
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

舎人地域学習センター� 〒121–0831 舎人1–3–26　☎3857–0008
パパと一緒にのびのび体操
◆2～5歳の子どもと父親

10/11㈰
午前10時～11時 20組 540円

事前
地域で子育て「子どもの心を
育てよう」（2日制）
◆16歳以上の方（4～6歳の
子ども同伴可）

10/17㈯
午前10時30分～11時30分
10/24㈯
午前10時30分～正午

20人 無料

舎人歴史たんけん隊
◆小学生（小学4年生以下の
方は保護者同伴）

10/25㈰
午前10時～正午 10人 10円

花畑地域学習センター� 〒121–0061 花畑4–16–8　☎3850–2618
歌って楽しく健康に「うたごえ仲間」
◆どなたでも

9/8㈫・29㈫
午後2時50分～4時30分

各
50人

1回
200円 当日

初心者向け60歳からの
フラメンコ入門（6日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/12～10/24の毎週土曜日
（9/26を除く）
午前9時30分～10時30分

20人 2,700円

事前

美しく正しい姿勢を作る
フラメンコエクササイズ
（6日制）

9/12～10/24の毎週土曜日
（9/26を除く）
午前11時～正午

20人 2,700円

空手師範が教える
護身術教室

9/13㈰
午前10時～11時 20人 無料

編み物好き向け
あみぐるみ教室（3日制）
◆編み物ができる方

9/19・26、10/3
いずれも土曜日
午後1時30分～3時30分

15人 1,490円

「のこぎりキング」秋のミニリサイタル
◆どなたでも

9/20㈰
正午～午後0時30分 30人 無料 当日

災害に備えて「家庭でできる
災害対策と地震体験」

9/25㈮
午後1時～3時 30人 無料

事前

女子トレ会「美尻エクササイズ」
◆16歳以上の女性

9/27㈰
午前10時～11時30分 10人 700円

楽しく親子体操（2日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

9/28㈪、10/5㈪
午前10時～11時 15組 1,140円

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

10/1㈭・15㈭
午前10時～11時30分

各
10組

1回
1,130円

たたみでできる簡単
ストレッチ体操（5日制）
◆おおむね50歳以上の方

10/3～31の毎週土曜日
午前10時～11時30分 10人 1,700円

家系図作成ガイダンス 10/8㈭
午前10時～正午 20人 無料

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと
保護者

10/8～11/12の
毎週木曜日
午後3時30分～4時30分

15組 4,560円

大人の芸術「デコラージュ」
（2日制）

10/13㈫・27㈫
午前10時～正午 16人 1,900円

日商簿記検定3級試験
直前講座（4日制）
◆基礎を学習している方

10/17～11/14の毎週土曜日
（11/7を除く）
午前10時～正午

20人 3,626円

日商簿記検定2級試験
直前講座（4日制）
◆基礎を学習している方

10/17～11/14の毎週土曜日
（11/7を除く）
午後1時30分～3時30分

20人 4,066円

保塚地域学習センター� 　〒121–0072 保塚町7–16　☎3858–1502
子連れで楽しむバレエエクサ
サイズ＆ピラティス（5日制）
◆就学前の子どもの母親

9/16～11/4の
第1・3・5水曜日
午前10時～11時

15人 2,750円

事前

夏のお疲れ肌に　
美肌クレイパック作り

9/16㈬
午前10時30分～正午 8人 1,470円

アロマリフレセラピスト
一日養成講座�足裏編Ａ・Ｂ

Ａ：9/29㈫
Ｂ：10/11㈰
午前10時～午後5時

各
12人 9,700円

キッズK-POP（ケイポップ）
ダンス（6日制）
◆小学生

9/30～11/4の毎週水曜日
午後4時30分～5時30分 20人 2,010円

女性のための筋トレ講座
「ひめトレ」骨盤体操（5日制）
◆16歳以上の女性

10/1～11/5の毎週木曜日
（10/22を除く）
午後7時15分～8時15分

10人 2,300円

新米パパ＆ママのための
離乳食の基礎知識Ａ・Ｂ
◆妊娠中の方または1歳6
カ月以下の子どもの保護者

10/3㈯
Ａ：午後1時～2時
Ｂ： 午後2時15分～

3時15分

各
15人 無料

親子で楽しく英語で
あそぼう（3日制）
◆1歳6カ月～就園前の子どもと保護者

10/4・18、11/1　
いずれも日曜日
午前10時30分～11時30分

10組 3,000円

英語で楽しくおしゃべり　
英会話サークル体験（5日制）
◆おおむね50歳以上の方

10/7～11/11の毎週水曜日
（10/28を除く）
午前10時～11時30分

10人 100円

親子でシェイプアップ・ビクスＡ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：5カ月～1歳5カ月の子どもと母親
◆Ｂ：1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

