画会（3月分） 図書館・スポーツ施設休館日等（3月分）

生涯学習センター� 〒120–0034 千住5–13–5（学びピア21内）　☎5813–3730
歌声サロン　
昭和歌謡をうたおう

4/26㈯
午後2時～4時 90人 500円 当日

すくすくベビーオイルマッサ
ージ【パパの日】
◆1歳未満の子どもと父親

4/27㈰　
午前10時～正午 12組 1,020円 事前

★大淵澄夫スケッチ講座・千
住街並の魅力を描く（3日制）

4/3～17の毎週木曜日
午後2時～4時 30人 1,500円 〒

3/20必着

★室町幕府の隆盛と波乱の実
像（3日制）

4/6～20の毎週日曜日
午後2時～4時 30人 1,500円 〒

3/24必着

※★マークの付いている講座のハガキ申し込みの宛名は「あだち区民大学塾事務
局（生涯学習センター内）」（所在地は、生涯学習センターと同じ）。問い合わせ先
は☎5813-3759（月～金曜日、午後1時～5時）
伊興地域学習センター� 〒121–0823 伊興2–4–22　☎3857–6537
足立区の情報をスマホで検索
◆スマートフオンをお持ちの
16歳以上の方

3/3㈪
午後2時～4時 10人 無料 事前

お花を楽しむガーデニングサ
ロン

3/11㈫
午前10時～11時 10人 200円 事前

【ネット不可】
親子で楽しむ「わくわくリト
ミック」
◆Ａ：�3～8カ月の子どもと保

護者
◆Ｂ：�あんよができる1～2歳

の子どもと保護者

3/11㈫
Ａ：�午前11時～正午
Ｂ：�午後0時30分～1時

15分

各
10組 400円

事前

アロマで癒やす触れ合いハン
ドマッサージ　

3/12㈬
午前10時30分～正午 10人 1,400円

大人の折り紙教室（端午の節
句飾り）（2日制）

3/12㈬・19㈬
午後1時30分～3時30分 15人 1,400円

簡単！　ウィンドウズでビデ
オ編集体験

3/15㈯
午前10時～正午 5人 無料

新学期に向けて体力作り！
体育館でたのしく体操体験
◆4歳～就学前の子ども

3/18㈫・25㈫
午後3時30分～4時30分

各
20人

1回
300円

赤ちゃんと楽しむいないいな
いばあ人形作り

3/25㈫
午前10時～11時30分 10人 無料

楽しく身体を動かそう　
リズムダンスとよさこい
◆障がいのある方と付添者

3/30㈰
午前11時～正午 20組 無料

梅田地域学習センター� 〒123–0851 梅田7–33–1　☎3880–5322

ヘルシーストレッチ体操
（5日制）
Ａ：ソフト　Ｂ：ハード

4/1・8・22、5/20・27
いずれも火曜日
Ａ：�午前9時20分～10時

30分
Ｂ：�午前10時50分～正午

各
40人 2,200円

〒
3/10必着

元気いきいき体操Ａ・Ｂ
（7日制）

4/1～6/3の毎週火曜日
（4/29、5/6・13を除く）
Ａ：�午後1時15分～2時

45分
Ｂ：�午後3時～4時30分

各
30人 3,080円

武術太極拳（12日制） 4/4～6/20の毎週金曜日
午前10時～11時30分 30人 5,400円

事前早わかり行政書士資格試験合
格へのコツ（13日制）

4/6～7/6の毎週日曜日
（5/4を除く）
午後6時～7時30分

20人 28,600円

早わかり宅建資格試験合格へ
のコツ（13日制）

4/6～7/6の毎週日曜日
（5/4を除く)
午後7時40分～9時10分

20人 28,600円

場所・問い合わせ先（図書館） 日時 内容

中央� ☎5813-3745

9㈰、午後2時～2時30分 「カチカチ山」「大沼池の黒竜」
16㈰、午後2時～2時30分「どろぼうがっこう」

23㈰、午後2時～2時30分「王様を求めるカエルたち」「金の卵を産むニワトリ」

30㈰、午後2時～2時30分「新きかんしゃトーマス1　トンネルのなかのかいぶつ」

伊興� ☎3857-6537 9㈰、午後2時～2時30分 「新きかんしゃトーマス3　さか
なにはきをつけろ」「ごんぎつね」

梅田� ☎3840-4646 15㈯、午後3時～3時30分「トム・ソーヤーの冒険」
興本� ☎3889-0370 30㈰、午後1時30分～2時「妖精の名前」
佐野� ☎3628-3275 26㈬、午後3時30分～4時「ふしぎの国のアリス」
鹿浜� ☎3857-6551 8㈯、午後3時30分～4時 「梨山の大蛇」

