
下校時間が各学校で異なることや、不審者による声かけを防ぐため、8月31日㈪から「まもなく下
校時間」と「声かけ」の文言を削除します。■問先＝教育政策担当　� ☎3880-5962

防災無線を利用した下校時安全放送の
文言の一部変更

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

■講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝8月26日㈬　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）。★マ
ークを除き、定員に達しない場合は9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

　講座の予約はインターネットからも可能です（一部例外あり）。また、掲載され
ているほかにも各種講座などを開催しています。くわしくは区のホームページ、
または各施設で配布するチラシなどをご覧になるか、お問い合わせください。

「講座予約システム」
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/kouzasisutemu.html

講座の予約はインターネットからもできます

学びで絆（きずな）を
強めてみませんか 近所d

で

eまなびナビ 生涯学習施設・スポーツ施設の催し
（9月・10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
基礎からしっかり学ぶ
卓球教室（10日制）
◆卓球初級者

10/7～12/9の毎週水曜日
午前10時～正午 16人 10,100円

事前

あだちシニア元気大学「暮ら
しの健康づくり」（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

10/13～12/22の 毎 週
火曜日（11/3を除く）
午後1時～4時30分

30人 6,000円

すくすく離乳食教室
◆8カ月以下の子どもと
保護者または妊娠中の方

10/15㈭
午前10時30分～正午 30組 無料

獨協大学連携「やさしく学ぶ
日本経済」（2日制）

10/16㈮・23㈮
午後7時～8時30分 40人 1,500円

FP（ファイナンシャルプラン
ナー）3級取得対策（7日制）
託児：就園前の子ども

10/17～11/28の
毎週土曜日
午後1時～5時30分

25人
（託児

5人）

7,863円
（託児付き
25,363円）

はじめての遺言書の書き方 10/17㈯
午後2時～4時 25人 無料

みんなで楽しむ
「スポーツ鬼ごっこ」
◆小学生以上の方

10/18㈰
午後1時～3時 30人 610円

海図は未来を拓く
その歴史と作り方

10/22㈭
午後2時～3時30分 40人 無料

高齢者のための携帯電話の
使い方教室
◆おおむね60歳以上の方

10/23㈮
午前10時～正午 20人 無料

★元NHKアナウンサーが
あなたの話し言葉を磨く
（3日制）

10/13・20・27　
いずれも火曜日
午後2時～4時

50人 1,500円

★「俳句」の歴史的変遷と
魅力を探る（3日制）

10/16・23・30　
いずれも金曜日
午後2時～4時

50人 1,500円

※★マークのつ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
あみものひろば
◆どなたでも（就学前の子ど
もは保護者同伴）

9/5㈯
午前10時～正午 10人 300円

事前
ハンドメイドで作れる　
枯れない観葉植物トピアリー

9/12㈯
午前10時～正午 8人 3,800円

更年期の不調解消　女性ホ
ルモン調整スプレー作り
◆16歳以上の女性

9/12㈯
午前10時30分～正午 12人 1,500円

ストレッチポールで
リラックス（5日制）

9/17～11/19の第1・3木曜日
午後1時15分～2時15分 15人 2,750円

〒
9/29必着

〒
10/2必着

生涯学習センター� 〒120–0034 千住5–13–5（学びピア21内）　☎5813–3730
集中力を高める　座禅サロン
◆小学生以上の方（中学生以
下の方は保護者同伴）

9/7㈪
午後7時～8時30分 30人

500円
（小・中学生

は250円）
当日

花のある暮らし　
初心者向け園芸講座「冬の花」

10/1㈭
午前10時～11時30分 30人 500円

事前
すくすくベビーオイル
マッサージＡ・Ｂ
◆Ａ：1歳未満の子どもと母親
◆Ｂ：1歳未満の子どもと父親

Ａ：10/1㈭
Ｂ：10/25㈰
午前10時～正午

Ａ：
12組
Ｂ：
8組

1,020円

キッコーマン連携　
必ず知っておきたい食品の
安全と安心

10/5㈪
午後1時30分～3時 50人 無料
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お知らせ・情報コーナー
☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料

