
あだち広報　2016年（平成28年）5月25日（第1734号）

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
（5月～7月分）

　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

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

■講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝5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）。支払い方
法は申し込み時に確認

《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
　 …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6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

エンタメ インフォ
足立

■日時＝8月5日㈮、午後
7時開演　※午後6時30分
開場■内容＝国内外で活
躍する演奏家やダンサー
による本格的なアルゼン
チンタンゴのステージ■
定 員 ＝902人（6月2日 か
ら先着順）■費用＝3,800
円　※区内在住・在勤・
在学の方は3,500円。就学
前の子どもは入場不可。
全席指定

会田桃子グランオルケスタ
アルゼンチンタンゴショー

■日時＝7月8日㈮、午後7時〜8時30分
／9日㈯、午後2時〜8時／10日㈰、午
前10時〜午後6時■場所＝シアター
1010・10階稽古場1■対象＝区内在住・
在勤・在学で中学生以上の方■内容＝
演出家・板垣恭一による、歌・踊り・演
技を学ぶミュージカルのワークショップ　
※発表会あり■定員＝30人程度（抽選）
■申込＝窓口または申込用紙を郵送　
※申込用紙はシアター1010、地域文化
課で配布するほか、区またはシアター
1010のホームページからもダウンロード
可■申込期間＝5月26日〜6月15日必着

ミュージカル・ワークショップ
（3日制）

■日時＝8月27日㈯、午後6時開演／
28日㈰、午後3時開演　※各30分前開
場■場所＝シアター1010・11階劇場
■内容＝白石加代子の「百物語」シリー
ズより、南條範夫「燈台鬼」と筒井康隆

「五郎八航空」の2本立て公演■定員＝
各701人（▷電話・ホームページ…5月
27日から先着順　▷窓口…5月29日
から先着順）■費用＝5,000円　※フ
レンズ会員は4,500円。就学前の子ど
もは入場不可。全席指定■申込＝電
話・窓口またはホームページから専用
フォームに入力

白石加代子「百物語」シリーズ
アンコール上演

─いずれも─
■申・問先＝シアター1010　〒120-0034千住3-92　

▷ミュージカル・ワークショップ …☎5244-1021
▷「百物語」シリーズアンコール上演…☎5244-1011

http://t1010.jp/

■日時＝9月22日㈷、午後2
時開演　※午後1時30分開場
■内容＝生誕120周年を迎え
た宮沢賢治の作品を舞台化し
た、伝統芸能や和洋楽器の演
奏を取り入れたパフォーマン
ス■定員＝902人（6月8日
から先着順）■費用＝3,500
円　※区内在住・在勤・在学
の方は3,000円。友の会会員
は2,500円。高校生以下の方
は1,500円。就学前の子ども
は入場不可。全席指定

わらび座
舞楽詩「風の又三郎」

─いずれも─
■場所＝西新井文化ホール■申込＝ホームページから専用
フォームに入力または窓口■申先＝ギャラクシティ、地域
学習センターなど■問先＝ギャラクシティ ☎5242-8161

http://galaxcity.jp/

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
小中学生のびのび広場
◆小・中学生

6/5〜26の毎週日曜日
午後1時〜5時

各
15人 無料

当日
おはよう教室「健康太極拳」 6/7〜28の毎週火曜日

午前10時〜11時30分
各

50人
1回

510円
歌声サロン　
昭和歌謡を歌おう　

6/11㈯
午後2時〜4時

140
人 500円

リバーサイドコンサート 6/18㈯
午後2時〜3時 60人 無料

特別展「古代ギリシャ　
時空を超えた旅」NHK講演会

7/2㈯
午後2時〜3時30分

200
人 無料 事前

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
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

