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講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

中央本町地域学習センター 〒121–0011 中央本町3–15–1　☎3852–1431
普通救命講習会

「普通救命技能認定証を取得」
7/10㈰
午前9時〜正午 20人 1,400円

事前認知症サポーター養成講座
入門編

7/30㈯
午後1時〜3時 20人 無料

東和地域学習センター 〒120–0003 東和3–12–9　☎3628–6201

東和地域学習センターは6月〜29年8月末まで改修工事のため、講座情報なし。

舎人地域学習センター 〒121–0831 舎人1–3–26　☎3857–0008

太極拳ひろば 6/8㈬・22㈬
午後1時30分〜2時50分

各
25人

1回
430円 当日

フェルトでつくる
マトリョーシカのつるし飾り

（2日制）
6/17㈮・24㈮
午後2時〜4時 10人 810円

事前

わくわく子育て　
おうちえほん講座
◆妊娠中・子育て中の方

6/21㈫
午前10時30分〜11時30分 15人 無料

ママと一緒にわくわく親子体操
（4日制）
◆2･3歳の子どもと母親

6/24〜7/15の毎週金曜日
午後0時30分〜1時30分 15組 2,160円

子育てサポーター養成講座
（3日制）

6/27、7/4・11
いずれも月曜日
午前10時〜正午

20人 無料

楽しく読もう近代文学　
夏目漱石「彼岸過迄」（4日制）
◆中学生以上の方

7/3、8/7、9/4、10/2
いずれも日曜日
午前10時〜午後0時30分

20人
400円

（本購入の方
は1,804円）

パパと一緒にのびのび体操
◆2･3歳の子どもと父親

7/10㈰
午前10時〜11時 15組 540円

マタニティママのための
リラクゼーションエクササイズ
◆妊娠中の方
託児：1歳6カ月〜就学前の子ども

7/10㈰
午前10時〜11時30分

10人
（託児

3人）

530円
（託児付き

960円）

花畑地域学習センター 〒121–0061 花畑4–16–8　☎3850–2618

園芸ボランティア活動支援 6/7〜28の毎週火曜日
午前10時〜11時30分

各
10人 無料

当日ユーモア川柳 6/12㈰
午後1時30分〜3時30分 20人 800円

花畑おもちゃ病院
◆どなたでも

6/24㈮
午後1時〜4時 なし

無料
（場合によって
一部負担あり）

女子トレ会「ピラティス」
◆16歳以上の女性

6/26㈰
午前10時〜11時30分 10人 700円

事前大人のぬり絵広場 6/28㈫
午前10時〜正午 16人 650円

浴衣着付け教室（3日制）
◆16歳以上の女性

6/29、7/6・13
いずれも水曜日
午前10時〜正午

15人 990円

昭和歌謡曲ショートコンサート
◆どなたでも

6/30㈭
正午〜午後0時30分 なし 無料 当日

ゆっくりミニテニス（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

7/7〜8/4の毎週木曜日
午前9時30分〜10時30分 12人 4,120円

事前

かんたんミニテニス（5日制）7/7〜8/4の毎週木曜日
午前11時〜正午 12人 4,120円

キッズテニスＡ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：4〜6歳の子ども
◆Ｂ：小学生

7/7〜8/4の毎週木曜日
Ａ：午後3時30分〜4時30分
Ｂ：午後4時45分〜5時45分

各
12人 4,120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

7/14㈭・28㈭
午前10時〜11時30分

各
10組

1回
1,130円

美文字講座（2日制） 7/14㈭・21㈭
午後7時30分〜8時30分 15人 1,180円

美しい姿勢を作る
フラメンコ「入門」（5日制）

7/16〜8/13の毎週土曜日
午前9時45分〜10時45分 20人 2,250円

編み物好き向け
あみぐるみ教室（3日制）
◆かぎ針が使用できる方

7/16・23・30
いずれも土曜日
午後1時30分〜3時30分

15人 1,490円

保塚地域学習センター 　〒121–0072 保塚町7–16　☎3858–1502
こそだて英語
親子で楽しもう（3日制）
◆3歳以下の子どもと保護者

6/12・26、7/10
いずれも日曜日
午前10時30分〜11時30分

10組 3,000円

事前

子ども同伴可　心とカラダ
のほぐし＆引き締めヨガ

6/18㈯
午前10時30分〜11時30分 15人 550円

パパも育児を楽しもう　
子どもと一緒に工作とリズム遊び
◆1歳6カ月〜3歳の子どもと父親

6/19㈰
午前10時30分〜11時45分 10組 660円

保塚ベビーサロン　
赤ちゃんるんるん音あそび
◆首が据わった3カ月〜ハイハ
イができる前の子どもと母親

6/21㈫
午前10時30分〜11時30分 12組 550円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