10/14～12/9の第2・4水曜日
Ａ：午前9時45分～10時45分
Ｂ：午前11時～正午

各
15組 2,800円

バランスボールでゆったリ
ラックス体操（6日制）
◆おおむね40歳以上の方

10/14～12/23の
第2・4水曜日
午後1時30分～2時30分

15人 2,700円

竹の塚地域学習センター� 〒121–0813 竹の塚2–25–17　☎3850–3107
普通救命AED講習会で「救命
技能認定証」を取得しよう

9/20㈰
午前9時～正午 20人 1,400円 事前

わくわくサイエンス「ペット
ボトルロケットを飛ばそう」　　　　　　
◆小・中学生 

9/26㈯  
午前9時～正午 15人 200円 事前

︻ネット不可︼

竹の塚コンサート（バイオリン
とピアノのユニット）

9/26㈯
午後2時～3時30分 300人 1,000円

竹の塚地域学習
センターのみで
チケット販売

竹の塚　歌声ひろば
◆どなたでも

9/29㈫ 
午後1時30分～3時 50人 500円 当日

ニコニコサロン
「親子YOGA（ヨガ）」Ａ・Ｂ
◆Ａ： 2カ月～1歳未満の

子どもと保護者
◆Ｂ：1歳の子どもと保護者

10/9㈮
Ａ：午前9時50分～10時40分
Ｂ：午前10時55分～11時45分

各
30組 770円 事前

中央本町地域学習センター� 〒121–0011 中央本町3–15–1　☎3852–1431
幼稚園から大学まで子育ての
ための家計管理講座
◆就学前の子どもの保護者

