
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
ビーズステッチで 
手作り小物教室

2/14㈭・28㈭
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,500円 事前

インドカレー店で
「バレンタインに贈るナンづくり」
◆4歳～小学生と保護者

2/16㈯
午後3時～4時30分
※場所は青井3

10組 1,300円 事前
【ネット不可】

商店街で小さなお店作り　
五反野から始める起業セミナー

（3日制）
◆20歳以上の方

3/3・10・24
いずれも日曜日
午後1時～4時

13人 3,000円 事前

親子で行く足立清掃工場
見学ツアー
◆小学生と保護者

3/9㈯
午後1時30分～3時
※場所は西保木間4

10組 20円 事前
【ネット不可】

すくすくベビーマッサージ
◆3カ月～1歳未満の子どもと母親

3/12㈫
午前10時30分～正午 10組 1,020円

事前

パーソナルカラー
「センスアップ・色と形」
（3日制）
◆16歳以上の女性

3/16・23・30
いずれも土曜日
午後1時30分～4時

10人 3,000円

紙粘土で作るお菓子な
スイーツデコレーション
◆小学生以上の方

3/23㈯
午前10時～11時30分 20人 1,300円

ひとりでやってみよう
「3歳の器械体操」（3日制）
◆3歳の子ども

3/28㈭～30㈯
午後1時～2時 25人 2,280円

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201
ZUMBA（ズンバ）
音楽に合わせてフィットネスダンス