新田地域学習センター 〒123–0865 新田2–2–2　☎3912–3931

新田うたごえひろば 6/18㈯
午後2時〜3時 20人 100円

事前

親子で夏のフルーツサンドと磯
（いそ）の香りのロールサンド作り

◆4歳〜小学3年生と保護者
6/19㈰
午前11時〜午後0時30分 12組 300円

「おはじきサッカー」練習会
◆どなたでも

6/19㈰
午後2時〜4時 12人 無料

bjリーグアカデミーが教える
「ボールゲーム」（4日制）
◆小学1〜3年生

6/22〜7/13の毎週水曜日
午後4時〜4時45分 20人 2,240円

男の料理「辛すぎない大豆入り
麻婆茄子（マーボーナス）ほか」

◆16歳以上の男性
6/25㈯
午前11時〜午後1時 16人 500円

おもちゃの病院
◆どなたでも

6/25㈯
午後1時〜4時 20人

無料
（場合によって
一部負担あり）

当日
野菜で健康　和の彩り3品

「鶏肉（とりにく）とレモ
ンを主役に」

6/28㈫　
午前10時30分〜午後1時
30分

16人 1,500円 事前
竹の塚地域学習センター 〒121–0813 竹の塚2–25–17　☎3850–3107

簿記入門講座（10日制）
6/17〜9/9の毎週金曜日

（7/1・8、8/12を除く）
午後3時30分〜5時

20人 8,900円 事前
サッカー地で作る子どもの
ゆかた（5日制）
◆18歳以上の方

6/20〜8/1の毎週月曜日
（7/11・18を除く）
午後1時30分〜4時30分

10人 3,200円 事前
【ネット不可】

着ぐるみ人形劇
「赤ずきんちゃん」（劇団バク）
◆3歳以上の方（小学生以下
の方は保護者同伴）

6/25㈯
午後2時〜3時30分

300
人

1,000円
（小学生以

下の方は
500円）

事前
（竹の塚地域
学習センター
窓口のみでチ
ケット販売）

はじめて学ぶ韓国語
（10日制）

7/12〜9/20の毎週火曜日
（7/26を除く）
午後1時30分〜2時40分

20人 7,500円

事前
チューズデー・
ダンシング・キッズ（12日制）
◆小学生

7/12〜9/27の毎週火曜日
午後5時〜6時 20人 7,320円

キッズ・ダンスレッスン
（10日制）
◆小・中学生

7/14〜9/29の毎週木曜日
（8/11、9/22を除く）
午後6時〜7時

20人 6,100円

ｔコンサート
「ピアノ＆ピアノ」
◆どなたでも

7/16㈯
午後2時〜4時

300
人 1,000円 事前

【ネット不可】
コード刺繍（ししゅう）ソウタシエで
作るビーズのブローチ
◆20歳以上の女性

7/23㈯
午前10時〜正午 10人 1,200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

野菜手入れの基本を学ぼう
「春夏編」（3日制）

6/12、7/10、8/14
いずれも日曜日
午前10時〜11時
※場所は栗島小学校

10人 1,030円
事前

【ネット不可】朗読隊が行く
「五反野のカフェテラスで朗読劇」
◆どなたでも

6/18㈯
午後3時〜4時
※場所は弘道

10人 450円

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

6/23㈭、7/14㈭
午前10時30分〜正午

各
10組

1回
1,020円 事前

インドカレー店で「お父さん
が喜ぶナンづくり」
◆4歳〜小学生と保護者

6/25㈯
午後3時〜4時30分
※場所は青井

10組 1,300円 事前
【ネット不可】

中国語入門編
「発音の基礎」（9日制）

6/27〜9/26の毎週月曜日
（7/11・18、8/8、9/12・
19を除く）
午後6時20分〜7時20分

20人 6,750円

事前

中国語初級編
「簡単な日常単語」
（9日制）
◆16歳以上で中国文字を読める方