竹の塚�☎3859-9966 30㈰、午後2時～2時50分「ぞくぞく村のオバケたち　魔女のオバタン」「どろぼうがっこう」
花畑� ☎3850-2601 26㈬、午後3時～3時30分「花咲か爺

じい

さん」
やよい�☎3852-1433 26㈬、午後4時～4時30分「桃太郎」「豆つぶころころ」

■講座の申し込み共通事項
受付時間＝午前9時～午後8時　
※インターネット申し込みは、24時間受け付け（ただし受け付け開始日は午後1時から）
※庁舎ホール（平日のみ）・平野運動場は、午前9時～午後5時で受け付け可
《対象（◆マーク）》特に記載がない講座の対象は、「16歳以上の方」
《定員》往復ハガキ申し込みは抽選。事前申し込みは、講座により先着順または抽選
《費用》費用は合計金額（保険料・教材費などを含む）。70歳以上の方・障がい
のある方は費用が割引となる講座あり（支払い時に証明書を提示）

《申込》事前…窓口、電話またはインターネット（【ネット不可】 を除く）で事前申し込み
　当日…当日直接会場で申し込み
　
5/15
〒…開催施設へ往復ハガキの郵送による申し込み（講座名〈希望コース名〉・
住所・氏名〈フリガナ〉・電話番号・生年月日〈年齢〉、返信面に住所・氏名を
明記）��※マークの下の日付必着。1人1通（親子講座に限り、親子の氏名〈フリ
ガナ〉・性別・生年月日を明記。きょうだいで申し込みをする場合は、全員分
記載）。定員に達しない場合は3月20日㈭、午前9時から受け付け開始

《持ち物など（申し込み方法欄に記載）》持…運動着・運動靴持参（プールは水
着・水泳帽子持参）／用…用具貸し出しあり
■講座の参加上の注意
　・中学生以下の方が午後6時以降に参加する場合は、保護者の同伴が必要
　・妊娠中の方はスポーツ系の催しへの参加不可
　・高血圧・心疾患の方はプールで開催する催しへの参加不可

　教室・講座情報は「教室講座予約システム」で公開中。掲載されているほか
にも催し物を行っています（これまでの「あだち学び情報館まなボー☆」か
らのご案内は終了）。くわしくは区のホームページから「教室講座予約システ
ム」、または各施設で配布するチラシやミニコミ紙をご覧になるかお問い合わ
せください。

教室や講座のインターネット申し込みができるようになりました

生涯学習施設・スポーツ施設の催し
（3月・4月分）
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梅田地域学習センター� 〒123–0851 梅田7–33–1　☎3880–5322