2/5～26の毎週火曜日
午前10時30分～11時30分

各
30人

1回
810円 当日持

キッズエクササイズ（4日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

2/15～3/8の毎週金曜日
午前11時30分～午後0時30分 12組 2,560円

事前

こども将棋大会
◆5歳～小学生

2/17㈰
午前9時～正午 50人 無料

指でかくお絵かきアートA・B
◆Ａ：16歳以上の方
◆Ｂ：どなたでも

Ａ：2/19㈫
午後1時30分～3時
Ｂ：2/23㈯
午後3時～4時30分

各
10人 700円

フットセラピー&
コンディショニング（5日制）

2/20～3/20の毎週水曜日
午前10時30分～11時40分 20人 2,750円

イムス葛飾ハートセンター連携講座
「カラダにやさしい心臓手術」
◆どなたでも

3/2㈯
午後1時30分～2時 60人 無料

イムス葛飾ハートセンター連携講座
「心臓とその病気を識（し）る」
◆どなたでも

3/2㈯
午後2時30分～3時 60人 無料

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

朝スッキリヨガ 2/9㈯・23㈯
午前10時～11時15分

各
15人

1回
500円

事前

わくわくサイエンス教室
「使い捨てカイロと秘密の手紙」
◆小学生

2/16㈯
午後2時～3時30分 10人 300円

ベビーマッサージ× 
ベビーエクササイズ（4日制）
◆首が据わった3カ月～あんよが 
できる前の子どもと母親

2/20～3/13の毎週水曜日
午前10時～11時 12組 3,180円

キッズエクササイズ（4日制）
◆あんよができる3歳以下の子どもと母親

2/20～3/13の毎週水曜日
午前11時30分～午後0時30分 12組 2,580円

ベビーハワイアンリトミック
（3日制）
◆6カ月～1歳6カ月の子どもと母親

2/21・28、3/7
いずれも木曜日
午前10時～10時45分

12組 2,970円

キッズハワイアンリトミック
（3日制）
◆1歳7カ月～3歳の子どもと母親

2/21・28、3/7
いずれも木曜日
午前11時～11時45分

12組 2,970円

童謡・叙情歌・フォークの
コーラス体験講座（2日制）

3/3㈰・17㈰
午後1時～3時 10人 無料

パパと一緒に親子体操
◆2・3歳の子どもと父親

3/10㈰
午前10時～11時 12組 560円

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

ユーモア川柳 2/10㈰
午後1時30分～4時 20人 800円 当日

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

2/23、3/2・9
いずれも土曜日
午後1時30分～3時30分

15人 1,820円 事前
「のこぎりキング」
冬のミニリサイタル
◆どなたでも

2/24㈰
正午～午後0時30分 30人 無料 当日

大人のための絵本サロン 2/26㈫
午後2時～3時30分 20人 無料

事前
色鮮やかなファーチャーム付き 
レインボーストラップ作り

2/27㈬
午前10時～正午 20人 1,730円

中学生キッチン
「さんまのかば焼き丼」
◆中学生

3/2㈯
午前10時～午後0時30分 20人 500円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

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

ジャパン フェスタ イン アダチ　鹿浜
◆どなたでも

2/23㈯
午前10時～午後4時 なし

無料
（場合により 
一部負担あり）

当日
寄り道サロン　手軽で簡単　
美味（おい）しい味噌（みそ）づくり

3/3㈰
午前10時～正午 12人 2,500円

事前メンズクラブ 親子で日帰り
キャンプ＆料理体験
◆小学生と父親

3/3㈰
午前10時～午後3時
※場所は都立舎人公園

10組 2,500円

鹿浜寄席
◆小学生以上の方

3/10㈰
午後2時～3時30分 20人 1,000円 当日

2歳からの親子体操  
お試しレッスン（2日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

3/15㈮・22㈮
午前10時～11時 10組 1,340円

事前
4歳からのちびっこ体操 
お試しレッスン（2日制）
◆3歳9カ月～就学前の子ども

3/15㈮・22㈮
午後3時30分～4時30分 15人 920円

小学生からのこども体操　
お試しレッスン（2日制）
◆4月に小学1年生になる 
5歳～小学5年生

3/15㈮・22㈮
午後4時40分～5時40分 15人 920円

はじめてのおはじきサッカー
◆どなたでも

3/16㈯
午後1時30分～3時30分 12人 無料 当日

新田地域学習センター 〒123-0865 新田2-2-2　☎3912-3931
おはじきサッカー新人戦

「フレッシュリーグ」
◆おはじきサッカー競技歴 
3年以下の方

2/10㈰
午前10時～午後4時 12人 無料 事前

【ネット不可】

新田うたごえひろば
◆どなたでも

2/16㈯
午後1時～2時30分 30人 200円

当日
新田ミニコンサート「ジャズ」2/17㈰

午後1時30分～3時 30人 900円

ﾍ料理教室「ほうれん草使い切り　 
キッシュ、スープ、プリン ほか」

2/23㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,600円

事前ヒップホップダンスを
格好よく踊ってみよう（5日制）
◆小学1～4年生

2/23～3/30の毎週土曜日
（3/16を除く）
午後1時30分～2時30分

20人 1,000円

健康みつけサロン
◆おおむね65歳以上の方

2/26㈫
午後1時30分～2時30分 25人 無料 当日

礼に始まる空手道　
空手サークル体験（4日制）
◆4歳以上の方

2/28～3/28の毎週木曜日
（3/21を除く）
午後7時～8時

20人 40円

事前

心配ごとをあんしんに
「スマホ・ケータイ安全教室」
◆おおむね60歳以上の方

3/1㈮
午前10時30分～11時30分 20人 無料

気楽にのびのびヨガ（3日制）
◆16歳以上の女性

3/6・13・20
いずれも水曜日
午後7時30分～8時30分

20人 1,680円

ﾍ
男の料理「とり手羽中と 
 うずらの卵の照り煮、 
のりレタスサラダ ほか」

◆おおむね60歳以上の男性

3/15㈮
午前10時30分～午後1時30分 12人 510円

竹の塚地域学習センター 〒121-0813 竹の塚2-25-17　☎3850-3107
ｔコンサート

「Smile time2
（スマイルタイムツー）」
◆小学生以上の方

3/2㈯
午後2時～3時 100人 500円 事前

【ネット不可】

ニコニコサロン
「リトミックとエクササイズ」A・B
（2日制）
◆Ａ：1～2歳6カ月の子どもと保護者
◆Ｂ：2カ月～1歳未満の子どもと保護者

3/8㈮・22㈮
Ａ：午前9時35分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時40分

各
25組 1,640円 事前

アクティブラーニング
「だれでも環境実験室」
◆どなたでも

3/10㈰
午前10時～午後5時 60人 無料 当日

手持ちの服が
ステンシルで大変身