7/7㈭
午前10時〜正午 12組 1,020円

事前

高齢者のための
パソコン知りたい便利テク
◆おおむね60歳以上でマウ
ス操作と文字入力のできる方

7/14㈭
午前10時〜午後3時 20人 2,700円

高齢者のためのスマートフォ
ンの使い方教室
◆おおむね60歳以上でスマー
トフォンをお持ちの方

7/15㈮
午後2時〜4時 20人 無料

ビデオ編集体験会
◆16歳以上でパソコン操作のできる方

7/17㈰　
午前10時〜正午 4人 無料

すくすくベビーオイルマッサー
ジ【ファミリーの日】
◆1歳未満の子どもと保護者

7/24㈰
午前10時〜正午 8組 1,020円

磯（いそ）・森・夜　
夏休み子ども自然体験教室

（2泊3日）
◆小・中学生

8/3㈬、午前8時〜
5㈮、午後5時30分
※ 場所は大房岬自然の家

（千葉県南房総市富浦町多田良）

36人
（中学生
6人まで）

小学生
23,000円

中学生
20,000円

★「中世古文書を読み解くⅢ」
武将の書状編（3日制）

7/3・10、8/7
いずれも日曜日
午後2時〜4時

50人 1,500円 6/20必着

★「論語」でたどる孔子の生涯
と思想の流れ（3日制）

7/6㈬･13㈬･21㈭
午後2時〜4時 50人 1,500円 6/22必着

※★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（平日、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
ヒップホップダンスサークル体験
Ａ・Ｂ（4日制）
◆Ａ：5歳〜小学3年生
◆Ｂ：小学4〜6年生

6/8〜29の毎週水曜日
Ａ：午後4時15分〜5時
Ｂ：午後5時〜5時45分

各
30人 40円

事前
心も身体もスッキリ　
かんたんピラティス

6/15㈬
午後7時15分〜8時30分 15人 650円

世界でひとつ　
ＭＹ箸（マイはし）を作ろう
◆どなたでも（小学2年生以
下の方は保護者同伴）

6/19㈰
午前9時30分〜正午 20人 1,840円 事前

【ネット不可】

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

6/23㈭
午前10時〜11時30分 10組 1,080円

事前
子連れでもOK　
みんなのピラティス＆ヨガ

6/24㈮
午後0時45分〜1時45分 15人 550円

5月30日〜6月30日および12月1日〜31日は不法投棄防止強化月間です。不法投棄を行った者は法律で罰せられます。
不法投棄の相談は、不法投棄総合窓口へお問い合わせください。■問先＝不法投棄総合窓口� ☎3880-5300

不法投棄は
犯罪です
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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
5月26日㈭、午前9時から受け付け開始（一部を除く）