6/27〜9/26の毎週月曜日
（7/11・18、8/8、9/12・
19を除く）
午後7時30分〜8時30分

20人 6,750円

掃除のコツはプロに聞け
「ズボラ掃除術」

6/30㈭
午前11時〜正午 30人 無料

パーソナルカラー「自分色で
見た目が変わる」（3日制）
◆16歳以上の女性

7/2・9・16
いずれも土曜日
午後1時〜3時

10人 3,000円

ちょっと知るだけですごく楽しい
デジカメ撮影術（5日制）

7/2〜30の毎週土曜日
午後7時〜9時 20人 2,500円

平田農園で農業体験をしよう
「じゃがいもの収穫」
◆4歳〜小学生と保護者

7/3㈰
午前10時〜正午
※場所は青井

20組 500円 事前
【ネット不可】

韓国語入門編
「発音の基礎」（11日制）

7/9〜9/24の毎週土曜日
（8/13を除く）
午前10時〜11時

20人 8,250円 事前

葛飾区堀切2-60-9
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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）

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

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。

ワンポイントレッスン
毎週水曜日
午後0時45分〜1時20分
毎週金曜日
午後7時45分〜8時20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
ヤゴ救出大作戦
◆中学生以下の方と保護者

6/5㈰
午前10時〜11時30分 300人 200円 当日

月曜ヨガ（7日制）
6/20〜9/5の毎週月曜日

（7/11・18・25、8/8・15を除く）
午後7時〜8時

30人 3,150円

事前

キッズダンス初級クラス
（10日制）
◆小学生

6/29〜10/5の毎週水曜日
（8月を除く）
午後3時30分〜4時30分

20人 4,000円

やさしいヨガ（11日制）
7/1〜9/30の毎週金曜日

（7/15・22、8/12を除く）
午前10時〜11時15分

30人 4,950円

卓球教室Ａ・Ｂ（10日制）
Ａ：初級コース
Ｂ：中級コース

7/5〜9/20の毎週火曜日
（8/9・16を除く）
午後3時30分〜5時30分

各
16人 9,100円

トリム体操（10日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/6〜9/28の毎週水曜日
（7/20、8/10・17を除く）
午前10時〜11時30分

30人 4,500円

ボクシングエクササイズ 毎週月曜日（6/13を除く）
午後3時30分〜4時40分

各
30人

1回
440円 当日持

しっかりエアロ 毎週土曜日（6/18を除く）
午前11時〜午後0時10分

各
50人

1回
440円

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

スキルアップレッスン 6/4㈯・11㈯
午後6時30分〜7時20分

各
10人

1回
660円 当日持

マスターズ水泳コース 6/6㈪
午後7時30分〜8時30分 15人 660円

子どものための着衣水泳&AED
心肺蘇生（そせい）法体験会
◆小学生以上の方

6/19㈰
午後6時〜8時30分 15人

560円
（中学生以下の

方は210円）

事前

50歳からの貯筋体操（金曜日）
Ａ・Ｂ（5日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/1〜29の毎週金曜日
Ａ：午前10時20分〜11時10分
Ｂ：午前11時20分〜午後0時10分