凡 

例

■内容＝区の行政サービス案
内を掲載したタウンページを
配布　※防災タウンページも
併せて配布■配布先＝区内全
戸、全事業所■問先＝▷配布
について…タウンページセンタ
　� ☎0120-506309
▷そのほか…区・広報係　
� ☎3880-5815

2015年版
タウンページを
9月上旬から配布

表1　宿泊施設利用日等（11月分）
利用施設 利用できる日 受付時間

鋸南自然の家
（予約専用）
☎0470-55-4770 7・14・21・

22・28
午前9時～午後5時
※土・日曜日、祝日
を除く日光林間学園

（予約専用）
☎0288-53-3681

※ 学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用
ができない場合あり。くわしくは各施設にお問い合わせく
ださい。

 鋸南自然の家・日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表1■対象＝区内在住・在勤の方、
その同伴の方、区内の社会教育団体　※1人のみや、
未成年者のみでの利用不可■利用料金＝大人1泊2
食3,650円など■申込＝抽選申し込みハガキを利
用施設に郵送　※抽選申し込みハガキは区民事務
所、地域学習センターなどで配布■申込期間＝9
月1日～10日消印有効　※9月15日㈫以降に抽選
結果を通知。抽選の結果空室がある場合は、10月
1日から利用希望日の3日前までに電話予約

宿泊施設インフォメーション（11月分）

■日程＝9月19日㈯■時間等＝▷午前11時～正午…障
がいのある小学生以下の方と家族　▷午後2時～3時
…障がいのある中学生以上の方と家族　※いずれも
区内在住・在勤・在学の方優先■場所＝東京藝術大
学千住キャンパス（千住1-25-1）■内容＝音楽鑑賞／楽
器演奏体験など■定員＝各70人（抽選）■申込＝申込
書をファクスまたは郵送　※申込書は地域学習セン
ター、図書館、東京藝術大学千住キャンパスで配布す

るほか、ホームページからもダウンロード可■期限＝
9月7日㈪必着■申・問先＝東京藝術大学アートリエゾ
ンセンター（平日、午前11時～午後4時）　〒120-0034
千住1-25-1　� ☎050-5525-2744　 5284-1578　

http://www.geidai.ac.jp/labs/alc/
■問先＝区・幼児プロジェクト推進担当　
� ☎3880-5431
大学連携の問先＝区・大学連携担当��☎3880-5840

東京藝術大学連携イベント

ちいさなちいさな親子コンサート「障がいのある方々と共に」



援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が
身につけています。■問先＝障がい施策推進担当�☎ 3880-5255

ヘルプマークを
覚えてね

■日程＝▷梅田…1日㈫～5日㈯　▷興本…14日㈪～18日㈮　▷江北／宮城…7日
㈪～12日㈯　▷鹿浜／花畑…25日㈮～30日㈬■問先＝中央図書館��☎5813-3740

図書館の臨時休館
（9月分）

伊興地域学習センター� 〒121–0823 伊興2–4–22　☎3857–6537
赤ちゃん大喜びの
ベビーマッサージひろば
◆2カ月～1歳未満の子どもと保護者

9/24㈭
午前10時～11時30分 10組 1,080円 事前

みんなで脳トレサロン
「体を動かして脳を刺激」

9/24㈭
午後1時15分～2時15分 15人 200円 当日

子連れOK　ママピラティス＆ヨガ
◆16歳以上の女性

9/25㈮
午後0時30分～1時20分 20人 550円 事前

梅田地域学習センター� 〒123–0851 梅田7–33–1　☎3880–5322
小学生のための楽しいパン
作り体験と出張おはなし会
◆小学3～6年生

9/27㈰
午後1時30分～4時30分 16人 1,500円 事前

元気いきいき体操Ａ・Ｂ
（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/29～12/22の毎週火曜日
（10/13、11/3・10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 4,400円

