
催し物
※ 先着順で、特に記載が

ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

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
おはよう親子
ふれあい居場所サロン
◆3歳以下の子どもと保護者

2/2～23の毎週土曜日
午前10時～正午

各
10組 無料 当日

車いすダンスを
楽しみましょう！
◆小学生以上の方

2/11㈷
午前10時～正午 20人 210円

当日用
外国人のための書道サロン
◆外国籍の方

2/16㈯
午前10時～午後1時

10人
程度 無料

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

東京未来大学 公開講座　
小学校ってどんなところ？

2/16㈯
午後3時～4時30分
※場所は東京未来大学

（千住曙町34-12）
100人 1,000円

事前

学びピアコンサート　
PP&M（ピーター・ポール・
アンド・マリー）
懐かしアメリカンフォーク

3/2㈯
午後2時～3時30分 198人 1,000円

知って得する！　調剤薬局の
選び方と処方箋の見方

3/3㈰
午前10時30分～正午 30人 500円

すくすくベビーオイル
マッサージ【ママの日】
◆首が据わった1歳未満の
子どもと母親

3/5㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

老後の財産管理「家族信託Ⓡ」　
認知症対策と資産継承

3/6㈬
午前10時30分～正午 40人 500円

東京未来大学連携　
音・音楽で心の通う子育てを
◆1歳6カ月以下の子どもの保護者
託児：4カ月～3歳の子ども

3/7㈭
午前10時～11時30分

40人
（託児

8人）

600円
（託児付き
1,600円）

高齢者のためのパソコン
知りたい便利テク
◆おおむね60歳以上で文字
入力のできるパソコン初心者

3/7㈭
午前10時～午後3時 20人 2,700円

奇想の系譜展　江戸絵画
ミラクルワールド　NHK講演会

3/10㈰
午後2時～3時30分 200人 無料

変わる物流　身近な宅配
サービスの変化と未来

3/10㈰
午後2時～3時30分 40人 600円

日本語と英語で楽しむ！　
千住まちあるき
◆16歳以上で英検3・4級程度の
英語力の方

3/22㈮
午後1時～3時
※千住区民事務所前集合

20人 1,200円

文教大学連携 
あやしい「科学」の見分け方

（2日制）
3/23㈯･30㈯
午後2時～3時30分 50人 1,000円

すくすくベビーオイル
マッサージ【ファミリーの日】
◆首が据わった1歳未満の
子どもと保護者

3/24㈰
午前10時～正午 6組 1,020円

催し物は、
6面からの続きです

官  公 庁
東京都 消費生活調査員の募集
■対象＝2019年4月1日現在、都
内在住で20歳以上の方■募集人
数＝500人（選考）■任期＝2020
年3月末■謝礼＝調査1回3,000円
など　※調査内容・申し込み方法
など、くわしくは「東京くらしW

ウ ェ ブ

EB
（https://www.shouhiseikatu.
metro.tokyo.jp/）」をご覧になる
か、お問い合わせください。■問先
＝都・生活文化局	消費生活部
	 ☎5388-3076

＝サークル会員募集＝
☆足立歴史サークル　毎月2回
金曜日、午前10時15分～11時
45分／生涯学習センター（学
びピア21内）など／18歳以上
の方対象／「伊

い

勢
せ

物語」の読み
と解釈など／20人（先着順）／
1回500円／電話／芝田
	 ☎080-1042-0880
☆ピアフ短歌会　毎月第1金
曜日、午後1時～4時／エル・
ソフィアなど／短歌の作り方、
実作指導 ※見学自由。要事
前連絡／月額2,000円／電話
／西澤	 ☎090-9013-2251

歴史探索講座「大
お お と り

鷲神社・酉
と り

の市
発祥と花畑の由緒をたずねる」

■日時＝3月9日㈯、午後2時～3

生活の科学教室「大豆から
豆腐をつくってみよう」

■日時＝2月24日㈰、午後1時30
分～4時■場所＝エル・ソフィア■
対象＝区内在住・在勤の方　※小
学生以下の方は保護者同伴。きょ
うだいの同伴可（1人まで）■内容
＝大豆から豆腐を作り、大豆の成
分や食品添加物について学ぶ■定