「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

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

伊興地域学習センター 〒121–0823 伊興2–4–22　☎3857–6537

健康　太極拳Ａ・Ｂ（11日制）
Ａ：基礎クラス　
Ｂ：経験者クラス

7/5〜9/27の毎週火曜日
（7/19、9/20を除く）
Ａ：午前9時15分〜10時30分
Ｂ：午前10時45分〜正午

各
25人 3,960円

事前
お肌に優しいアロマの虫よけ
スプレー

7/9㈯
午前10時30分〜正午 12人 1,500円

梅田地域学習センター 〒123-0851 梅田7–33–1（エル・ソフィア内）　☎3880-5322

ウォーキング&ストレッチ
6/2・16・23・30
いずれも木曜日
午後1時15分〜3時15分

各
20人

1回
300円

当日スポーツスタッキングひろば
◆どなたでも

6/4㈯・18㈯
午後2時〜4時

各
20人 無料

梅田まなぼー
◆小・中学生

6/4〜25の毎週土曜日
午後2時〜5時

各
15人 無料

Ｌコンサート 初夏の弦楽五重奏
◆どなたでも

6/18㈯
午後7時〜8時30分 80人 1,000円 事前

【ネット不可】
ケータイサロン
◆おおむね50歳以上の方

6/26㈰
午前10時〜11時30分 20人 無料 事前

ピヨピヨランド「乳児手遊び
＆読みがたり」
◆5歳以下の子どもと保護者

6/27㈪
午前11時〜11時20分 15組 無料 当日

忙しいママのための時間管理術
◆3カ月〜1歳未満の子どもと母親

7/4㈪
午前11時〜正午 20組 600円

事前
ヘルシーディナー　
夏野菜とパスタ（2日制）

7/6㈬・20㈬
午後7時〜9時 20人 2,900円

盆踊りを覚えよう
◆どなたでも

7/9㈯
午後2時〜4時 50人 無料

アロマで認知症予防スプレー作り
◆16歳以上の女性

7/26㈫
午後6時〜7時30分 10人 1,460円

ヨックモックのクッキー教室
「ラングドシャーのひみつ」
◆小学生と保護者

7/28㈭
午後2時〜4時30分 16組 20円 6/10必着

興本地域学習センター 〒123–0844 興野1–18–38　☎3889–0370
ヴァイオリンとピアノの
ミニコンサート
◆どなたでも

5/29㈰
午前11時30分〜正午 50人 無料 当日

親子リトミック（3日制）
◆4カ月〜1歳の子どもと保護者

6/4・11・18
いずれも土曜日
午前9時40分〜10時20分

30組 60円

事前

産後子連れOK　マタニティ
ヨガＡ・Ｂ（2日制）
◆産前・産後の方（妊娠中の
方は医師と家族からの了承
が必要）

6/14㈫・28㈫
Ａ：午前10時〜11時
Ｂ：午前11時20分〜午後
0時20分

各
10人 1,600円

初心者向け　自分で浴衣を
着てみませんか（3日制）
◆16歳以上の女性

6/19・26、7/3
いずれも日曜日
午後1時30分〜3時30分

5人 3,000円

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）

6/21〜7/12の毎週火曜日
午後4時〜4時45分 8組 3,680円

大人のための
きれいな字の書き方

「ひらがな編」（4日制）
託児：6カ月〜3歳の子ども

7/1〜22の毎週金曜日
午後1時30分〜3時

12人
（託児

4人）

2,600円
（託児付き
4,600円）

英語大好キッズになろう
Ａ･Ｂ（6日制）
◆Ａ：1歳6カ月以下の子ど
もと保護者
◆ Ｂ：1歳7カ 月 〜3歳 の 子
どもと保護者

7/4・11、8/29、
9/5・12・26
いずれも月曜日
Ａ：午前10時〜10時50分
Ｂ：午前11時10分〜正午

各
12組 4,800円

簡単だから続けられる
セルフボディメンテナンス

（3日制）
◆16歳以上の女性
託児：6カ月〜3歳の子ども

7/4・11・25
いずれも月曜日
午後1時〜2時

10人
（託児

4人）

1,530円
（託児付き
3,060円）

ママリフレッシュ赤ちゃんすや
すやベビーダンス（3日制）
◆首が据わって抱っこ可能な
3カ月〜2歳の子どもと保護者

7/6・27、8/3
いずれも水曜日
午前11時〜午後0時15分

12組 3,000円

明るくいきいき　
スポーツ吹き矢（3日制）

7/6・13・27
いずれも水曜日
午後1時30分〜3時30分

25人 1,750円

初心者のための太極拳教室
（9日制）

7/7〜9/15の毎週木曜日
（8/11、9/8を除く）
午前10時30分〜正午

10人 4,050円

古典に親しむ（2日制） 7/7㈭・14㈭
午後2時〜4時 20人 無料

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

7/7〜9/29の毎週木曜日
（9/8・15・22を除く）
Ａ：午後3時45分〜4時45分
Ｂ：午後5時〜6時