9/5㈯
午前11時～正午 20人 無料 事前

初めての秋冬野菜作り「大人
のための農業教室」（4日制）

9/13、10/11、11/15、12/13
いずれも日曜日
午前10時～11時

10人 1,040円 事前
︻ネット不可︼

すくすくベビーマッサージ
◆3カ月～1歳未満の子ども
と保護者

9/24㈭、10/8㈭
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,020円

事前

残暑吹き飛ぶ、
こわーい朗読Ａ・Ｂ
◆どなたでも

Ａ：9/25㈮、午後7時～8時
Ｂ： 9/27㈰、午前10時30分～

11時30分
各

20人 無料

紙粘土で作るお菓子な
スイーツデコレーション
◆3歳～小学生（小学2年生
以下の方は保護者同伴）

9/26㈯
午前10時～11時 20人 1,000円

NTTドコモの「らくらく
スマートホン教室」
◆おおむね60歳以上の方

9/29㈫
午前10時～正午 20人 無料

ヤクルトが教える
「便秘改善のススメ」

9/30㈬
午前10時～11時 30人 無料

サーズデー・ダンシング
キッズ（8日制）
◆5歳～小学生

10/1～11/26の毎週木曜日
（11/5を除く）
午後4時10分～5時

20人 4,240円

サークル支援講座「草月流
いけばな教室」（2日制）
◆どなたでも

10/2㈮・9㈮
午前10時～正午 10人 2,000円

あだちエンジョイ
ウオーキング
◆どなたでも

10/6㈫
午前10時30分～午後2時 20人 10円 事前

︻ネット不可︼
東和地域学習センター� 〒120–0003 東和3–12–9　☎3628–6201

そば打ち体験教室Ａ・Ｂ
◆中学生以上の方

9/26㈯
Ａ：午前9時～正午
Ｂ：午後1時～4時

各
3人 2,610円 事前

おやこあそびサロン
◆おおむね1～10歳の方と
保護者

9/27㈰
午後1時～4時 10組 無料 当日

ハンドクラフト体験　
くまのシャドーボックス作り
◆小学生以上の方

10/3㈯
午前10時～正午 15人 1,900円

事前
親子でスキンシップ
赤ちゃんマッサージ（4日制）
◆2カ月～1歳未満の子ども
と保護者

10/9～30の
毎週金曜日
午前10時～11時

12組 3,860円

キラキラなポンポンで
楽しくチアダンス（8日制）
◆4歳～小学3年生

10/20～12/15の毎週火曜日
（11/3を除く）
午後5時15分～6時

20人 4,000円

舎人地域学習センター� 〒121–0831 舎人1–3–26　☎3857–0008
プランターでおいしい
野菜作り「カリフラワー」

9/19㈯
午前10時～11時30分 5人 1,650円

事前

おとなの少年倶楽部
ミニ四駆

9/27㈰
午後1時～4時 20人 100円

すくすく子育てひろば「科学
でおやつを作って食べよう」
◆3歳以下の子どもと保護者

9/30㈬
午前10時～11時30分 20組 310円

わくわくサイエンス教室Ａ・Ｂ
「燃料電池カー」
◆Ａ：小学1・2年生と保護者
◆Ｂ：小学3～6年生

10/4㈰
Ａ：午後1時～2時30分
Ｂ：午後3時～4時30分

Ａ：
30組
Ｂ：
30人

1,030円

園芸ボランティア体験講座
（2日制）

10/8㈭・22㈭
午前10時～正午 10人 20円

手芸ボランティア養成講座
「お正月つるし飾り」（2日制）

10/9㈮・16㈮
午後1時～4時 15人

1,000円
（作品寄贈の
場合は無料）
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24時間 お気軽にお声掛け下さい！

火葬式 家族葬 福祉葬

葬儀のご相談
●葬儀から火葬まで行える

●規模に応じて選べる式場

●駅から徒歩１分の家族葬

足立区梅島1－9－2（梅島駅徒歩1分）

町 屋 斎 場
谷 塚 斎 場

梅 島 会 館

03-3889-0004

http://www.people-jp.com

真心こめてお手伝い致します 見積
無料

株式会社

ホーム
ページ ピープル葬儀 で検索して下さい
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総合スポーツセンター� 〒121–0063 東保木間2–27–1　☎3859–8211
トリム体操（10日制）
◆おおむね50歳以上の方

9/30～12/2の毎週水曜日
午前10時～11時30分 30人 4,500円

事前

テニスステップアップ教室
（8日制）
◆16歳以上のテニス初級者

10/10～11/28の毎週土曜日
（予備日12/5・12・19）
午前9時～10時30分

24人 13,040
円

キッズダンス初級クラス（10日制）
◆6歳～小学生

10/14～12/16の毎週水曜日
午後3時30分～4時30分 30人 4,000円

キッズダンスステップアップ
クラス（20日制）
◆小学4～6年生（ダンス経験
のある小学1～3年生も可）

10/14～28年3/16の毎週水曜日
（12/23・30、28年1/6を除く）
午後4時45分～5時45分

30人 8,000円

ストレッチポールひめトレ
（9日制）
◆16歳以上の女性

10/16～12/18の毎週金曜日
（10/23を除く）
午後1時15分～2時15分

20人 4,050円

体幹ポール・
シェイプアップ編（10日制）

10/16～12/18の毎週金曜日
午後7時15分～8時15分 35人 4,500円

千住スポーツ公園� 〒120–0044 千住緑町2–1–1 ☎3879–7643
※千住スポーツ公園の催しの問い合わせは総合スポーツセンター（上記参照）へ
ストレッチポールひめトレ
（7日制）
◆16歳以上の女性

10/5～12/14の毎週月曜日
（10/12・19、11/16・23を除く）
午後3時30分～4時30分

30人 3,150円 事前
東綾瀬公園温水プール（すいすいらんど綾瀬）� 〒120–0004 東綾瀬3–4–1　☎5616–2500
3・4歳児水泳教室　水慣れ
（5日制）
◆オムツの取れた3・4歳の子ども

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
午後0時30分～1時20分

15人 4,150円

4歳から6歳児水泳教室（5日制）
Ａ：水慣れ
Ｂ：浮きバタ足
◆4歳～就学前の子ども

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
午後2時30分～3時20分

Ａ：
15人
Ｂ：
20人

4,150円

小学生水泳教室（5日制）
Ａ：浮きバタ足
Ｂ：呼吸なしクロール
◆小学生

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
午後3時30分～4時20分

各
15人 4,150円

事前

小学生背泳ぎ・平泳ぎ
キック（5日制）
◆小学生

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
午後4時30分～5時20分

15人 4,150円

小学生呼吸付きクロール
Ａ・Ｂ（5日制）
◆小学生

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
Ａ：午後4時30分～5時20分
Ｂ：午後5時30分～6時20分