ころばぬ体操（6日制）
4/9～5/21の毎週水曜
日（4/23を除く）
午前9時30分～10時30分

15人 3,180円
事前

今月の料理「おしゃれお花見
ランチ」キッシュなど

4/18㈮
午前10時30分～午後1時30分 32人 1,600円

興本地域学習センター� 〒123–0844 興野1–18–38　☎3889–0370

透明水彩画体験（2日制） 3/15㈯・22㈯
午前10時～正午 15人 1,000円 事前

わ・す・れ・な・い　3・11
チャリティコンサート
◆どなたでも

3/16㈰
午後0時30分～1時 50人 無料

当日
伝統文化を感じる～日本舞踊～
◆どなたでも

3/22㈯
午後1時～1時30分 50人 無料

花壇ボランティア育成講座in
（イン）興本

3/24㈪
午前10時～11時 10人 無料

事前

はじめての油絵体験教室
（5日制）

4/9～5/7の毎週水曜日
午後3時～5時 10人 2,500円

夜間「はじめてのピアノ教室」
（8日制）

4/9～6/18の毎週水曜日
（4/23・30、5/28を除く）
午後7時30分～8時30分

8人 9,000円

はじめてのヨガ教室
（3日制）

4/10～24の毎週木曜日
午後1時30分～2時45分 10人 1,500円

子どものためのクラシックバ
レエ（10日制）
◆Ａ：�3歳～小学1年生
◆Ｂ：�小学2～6年生

4/10～6/19の毎週木曜日
（5/1を除く）
Ａ：�午後3時45分～4時45分
Ｂ：�午後5時～6時

各
20人 7,705円

ハンドメイドサロン「切り絵
とストーンの鯉のぼり」

4/14㈪
午前10時30分～11時30分 10人 1,500円

江北地域学習センター� 〒123–0872 江北3–39–4　☎3890–4522
筆で美文字を書けるようにな
ろう・基本編（3日制）

3/5～19の毎週水曜日
午後6時～6時50分 20人 1,500円

事前

飲まない！　かけない！　吸
わない！　健康麻雀サロン

3/7～28の毎週金曜日
（3/21を除く）
午後6時～9時

各
24人

1回
300円

親子ヨガ教室
◆3カ月～1歳5カ月の子どもと母親

4/1㈫・15㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

体幹ピラティス（9日制）
◆16歳以上の女性

4/2～5/28の毎週水曜日
午後3時30分～4時30分 25人 4,050円

産後ストレッチとベビータッ
チ（4日制）
◆2～10カ月の子どもと母親

4/3～5/15(4/10・24、
5/8を除く)の毎週木曜日
午前10時30分～正午

10組 4,240円

ベビーマッサージサロン
◆3カ月～1歳未満の子どもと母親

4/4㈮・18㈮
午前10時～正午

各
14組

1回
1,130円

ベリーダンス教室（9日制）
◆16歳以上の女性

4/4～5/30の毎週金曜日
午後1時30分～2時30分 20人 4,050円

大人からはじめるクラシック
バレエ教室（4日制）
◆16歳以上の女性

4/5～26の毎週土曜日
午前10時30分～正午 16人 3,520円

楽しい中国語入門講座
（9日制）

4/7～6/30の毎週月曜日
（4/21・28、5/5、6/16
を除く）
午後7時～8時30分

20人 5,960円

五色桜の歴史とウオーキング
教室

4/9㈬
午前10時～正午 10人 無料

佐野地域学習センター� 〒121–0053 佐野2–43–5　☎3628–3273
地域を見る！　知る！　特養
老人ホーム見学ツアー

3/8㈯
午後2時～4時 20人 無料 事前

講座名�（◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法 講座名�（◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

表3　ITサロン（3月分）日程等
場所・問い合わせ先 日程

生涯学習センター�(学びピア21内)
　� ☎5813-3730

5㈬・12㈬・19㈬・
26㈬

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興　� ☎3857-6537 8㈯・15㈯
梅田　� ☎3880-5322 2㈰・15㈯
興本　� ☎3889-0370 9㈰・23㈰
江北　� ☎3890-4522 8㈯・22㈯
佐野　� ☎3628-3273 1㈯・15㈯
鹿浜　� ☎3857-6551 4㈫・16㈰
新田　� ☎3912-3931 1㈯・16㈰
竹の塚　�☎3850-3107 1㈯・14㈮・20㈭
中央本町�☎3852-1431 8㈯・22㈯
東和　� ☎3628-6201 13㈭・27㈭
舎人　� ☎3857-0008 6㈭・18㈫・29㈯
花畑　� ☎3850-2618 1㈯
保塚　� ☎3858-1502 13㈭・27㈭

■日程等＝表3■時間＝
午後2時～4時（保塚地
域学習センターのみ午前
10時～正午）■対象＝中
学生以上の方■内容＝パ
ソコンを囲んだ地域交流
の場　※1人1台のパソ
コンを使った講習会では
ありません■費用＝1回
200円（70歳以上の方・
障がいのある方は140
円。証明書の提示が必要）
■申し込み方法＝不要　
※当日直接会場へ

ITサロン（3月分）来て！　見て！　話して！

佐野地域学習センター� 〒121–0053 佐野2–43–5　☎3628–3273
真剣スピード勝負！　スポー
ツスタッキングに挑戦
◆小学生以上の方

3/9㈰
午前10時～正午 16人 無料

事前

リボンレイのかわいいハワ
イアンストラップ作り

3/16㈰
午前10時30分～正午 15人 1,200円

ジャパンブルー�（藍染）体験教室
◆小学生以上の方（小学3年
生以下の方は保護者同伴）

3/21㈷
午後2時～3時 15人 800円

プリザーブドフラワー 3/25㈫
午前10時～正午 20人 3,000円

便秘解消　お腹のアロママッ
サージ

3/28㈮
午後1時30分～3時 12人 1,600円

プロに習うパッチワークキル
ト（4日制）

4/8～5/27の第2・4火曜日
午前10時～正午 16人 3,500円

元気いきいき体操Ａ・Ｂ
（7日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/11～5/23の毎週金曜日
Ａ：�午前11時～午後0時30分
Ｂ：�午後1時30分～3時