ｶ足立区東部地域　
人生ココから見本市

■日時＝2月9日㈯、正午～午後4時
■場所＝勤労福祉会館（綾瀬プルミ
エ内）■内容＝スポーツ・ボラン
ティア団体など、約20団体による見
本市（団体の活動紹介／スポーツ吹
矢・ボッチャ体験／講演など）■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝地域包括支援センター中川
	 ☎3605-4985

佐々木先生と行く
春の生きもの観察会

■日時＝3月3日㈰、午前9時～10
時15分／午前10時45分～正午■
場所＝都立舎人公園■対象＝区内
在住の4歳～小学生　※小学2年
生以下の方は保護者同伴■内容＝
プロ･ナチュラリストの佐

さ

々
さ

木
き

洋
ひろし

氏と春の生きものを探す■定員＝

郷土博物館の映画会（2月分）
■日時＝9日㈯、午前11時～正午　
※無料公開日■内容＝「アイヌの
仕掛け弓・アマッポ」／「静

しず

内
ない

アイ
ヌの祖先祭

さい

祀
し

」／「十勝アイヌの熊
送り」の上映■申込＝不要　※当
日直接会場へ■場・問先＝郷土博
物館	 ☎3620-9393

員＝16人（抽選）■費用＝100円
（材料費）■申込＝住所、全員の氏
名・年齢（学年）、電話番号、「生活
の科学教室」を往復ハガキで送付　
※返信面にも宛名を記入。1人1回
のみ申し込み可■期限＝2月7日㈭
必着■申・問先＝消費者センター　
〒123-0851梅田7-33-1
	 ☎3880-5385

各20人（抽選）■申込＝電話または
区のホームページから専用フォ	ー
ムに入力または全員の住所・氏名・
年齢・電話番号、「春の生きもの
観察会」をファクス　※時間指定
不可■期限＝2月11日㈷■申・問
先＝環境学習係
☎3880-6263 ﾌ3880-5604

時■対象＝小学生以上の方　※小
学生は保護者同伴■内容＝花畑の
産
うぶ

土
すな

神
がみ

として古くから信仰を集め
てきた「酉の市」発祥の社・大鷲神
社の由緒を宮司から学ぶ■定員＝
50人（1月26日、午前9時から先
着順）■費用＝500円　※小学生
は300円■申込＝電話または窓口
■場・申・問先＝桜花亭
	 ☎3885-9795
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　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。

講座の予約はインターネット（講座予約システム）からもできます

近所deまなびナビ 検索検索

！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝1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（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時受け付け
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
《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…電話・窓口またはインターネットで事前申し込み（一部ネット不可の場合あり）
　当日…当日直接会場で申し込み
　ﾕ…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）

《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、原則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

学びで絆（きずな）を
強めてみませんか

生涯学習施設・スポーツ施設の催し
（2月・3月分）



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
★元NHKアナが語る
深くて面白い「日本語」の話

（3日制）

3/7・14・21 
いずれも木曜日
午後2時～4時

50人 1,500円 ﾕ
2/21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
バレンタインチョコ付き　
6種のコーヒー飲み比べ

2/9㈯
午前10時30分～11時30分 10人 990円 事前

みんなで脳トレサロン
「体を動かして脳を刺激」
◆おおむね60歳以上の方

2/14㈭・28㈭
午後1時15分～2時15分

各
25人

1回
200円 当日

伊興おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

2/16㈯
午前10時～正午 10人 無料

こそだてえいご　
親子で楽しもうＡ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：1歳以下の子どもと保護者
◆Ｂ：2・3歳の子どもと保護者

2/17、3/3・17
いずれも日曜日
Ａ：午前9時45分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時45分