上手に付き合う
お酒のはなし「ワイン編」
◆20歳以上の方

9/30㈬
午後7時～8時30分 20人 1,000円

事前

音楽療法で楽しく介護予防
（3日制）
◆おおむね50歳以上の方

10/8、11/12、12/10
いずれも木曜日
午前9時30分～10時15分

20人 3,000円

音楽療法で楽しくリトミック
◆障がいのある2歳～
就学前の子どもと保護者

10/8㈭
午前10時30分～11時15分 20組 1,000円

リンパで自分ご褒美
「むくみ解消で脚美人」
◆16歳以上の女性

10/8㈭
午後7時～8時30分 20人 600円

おもてなし料理「スペシャル
オーガニックピザ」
◆小学生以上の方

（小・中学生は保護者同伴）

10/11㈰
午前11時～午後2時 20人

1,700円
（小・中学生
は1,210円）

東京23区唯一の酒蔵店主に
よる日本酒の話（試飲あり）
◆20歳以上の方

10/15㈭
午後7時～8時30分 20人 2,000円

お喜楽（きらく）ランチ会
「お赤飯と筑前煮」ほか3品
◆65歳以上の方

10/29㈭
午後0時30分～2時30分 40人 700円

興本地域学習センター� 〒123–0844 興野1–18–38　☎3889–0370
親子リトミック（3日制）
◆4カ月～2歳6カ月の子ど
もと保護者

9/12・26、10/10
いずれも土曜日
午前9時40分～10時20分

30組 60円

事前

親子で作るおそろい
オリジナルアクセサリー
◆5歳～小学生と保護者

9/21㈷
午前10時30分～正午 8組 2,000円

書道教室「きれいな字を身に
つけよう」Ａ・Ｂ（2日制）
◆小学生

9/29㈫、10/27㈫
Ａ：午後4時～4時50分
Ｂ：午後5時～5時50分

各
6人 1,400円

美しく歩こう
「ウオーキングとストレッチ」

10/1㈭
午前10時～正午 15人 500円

初心者のための
太極拳体験教室

10/1㈭
午前10時30分～正午 30人 450円

子育てパパ・ママのための
「上手な家計管理のススメ」
◆就学前の子どもの保護者

10/2㈮
午後1時30分～2時15分 15人 無料

たのしいパフォーマンス・ショー
◆どなたでも

10/2㈮
午後4時～5時 60人 無料 当日

親子トランポリン（7日制）
◆3～6歳の子どもと保護者

10/6～11/24の毎週火
曜日（11/3を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 5,320円