Ａ：
20人
Ｂ：
40人

3,080円

鹿浜地域学習センター� 〒123–0864 鹿浜6–8–1　☎3857–6551
赤ちゃんおはなし会＆
Ａ：パパと一緒によちよちサロン
Ｂ：ほのぼのサロン
◆Ａ：�2歳以下の子どもと父親
◆Ｂ：�2歳以下の子どもと保護者

Ａ：4/6㈰
Ｂ：4/10㈭
午前10時45分～午後0時
20分

各
15組 無料 当日

チャレンジ！　キッズバス
ケットボール（8日制）
◆Ａ：�小学1～3年生
◆Ｂ：�小学4～6年生

4/16～6/4の毎週水曜日
Ａ：�午後3時30分～4時30分
Ｂ：�午後4時40分～5時40分

Ａ：
15人
Ｂ：
20人

2,720円

事前親子体操お試しレッスン
◆2・3歳の子どもと保護者

4/18㈮・25㈮
午前10時～11時

各
10組

1回
560円

ちびっこ体操お試しレッスン
◆4歳～就学前の子ども

4/18㈮・25㈮
午後3時30分～4時30分

各
15人

1回
330円

こども体操お試しレッスン
◆小学生

4/18㈮・25㈮
午後4時40分～5時40分

各
15人

1回
330円

鹿浜寄席
◆小学生以上の方

4/20㈰
午後2時～3時30分 20人

1,000円
(小・中学生
は500円)

事前
【ネット不可】

ワクワクあそぼーサロン
◆小学生以上の方

4/27㈰
午後2時～4時 15人 無料 当日

新田地域学習センター� 〒123–0865 新田2–2–2　☎3912–3931
声を出して読む平家物語～寄
り添う海そして月～（3日制）

3/7㈮・14㈮・21㈷
午前10時～正午 20人 無料

事前

地域のジュニアリーダーと
一緒にロールパン作り
◆小学生

3/15㈯
午後1時30分～4時30分 15人 500円

旅のおもいで雑貨教室
◆小学生以上の方

3/16㈰
午後2時～3時30分 30人 無料

季節を楽しむ園芸
「春色プランター」

3/25㈫
午後1時30分～3時 20人 2,900円

元気いきいき体操（9日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/3～5/29の毎週木曜日
午後1時30分～3時 20人 3,960円

竹の塚地域学習センター� 〒121–0813 竹の塚2–25–17　☎3850–3107

はじめて作る　布絵本講座
（3日制）

3/8～29の毎週土曜日
（3/15を除く）
午前9時～正午

8人 無料

事前

ニコニコサロン　五感リトミック
◆Ａ：�1歳7カ月～4歳の子どもと保護者
◆Ｂ：�3カ月～1歳6カ月の子

どもと保護者

3/14㈮
Ａ：�午前10時～10時40分
Ｂ：�午前11時～11時40分

各
35組

親1人子1人
…720円
親1人子2人
…1,430円

ニコニコサロン　こそだて英語
◆Ａ：�1歳7カ月～4歳の子どもと保護者
◆Ｂ：�3カ月～1歳6カ月の子

どもと保護者

3/28㈮
Ａ：�午前10時～10時40分
Ｂ：�午前11時～11時40分

各
30組

親1人子1人
…620円
親1人子2人
…1,230円

ことばの力　朝の会「大型絵
本・パネルシアター」
◆どなたでも

4/6㈰　
午前11時～11時45分 300人 無料 当日

ことばの力　昼の会「オノマ
トペ（擬音語）で遊ぼう」
◆どなたでも

4/6㈰　
午後1時30分～4時30分 300人

500円
（中学生以下
の方は無料） 事前

春に咲く花「ポピー」　可愛
くステンシルしましょう

4/11㈮
午後1時30分～4時30分 25人 2,900円

受け付け開始日の午前9時～午後1時は催しの開催施設のみで受け付け　※インターネットの受け付けは午後1時から
2月26日㈬、午前9時から受け付け開始（一部を除く）

■日時＝9日㈰、午前10時〜午後5時／
10日㈪、午前10時〜午後4時■内容＝
展示発表／福島物産展／花鉢販売など
■申し込み方法＝不要　※当日直接会
場へ■場所・問い合わせ先＝梅田地域
学習センター　� ☎3880-5322

 ふれあいまつり（3月分）

▲�第四中学校ダンス部の舞台発表

「美しいまち」 は 「安全なまち」 ビューティフル・ウィンドウズ運動展開中