各
15人 4,150円

小・中学生上級　
平泳ぎ・バタフライ（5日制）
◆小・中学生

9/26～10/31の毎週土曜日
（10/17を除く）
午後5時30分～6時20分

10人 4,150円

ノルディックウオーキング 9/27㈰
午前10時30分～正午 15人 800円

〒
9/10必着

スイムスポーツセンター（うきうき館）� 〒121–0812 西保木間4–10–1　☎3850–1133

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと
保護者

10/2～11/20の
毎週金曜日

（10/9・30を除く）
午後3時30分～4時30分

15組
親1人子1人
4,560円

親1人子2人
6,180円

楽しく親子体操
「知能とカラダの成長促進」
（7日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

10/3～12/5の
毎週土曜日

（10/17・24、11/21を除く）
午前10時～11時

25組
親1人子1人
3,920円

親1人子2人
4,760円

事前

チャレンジ体操教室Ａ・Ｂ
（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

10/3～11/28の毎週土曜日
（10/10・17、11/14・21を除く）
Ａ：午後4時～4時50分
Ｂ：午後5時～5時50分

各
20人 3,500円

初級・中級水泳（6日制）
10/6～11/17の毎週火曜日

（11/3を除く）
午後1時30分～2時20分

15人 4,080円

水の抵抗で筋力アップ
アクアレジスタンス（5日制）

10/7～11/11の毎週水曜日
（10/28を除く）
午後0時20分～1時20分

20人 3,300円

骨盤ゆがみ改善　
ペルビックストレッチ（7日制）
◆18歳以上の方

10/23～12/4の
毎週金曜日
午前10時30分～11時30分

20人 3,500円

快眠促進�ナイトヨガ（6日制）
◆18歳以上の方

10/28～12/2の毎週水曜日
午後7時～8時30分 20人 3,180円

スキルアップ
ジュニアスイミング（5日制）
◆小・中学生

10/29～11/26の
毎週木曜日
午後5時30分～6時20分

10人 4,150円

千住温水プール（スイミー）�〒120–0034 千住3-30（千寿本町小学校地下） ☎3882–2601
※学校などの利用により使用できない日時あり。くわしくはお問い合わせください

水泳教室（初級・中級）
（6日制）

10/2～11/13の毎週金曜日
（10/23を除く）
午前10時30分～11時20分

20人 4,080円 事前

はじめて平泳ぎ（8日制）
◆25m泳げる小学生

10/6～12/8の毎週火曜日
（10/20、11/3を除く）
午後4時30分～5時20分

20人 4,880円

たのしい水泳（9日制）
◆就学前の5・6歳の子ども

10/8～12/10の毎週木曜日
（10/22を除く）
午後4時30分～5時20分

20人 5,490円

はじめてクロール（9日制）
◆小学生

10/8～12/10の毎週木曜日
（10/22を除く）
午後5時30分～6時20分

20人 5,490円

のびのびストレッチタイム

毎週水曜日（9/23を除く）
午後0時30分～0時45分
毎週金曜日
午後7時30分～7時45分
毎週土曜日（9/19を除く）
午前10時30分～10時45分

なし 入場料
のみ 当日 持

総合スポーツセンター� 〒121–0063 東保木間2–27–1　☎3859–8211

お気軽体操（8日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/28～12/7の毎週月曜日
（10/12、11/9・23を除く）
午前10時～11時10分

25人 3,600円

事前月曜ヨガ（8日制）
9/28～12/7の毎週月曜日

（10/12、11/9・23を除く）
午後7時～8時

30人 3,600円

卓球教室Ａ・Ｂ（10日制）
Ａ：初級コース
Ｂ：中級コース

9/29～12/15の毎週火曜日
（10/13、11/3を除く）
午後3時30分～5時30分

各
15人 9,100円

〒
9/10必着

〒
9/10必着

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）

ふれあいまつり�　　　　　　　　　　
■日時＝9月26日㈯、午前10時～午後4時／9月27日㈰、午前9時
～午後3時■内容＝登録団体が日ごろの活動成果を発表■申込＝
不要　※当日直接会場へ■場・問先＝保塚地域学習センター　
� ☎3858-1502
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n�保塚地域学習センター