3/15㈮
午後1時30分～4時30分 25人 2,900円 事前

竹の塚の本屋さんで
お仕事体験をしよう
◆小学生

3/16㈯
午前10時～正午
※場所は竹の塚6

4人 無料

事前
【ネット不可】

ｔコンサート
「春を呼ぶ芽吹きの和楽器コンサート」
◆小学生以上の方

3/16㈯
午後2時～4時 300人 1,000円

竹の塚こどもおしごとらんど
◆小学3～6年生

3/17㈰
午後0時30分～5時30分 70人 1,000円

わくわくサイエンス
「磁石のふしぎ」
◆小・中学生

3/23㈯
午前10時30分～11時30分 15人 200円 事前

ｔコンサート
「カラフトのトンコリと物語」
◆小学生以上の方

3/31㈰
午後2時～3時30分 300人 1,000円 事前

【ネット不可】

10 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）申し込み方法は
8面参照



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。

アクア・エクササイズ 2/5～26の毎週火曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
30人

1回
600円

当日持
サタデーナイト・アクア 2/9㈯･23㈯

午後6時30分～7時20分
各

20人
1回

600円
総合スポーツセンター 〒121-0063 東保木間2-27-1　☎3859-8211

ゆっくりエアロ
2/2～27の毎週日・月･水･土曜日

（2/11･16･20･24を除く）
午前9時30分～10時40分

各
50人

（水曜日は
各60人）

1回
500円

当日持

しっかりエアロ
2/2･9･23
いずれも土曜日
午前11時～午後0時10分

各
50人

1回
500円

アスレチックルームで
パーソナルトレーニング 
A〜C（4日制）

2/3～24の毎週日曜日
Ａ：午前10時～10時45分
Ｂ：午前11時～11時45分
Ｃ：午後4時～4時45分

各
1人 8,000円 事前

三世代アーチェリー
◆小学2年生以上の方 

（小学2･3年生は保護者同伴。
初参加の方は要問い合わせ）

2/3～24の毎週日曜日
午前10時～正午

各
18人

1回
550円

（小･中学生は
1回335円）

当日用

ソフトピラティス
2/4・18・25
いずれも月曜日
午前11時10分～午後0時20分

各
25人

1回
500円

当日持

ボクシングエクササイズ
2/4･18･25
いずれも月曜日
午後3時30分～4時40分

各
30人

1回
500円

ボールを間にコミュニケーションを 
「親子フットサル教室」
◆4歳～小学2年生と保護者

2/9㈯
午前9時～10時 10組 1,200円 事前

各開催日の
1週間前から

受け付け
ストレス発散にも効果大！

「女性限定フットサル教室」
◆16歳以上でフットサル経験 
1年以下の女性

2/9㈯
午前10時30分～正午 20人 600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

フィンスイミング教室 2/1～22の毎週金曜日
午後0時30分～1時20分

各
10人

1回
660円

当日持
マスターズ水泳教室
◆25m以上泳げる16歳以上の方

2/4・18・25
いずれも月曜日
午後7時30分～8時20分

各
15人

1回
660円

アクアエクササイズ
2/14・21・28
いずれも木曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
30人

1回
660円

平野運動場 〒121-0076　平野2-12-1　☎3883-8079

いきいきウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

2/8㈮･22㈮
午前10時30分～11時30分

各
20人

1回
310円

当日持
ノルディックウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

2/13㈬･27㈬
午前11時～正午

各
20人

1回
310円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618
大人からはじめる
クラシックバレエ教室

（4日制）
◆16歳以上の女性

3/2～23の毎週土曜日
午前11時～正午 16人 2,680円

事前

はじめての空手サークル
体験教室（3日制）
◆4歳以上の方

3/7・14・28
いずれも木曜日
午後6時30分～7時30分

20人 300円

大人からはじめる
トランポリン体験教室

3/11㈪・25㈪
午前10時～11時

各
7人

1回
100円

ノルディックウォーキングで
花畑を歩こう（2日制）

3/12㈫・26㈫
午後1時30分～3時 20人 820円

ママとふれあい 
ベビーオイルマッサージ
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

3/13㈬
午前10時～11時30分 10組 1,130円

ﾍ花畑の料理「ひなだん寿司（ずし）、 
にんじんと玉ねぎの田楽」

3/14㈭
午前10時～午後1時 20人 1,040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
からだ らくらくストレッチ

（3日制）
◆おおむね50歳以上の方

3/1･8･15
いずれも金曜日
午後1時30分～2時30分

20人 1,740円

事前

3歳からの水泳教室（4日制）
◆3歳～就学前の子ども

3/2～30の毎週土曜日
（3/16を除く）
午前10時30分～11時20分

15人 3,320円

キッズ水泳（4日制）
◆小学生

3/2～30の毎週土曜日
（3/16を除く）
午後4時30分～5時20分

20人 3,320円

こどもリトミックA･B（4日制）
◆A：1歳3カ月～2歳の子どもと 
保護者
◆B：1歳10カ月～3歳の子どもと 
保護者

3/6～27の毎週水曜日
Ａ：午前10時～10時45分
Ｂ：午前11時～11時45分

各
10組 4,200円

競泳スイムトレーニング
（3日制）
◆50m以上泳げる方

3/9･23･30
いずれも土曜日
午後5時30分～7時20分

15人 3,600円

ﾍ薬膳アドバイザーが教える 
食事方法と健康体操

3/11㈪
午後1時30分～2時30分 15人 10円

花めぐり　 
ノルディックウォーキング

3/28㈭
午前10時30分～午後0時30分 15人 900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。

水中のびのびストレッチ
2/1～22の毎週金曜日
午後7時30分～7時45分
2/6～27の毎週水曜日
午後0時30分～0時45分

なし 入場料
のみ

当日持

ワンポイントレッスン

2/1～22の毎週金曜日
午後7時45分～8時20分
2/5･12･26
いずれも火曜日
午後3時30分～4時20分
2/6～27の毎週水曜日
午後0時45分～1時20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

1月26日㈯、午前9時から受け付け開始（一部を除く） 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 11