各
15人 9,768円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

興本地域学習センター 〒123–0844 興野1–18–38　☎3889–0370
自分で考える子どもに育てる
コミュニケーション「親業」

7/8㈮
午後1時30分〜3時30分 30人 500円

事前はじめてのピラティス
（4日制）

7/10〜31の毎週日曜日
午後4時〜5時 20人 2,200円

江北地域学習センター 〒123–0872 江北3–39–4　☎3890–4522
江北囲碁サロン
◆小学生以上の方

6/4㈯・18㈯
午後2時〜4時

各
10人

1回
110円 当日

クジラのフレームとUVレジン
でアクセサリー作り教室
◆どなたでも（就学前の子ど
もは保護者同伴）

6/12㈰
午前10時〜11時 10人 1,230円

事前
浴衣をきれいに着て夏祭り
に行こう（3日制）
◆16歳以上の女性

6/15・22・29
いずれも水曜日
午後1時30分〜3時30分

15人 1,650円

ミュージックベル
ミニコンサート
◆どなたでも

6/19㈰
午後1時30分〜2時 30人 無料

当日
フルートミニコンサート
◆どなたでも

6/19㈰
午後2時〜2時30分 30人 無料

糖尿病対策　健康体操と
薬膳料理について学ぼう

6/27㈪
午前10時〜正午 20人 無料 事前

佐野地域学習センター 〒121–0053 佐野2–43–5　☎3628–3273
福祉まつりハート＆ハート2016
◆どなたでも

6/5㈰
午前10時〜午後3時15分 なし 無料 当日

プリザーブドフラワー　
初夏のアレンジ

6/7㈫
午前10時〜正午 20人 3,200円

事前気軽に簡単　ストレッチと
リズムダンス（6日制）

6/17〜7/22の毎週金曜日
午後1時〜2時 15人 3,060円

さのけん玉ひろば
◆どなたでも

6/18㈯
午後1時30分〜4時 10人 無料 当日

親子で楽しくえいご（3日制）
◆1〜3歳の子どもと保護者

6/20・27、7/4
いずれも月曜日
午前10時30分〜11時30分

10組
親1人子1人3,000円

（子が1人増えるごと
に1,800円追加） 事前

指でごしごしアート
春夏秋冬を描こう

6/21㈫
午後1時〜3時 10人 600円

佐野写真サロン 6/25㈯
午前10時〜正午 10人 100円 当日

親子で作る
サンドイッチＡ・Ｂ
◆4歳〜小学3年生と保護者

6/26㈰
Ａ:午前11時〜正午
Ｂ:午後2時〜3時

各
12組 300円

事前

気軽に楽しく　
フラサークル体験（3日制）
◆16歳以上の女性

7/1・8・15
いずれも金曜日
午前11時〜正午

16人 30円

暮らしの中で楽しむいけ花 7/4㈪
午後1時〜3時 10人 1,550円

サロンde（で）脳トレ
◆どなたでも

7/6㈬
午前10時30分〜正午 20人 150円

誰でも手軽に楽しめる　
健康スポーツ吹き矢（2日制）

7/7㈭・21㈭
午後3時30分〜5時 15人 1,100円

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

小学生囲碁教室（9日制）
◆小学生

7/3〜9/25の毎週日曜日
（7/17、8/14・21、9/18を除く）
午前10時30分〜午後0時30分

15人 1,980円

事前

寄り道サロン　
薬膳ごはんでデトックス

（2日制）

7/5㈫
午前10時〜正午
7/12㈫
午前10時〜午後1時

15人 2,000円

誰でも簡単にできる
パステル画体験（2日制）

7/7㈭・21㈭
午後1時〜4時 20人 500円

身体にやさしい太極拳
（11日制）

7/7〜9/29の毎週木曜日
（8/11、9/22を除く）
午後1時30分〜3時

20人 4,950円

すっきり美しく初めてのヨガ
（4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

7/7〜8/4の毎週木曜日
（7/28を除く）
午後3時45分〜4時45分

20人
（託児

6人）

2,440円
（託児付き
3,360円）

鹿浜寄席
◆小学生以上の方

7/10㈰
午後2時〜3時30分 20人

1,000円
（小・中学生

は500円）
当日

今日から始める　シニア向け
スマートフォン教室
◆おおむね60歳以上の方

7/20㈬
午後2時〜4時 20人 無料

事前
（鹿浜地域学習
センターのみ
で受け付け）

まなぼー体験　
手作りうちわで涼しくなろう
◆小学生

7/22㈮
午後2時〜4時 10人 100円

事前ボディシェイプ（6日制）
◆16歳以上の女性
託児：1歳6カ月〜3歳の子ども

7/25〜9/5の毎週月曜日
（8/8を除く）
午前10時15分〜11時45分

16人
（託児

3人）

3,060円
（託児付き
5,100円）
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