事前

ジュエルビーズで
小物を作ろう

10/7～28の毎週水曜日
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,500円

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

10/8～12/10の毎週木曜日
Ａ： 午後3時45分～

4時45分
Ｂ：午後5時～6時

各
20人 7,768円

大人のためのきれいな字の
書き方「ひらがな編」（4日制）

10/9～30の毎週金曜日
午後1時30分～3時 12人 2,600円

興本託児サポーター
養成講座（2日制）

10/9㈮・16㈮
午後2時～3時 10人 無料

親子でも参加できる　子どもの
ための書き方教室（4日制）
◆5歳～小学2年生（就学前の
子どもは保護者同伴）

10/13～11/17の
毎週火曜日

（10/27、11/3を除く）
午後4時～4時45分

8人 2,840円

江北地域学習センター� 〒123–0872 江北3–39–4　☎3890–4522
手作り布絵本　人気キャラ
クターに挑戦（2日制）

9/29㈫、10/6㈫
午前10時～正午 15人 500円

事前
神領堀ハーブテラスで
太極拳（2日制）

9/30㈬、10/7㈬
午前10時～11時 20人 680円

わかる、できる、すきにな
る算数教室・幼児編（8日制）
◆5歳～就学前の子ども

10/1～11/26の毎週木曜日
（10/29を除く）
午後3時40分～4時

10人 4,320円

〒
9/10必着

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

江北地域学習センター� 〒123–0872 江北3–39–4　☎3890–4522
わかる、できる、すきにな
る算数教室・基礎編（8日制）
◆小学1・2年生

10/1～11/26の毎週木曜日
（10/29を除く）
午後4時5分～4時55分

10人 4,320円

事前

ベビーマッサージサロン
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

10/2㈮
午前10時30分～正午 10組 1,180円

空手体験教室　心技体の向上
を図りながら自身を磨こう
◆6歳～中学生

10/3㈯
午後4時30分～6時 10人 50円

楽しく中国語を学ぼう
（8日制）

10/5～12/14の毎週月曜日
（10/12・19、11/23を除く）
午後7時～8時30分

20人 5,520円

家族や地域で支え合う�知り
たい介護予防の知識を知ろう

10/6㈫
午前10時～11時30分 20人 無料

親子ヨガ教室
◆3カ月～1歳5カ月の子どもと母親

10/6㈫・20㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

産後ストレッチと
ベビータッチ
◆2～10カ月の子どもと母親

10/7・14・21
いずれも水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,040円

ノルディックウオーキング
で荒川を歩こう教室（4日制）

10/7～28の毎週水曜日
午後1時30分～3時 20人 2,200円

江北の歴史を歩いて知ろう　
寺社めぐり教室

10/8㈭
午前9時30分～正午 15人 無料

佐野地域学習センター� 〒121–0053 佐野2–43–5　☎3628–3273
初心者歓迎　運動不足解消
わいわいエアロビクス（11日制）

9/18～11/27の毎週金曜日
午後1時～2時 15人 5,610円

事前

アロマで紫外線ケア　
美白カオリンパック作り

9/19㈯
午前10時30分～正午 12人 1,450円

自分で育てて食べよう　
野菜栽培体験

9/26㈯
午前10時30分～正午 20人 400円

地域を見る知る　
足立歴史散策ツアー

9/27㈰
午後1時～4時 20人 250円

親子で楽しくえいご（4日制）
◆1歳～就園前の子どもと
保護者

9/28～10/26の
毎週月曜日

（10/12を除く）
午前10時30分～11時30分

15組
親1人子1人
3,600円

（子が1人増えるご
とに1,900円追加）

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと
保護者

9/28～11/9の毎週月曜日
（10/12を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 4,500円

小学生トランポリン（6日制）
◆小学生

9/28～11/9の毎週月曜日
（10/12を除く）
午後4時40分～5時40分

24人 1,620円

声を出して読む「枕草子」
（6日制）

10/3～28年3/5の
毎月第1土曜日
午後1時30分～3時30分

20人 無料

暮らしの中で楽しむいけ花 10/5㈪
午後2時～4時 10人 1,550円

刺し子で作る
オリジナルマット（4日制）

10/6・27、11/10・24
いずれも火曜日
午前10時～正午

16人 2,700円

鹿浜地域学習センター� 〒123–0864 鹿浜6–8–1　☎3857–6551

しかはま将棋道場
◆小学生以上の方

10/4㈰
午後2時～4時 15人

200円
（小・中学生

は50円）
当日

初級者バレーボール（5日制）
◆18歳以上の女性

10/7～11/4の毎週水曜日
午前10時～正午 40人 2,210円

事前

親子で楽しくベビーヨガ＆
マッサージ（4日制）
◆3～8カ月の子どもと母親

10/13～11/24の
第2・4火曜日
午前10時～11時

15組 2,560円

すっきり美しく初めての
ヨガ（5日制）
◆16歳～おおむね60歳の女性
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

10/22、11/12・26、
12/3・17
いずれも木曜日
午後3時45分～5時

20人
（託児

6人）

2,650円
（託児付き
3,750円）

家族で鹿浜大運動会
◆3歳～中学生と保護者

10/24㈯
午前10時～午後3時 50組

1人160円
（3歳～小学生

は110円）
ワクワクあそぼーサロン
◆どなたでも

10/25㈰
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
囲碁・将棋サロン
◆どなたでも

9/7㈪・21㈷
午前10時～午後4時30分

各
12人 無料 当日

シェフが教える本格イタリアン　
アンチョビのパスタほか

9/29㈫
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,900円

事前

普通救命講習 10/6㈫
午前9時30分～午後0時30分 20人 1,400円

体が若返る　
健康ピラティス（4日制）
◆おおむね50歳以上の女性

10/9～11/27の
第2・4金曜日
午前11時～正午

20人 3,040円

トリックオアトリート　商店街
ハロウィンスタンプラリー
◆Ａ：就学前の子どもと保護者
◆Ｂ：小学生

10/17㈯
午後2時～3時30分

Ａ：
15組
Ｂ：
25人

500円

2015年（平成27年）8月25日（第1716号）　あだち広報

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
8月26日㈬、午前9時から受け付け開始（一部を除く）