各
10組

Ａ：3,300円
Ｂ：3,600円

事前

子ども同伴もOK！　
カラダすっきりヨガ

2/17㈰
午後1時～2時 16人 550円

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

2/19㈫、3/14㈭・19㈫
午前10時～11時30分

各
10組

1回
1,080円

スタークロッシェ編みの 
春向けネックウォーマー（4日制）
◆編み物経験のある16歳以上の方

2/23～3/16の毎週土曜日
午前10時～11時30分 15人 3,520円

卒園・入学に　簡単かわいい　
かぎ針編みのヘアゴムアクセ

3/3㈰
午前10時～11時30分 15人 880円

伊興写真サロン 3/3㈰
午前10時～正午 10人 無料

楽しんで親しんで好きになる
えいご教室Ａ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：3歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～3年生

3/8・15・22
いずれも金曜日
Ａ：午後2時45分～3時30分
Ｂ：午後3時45分～4時30分

各
10人 2,400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
梅田寄席
◆小学生以上の方

2/7㈭
午後7時～8時30分 34人 1,000円

当日
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

2/15㈮
午前11時～11時20分 15組 無料

歌声サロン｢昭和歌謡｣
◆おおむね40歳以上の方

2/16㈯
午後2時～4時 120人 500円

冬のリトミックコンサート
◆どなたでも 

（小学2年生以下の方は保護者の 
参加が必要）

2/17㈰
午前10時30分～正午 70人

1,000円
（15歳以下の

方は500円）
事前

【ネット不可】

自宅で気軽に簡単ヨガ 3/5㈫　
午前11時～午後0時15分 30人 500円

事前

世界のディナー　日本料理 3/6㈬･20㈬
午後7時～9時

各
20人

1回
1,500円

ローリングストック  
誰でもできる簡単非常食

3/9㈯
午前10時30分～午後1時 20人 500円

Ｌコンサート　
春の訪れピアノライブコンサート
◆どなたでも

3/9㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

アロマで花粉症対策スプレー作り
◆16歳以上の女性

3/26㈫
午後7時～8時30分 10人 1,460円

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

おもちゃの病院 in（イン） 興本
◆どなたでも

2/3㈰
午後1時～4時 30人

無料
（場合により
一部負担あり）

当日

気軽に踊ろう誰でもズンバ
2/10・17・24
いずれも日曜日
午後4時～5時

各
20人

1回
810円 当日持

知っておきたい住宅ローンの 
しくみと返済方法

2/13㈬・24㈰
午前10時～11時30分

各
10人 無料 事前

童謡から昭和歌謡まで
楽しく歌おう　歌声サロン

2/17㈰
午後1時30分～3時 30人 750円 当日

興本地域 星空観望会
「冬の星座と火星」について学ぼう
◆小学生以上の方と保護者

2/23㈯
午後7時～8時30分 10組 無料 事前

バイオリンとピアノの
ミニコンサート
◆どなたでも

2/24㈰
午前11時30分～正午 50人 無料 当日

ガーデンサロン in 興本 2/25㈪
午前10時～正午 10人 無料

事前

大人のきれいな字の書き方
「字の整え方」編（5日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

3/1～29の毎週金曜日
午後1時30分～3時

12人
（託児

4人）

3,250円
（託児付き
5,750円）

挨拶からはじめる韓国語入門
（5日制）

3/2～30の毎週土曜日
午後5時30分～6時30分 15人 3,000円

健康長寿でめざそう100歳
「3B（サンビー）体操」（3日制）
◆おおむね60歳以上の方

3/6・13・20
いずれも水曜日
午前10時30分～11時30分

10人 1,500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
針と糸で編む　
ビーズステッチ教室

3/13㈬・27㈬
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,540円 事前

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
ミュージックベル体験サロン
◆どなたでも

2/9㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日用