各
13人 2,250円

50歳からの貯筋体操（火曜日）
Ａ・Ｂ（5日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/5〜8/2の毎週火曜日
Ａ：午前10時20分〜11時10分
Ｂ：午前11時20分〜午後0時10分

各
13人 2,250円

親子ふれあい遊び（3日制）
◆6カ月〜1歳3カ月の子ども
と保護者

7/6・13・27
いずれも水曜日
午前10時〜10時45分

12組 2,490円

子どもリトミック（3日制）
◆1歳3カ月〜2歳の子ども
と保護者

7/6・13・27
いずれも水曜日
午前11時〜11時45分

12組 3,150円

平野運動場 〒121-0076　平野2-12-1　☎3883–8079
ノルディックウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

6/8㈬・22㈬
午前11時〜正午

各
20人

1回
10円 当日持

いきいきウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

6/10㈮
午前10時30分〜11時30分 20人 210円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

保塚地域学習センター 　〒121–0072 保塚町7–16　☎3858–1502
健康寿命をのばそう
体操サークル体験
◆おおむね60歳以上の方

6/27、7/4・18
いずれも月曜日
午前10時〜11時30分

各
10人

1回
10円

事前

肌に優しいアロマの
虫よけスプレー作り

6/28㈫
午前10時30分〜正午 10人 1,590円

楽しくじっくり太極拳A・B
（12日制）
Ａ：基礎クラス　
Ｂ：経験者クラス
◆おおむね40歳以上の方

7/1〜9/30の毎週金曜日
（8/12、9/23を除く）
Ａ：午前9時10分〜10時
30分
Ｂ：午前10時45分〜午後
0時15分

Ａ：15人
Ｂ：20人 5,160円

赤ちゃんと楽しく　ベビーヨガ
◆首が据わった2カ月〜あん
よができる前の子どもと母親

7/6㈬
午後1時30分〜2時20分 10組 560円

楽しく続ける　
ゆったり健康太極拳（6日制）
◆おおむね60歳以上の方

7/12〜9/27の第2･4火
曜日
午前10時〜11時30分

20人 2,580円

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

アクティブエアロ
6/3・10・17 
いずれも金曜日
午後7時30分〜8時40分

各
30人

1回
450円

当日持マスターズ水泳トレーニング
◆18歳以上の方

6/11㈯
午後5時〜8時30分 25人 830円

しっかりエアロ
6/12・19・26 
いずれも日曜日
午前10時30分〜11時40分

各
30人

1回
450円

体すっきり　盆踊り（3日制）
7/15・22・29
いずれも金曜日
午前10時30分〜11時30分

10人 1,560円 事前

朝のショートレッスン 毎週水曜日（6/1を除く）
午前9時15分〜10時

各
20人

1回
300円

当日持アクアエクササイズ 毎週水曜日（6/22を除く）
午前11時20分〜午後0時20分

各
30人

1回
660円

コアサーキット 毎週木曜日（6/30を除く）
午後7時30分〜8時15分

各
20人

1回
610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（右記参照）へ

美姿勢体創ひめトレ（10日制）
◆16歳以上の女性

6/27〜9/12の毎週月曜日
（7/18、8/15を除く）
午後3時30分〜4時30分

30人 4,500円
事前

フィットネス・フラ（8日制）
7/1〜8/26の毎週金曜日

（8/12を除く）
午後1時〜2時10分

30人 3,600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。

サタデーナイト・アクア
5/28、6/11・25 
いずれも土曜日
午後7時30分〜8時20分

なし 入場料
のみ

当日持アクア・エクササイズ
5/31、6/7・14 
いずれも火曜日
午前11時30分〜午後0時20分

各
45人

入場料
のみ

水中のびのびストレッチ
毎週水曜日
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

なし 入場料
のみ

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは、報道広報課へ   ☎3880⊖5815
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