女性のための合唱教室
名曲をハーモニーで楽しく歌おう
◆16歳以上の女性

2/11㈷
午前10時～正午 20人 540円

事前

みんなのボッチャ広場
◆どなたでも 

（小学3年生以下の方は保護者同伴）
2/15㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

本場アメリカ仕込み　
元プロ選手から教わる
バスケットＡ・Ｂ
◆Ａ：小学3～6年生
◆Ｂ：中学生

2/24㈰、3/10㈰
Ａ：午後6時40分～7時40分
Ｂ：午後7時50分～8時50分

各
30人

1回
950円

花いっぱい
ハーバリウムボールペンづくり

2/25㈪
午前10時30分～正午 20人 2,000円

バランスの良い字の書き方を
学ぼう（5日制）

3/1～29の毎週金曜日
午前9時30分～11時 12人 3,250円

心も身体（からだ）もスッキリ爽快 
ピラティスストレッチ（5日制）

3/1～29の毎週金曜日
午後8時～8時50分 20人 3,850円

ネイティブ講師と親子で楽しむ
英語レッスンA～C（3日制）
◆Ａ：1・2歳の子どもと保護者
◆Ｂ：2・3歳の子どもと保護者
◆Ｃ：4・5歳の子どもと保護者

3/2・9・16
いずれも土曜日
Ａ：午前9時30分～10時20分
Ｂ：午前10時30分～11時20分
Ｃ：午前11時30分～午後0時20分

各
10組 3,300円

はじめての俳句鑑賞会　
芭蕉（ばしょう）の句をよむ

3/2㈯
午後2時～3時30分 20人 無料

桜のフレームとレジンで作る
オリジナルアクセサリーＡ・Ｂ
◆5歳以上の方 

（就学前の子どもは保護者同伴）

3/3㈰
Ａ：午前10時～11時
Ｂ：午前11時10分～午後0時10分

各
10人 1,130円

親子ヨガ
◆3カ月～1歳5カ月の子どもと母親

3/5㈫・19㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

ママの産後骨盤ケア＆ 
ベビーマッサージ
◆2～10カ月の子どもと母親

3/6～27の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,300円

ベビーマッサージサロン
「ママも赤ちゃんもストレス解消」編
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

3/8㈮・22㈮
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,100円

住宅ローンのしくみと返済方法
◆おおむね50歳以下の方

3/10㈰・27㈬
午前10時～11時

各
10人 無料

姿勢シャキッと教室 3/12㈫・26㈫
午後0時30分～1時30分

各
20人

1回
550円

消防士ってどんな仕事を
するんだろう？　聞いてみよう！
◆4～6歳の子どもと保護者

3/24㈰
午前10時～11時
※場所は西新井消防署上沼田 
出張所（江北3-40-24）

20組 無料

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
さらに上達！　
ウクレレレッスン（2日制）
◆ウクレレ経験者

2/9㈯・23㈯　
午後1時30分～3時 18人 1,600円

事前
ジャズ生演奏の夕べ 2/9㈯

午後6時30分～8時 40人 1,000円

さのけん玉ひろば
◆どなたでも

2/16㈯
午後1時30分～3時30分 10人 無料 当日

もしものための地震防災講座
正しい知識と家庭での備え

2/18㈪
午後1時30分～2時45分 16人 無料

事前
日本の文化「盆踊り」　基本を 
押さえて きれいに踊ろう（2日制）
◆小学5年生以上の方

2/19㈫、3/5㈫
午後3時～5時 15人 無料

産後ママのためのママフィット
with（ウィズ） ベビー
◆2カ月～あんよができる前の 
子どもと母親

2/21㈭
午前10時30分～11時30分 10組 560円

佐野写真サロン 2/23㈯
午前10時～正午 10人 100円 当日

宿場町の今と昔を巡る 
歴史散策ツアー 
インカム解説付き

2/25㈪
午前9時30分～正午
※北千住駅西口ペデスト
リアンデッキ集合

20人 510円

事前親子で行う運動プログラム　
楽しいボールゲーム
◆4歳～就学前の子どもと保護者

3/3㈰
午前10時30分～11時30分 15組 770円

サロン de（で） 脳カツ
◆おおむね50歳以上の方

3/6㈬
午前10時30分～正午 14人 150円

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限	 ☎…電話番号　	ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先	 ﾎ…ホームページアドレス　	ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P2左上を参照 9


