
表彰式＋映画上映会 開催！
■申・問先＝お問い合わせコールあだち（毎日、午前8
時～午後8時）� ☎3880-0039

　足立区の魅力を60秒以内で表現する
映像作品を募集した「第8回あだちワンダ
フルCMグランプリ（あだワン）」。計47件
（CM部門）の応募作品から選ばれたグラ
ンプリ・入賞作品の表彰式を開催します。
　今年は第3回あだワンのグランプリ受
賞者・川

かわ

島
しま

直
なお

人
と

さんの映画監督デビュー
作「高崎グラフィティ。」も特別に上映！�ぜひお越しください。
※映画の予告編やあらすじなど、くわしくは� 高崎グラフィティ。 検索検索

■日程＝3月30日㈯■時間等＝▷午後1時開始…あだワン表彰式　▷
午後2時開始…映画「高崎グラフィティ。」の上映■場所＝東京芸術セ
ンター2階・シネマブルースタジオ■対象＝中学生以上の方■定員＝
80人程度（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住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、参
加人数（2人まで）、「あだワン表彰式」をｿ（報道広報課�広報係）へハ
ガキで送付■期限＝3月8日㈮必着　※当選者のみ招待券を送付

一般観覧者
募集中！あだワン

CM
グランプリ

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
女性のためのパソコンお仕事
準備　エクセル編（3日制）
◆16歳以上で文字入力ができる
エクセル初心者の女性

3/5・12・19
いずれも火曜日
午前10時～午後3時

20人 7,200円 事前

高校生が集う　
オールあだち文化祭
◆どなたでも

3/17㈰
午前11時30分～午後5時30分 なし 無料 当日

ゼロからはじめる韓国語
（23日制）
◆16歳以上で初めて韓国語を学ぶ方

4/2～9/24の毎週火曜日
（4/30、7/23、8/13を除く）
午後7時～8時30分

30人 14,810円 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
ゼロからはじめる中国語

（22日制）
◆16歳以上で初めて中国語を学ぶ方

4/3～9/25の毎週水曜日
（5/1、7/24・31、8/14を除く）
午後7時～8時30分

25人 13,828円

事前

英語が話せなくても大丈夫！　
実践英語入門（20日制）
◆16歳以上で中学校卒業程度の
英語力の方

4/5～9/20の毎週金曜日
（5/3・31、7/26、8/9・23を除く）
午後7時～8時30分

28人 14,000円

文教大学連携　
続・あやしい「科学」　血液型と放射能

4/6㈯
午後2時～3時30分 50人 500円

特別展「国宝　東寺―空海と仏像
曼荼羅（まんだら）」NHK講演会

4/14㈰
午後2時～3時30分 200人 無料

心と体の癒やし　夜ヨガセラピー
Ａ・Ｂ（14日制）
◆Ａ：16歳以上の女性
◆Ｂ：16歳以上の方

4/17～7/24の毎週水曜日
（5/1を除く）
Ａ：午後6時10分～7時10分
Ｂ：午後7時30分～8時30分

各
35人 7,420円

初心者のためのパソコン
入門講座（3日制）

4/18・25、5/2
いずれも木曜日
午前10時～午後3時

20人 9,000円

★日本経済入門2019 
平成の30年間を振り返る

（3日制）

4/6・13・20 
いずれも土曜日
午後2時～4時

30人 1,500円 ﾕ
3/25必着

★大淵澄夫（おおぶち すみお）
スケッチ講座・足立再発見 
西新井大師（3日制）

4/11・18・25
いずれも木曜日
午後2時～4時
※4/11・18の場所は
西新井大師（西新井1）

30人 2,000円 ﾕ
3/28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
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

3/14㈭・28㈭
午後1時15分～2時15分

各
25人

1回
200円 当日

スマホで簡単！　図書館＆
センターホームページ活用術
◆基本的なパソコン・スマート
フォン操作ができる方

3/29㈮
午前10時30分～11時30分 4人 無料

事前
子ども同伴もOK！
カラダすっきりヨガ

3/31㈰
午前10時30分～11時30分 16人 550円

健康！　太極拳Ａ・Ｂ（11日制）
Ａ：基礎
Ｂ：経験者

4/2～6/11の毎週火曜日
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

こども体操（7日制）
◆小学生

4/9～5/28の毎週火曜日
（4/30を除く）
午後4時40分～5時40分

35人 2,310円

　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

！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝2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）。★マ
ークを除き、定員に達しない場合は3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、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

近所deまなびナビ 検索検索

■日時＝3月25日㈪、午後6時開演■場所＝東京芸術センター21
階・天空劇場■内容＝青空ピー介プー子とゲストによるお笑いラ
イブ■定員＝400人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝お問い合わせコールあだち（毎日、午前8時～午後8時）
� ☎3880-0039

えんチャレ無料公演　夜だけど青空寄席

千住落語会　桃
とう

月
げつ

庵
あん

白
はく

酒
しゅ

独演会　酔わせて魅せます！
■日時＝5月30日㈭、午後7時開演■場所＝シアター1010・11階劇
場■内容＝落語家・桃月庵白酒による「不動坊」ほか二席の落語会■
定員＝701人（▷電話・ホームページ…3月2日　▷窓口…3月4日　
※いずれも午前10時から先着順）■費用＝3,500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■申・問先＝シアター1010�☎5244-1011�
ﾎhttp://www.t1010.jp/

―いずれも―
※30分前開場
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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
（3月・4月分）



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
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

4/11㈭・16㈫
午前10時～11時30分

各
10組

1回
1,080円 事前

伊興おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/14㈰
午後2時～4時
4/20㈯
午前10時～正午

各
10人 無料 当日

心と体を育てる親子体操
（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

4/17～5/29の毎週水曜日
（5/1を除く）
午前10時～11時

15組 3,360円

事前
こどもバレエサークル体験（2日制）
◆4歳～小学3年生

4/19㈮・26㈮
午後3時30分～4時30分 10人 20円

こどもクラシックバレエ
サークル体験Ａ〜Ｃ（2日制）
◆Ａ：3～6歳の子ども
◆Ｂ：7～12歳の方
◆Ｃ：中学生～18歳の方

4/22㈪・29㈷
Ａ：午後4時30分～5時30分
Ｂ：午後5時30分～6時30分
Ｃ：午後6時30分～8時

各
10人 20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
わくわくサイエンス 
｢さくさくチョコ作り｣
◆小学生

3/29㈮
午前10時～11時30分 20人 200円

事前

こどもリトミック教室　
Ａ〜Ｃ（8日制）
◆Ａ：4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
◆Ｃ：2・3歳の子どもと保護者

4/8～7/8の第2・4月曜日、
7/29㈪
Ａ：午前9時40分～10時20分
Ｂ：午前10時30分～11時10分
Ｃ：午前11時20分～正午

各
15組 5,760円

気功（10日制）
4/12～6/28の毎週金曜日

（5/3・31を除く）
午前10時～11時

30人 4,500円

Lコンサート　ボサノヴァ・スプリングタイム
◆どなたでも

4/13㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

ﾍ日曜クッキング　 
春野菜を使ったおにぎり弁当

◆小学生以上の方 
（小学生は保護者の参加が必要）

4/14㈰
午前11時～午後1時30分 20人 1,500円 事前

【ネット不可】

キッズバレーボール
｢初心者クラス｣（6日制）
◆小学生

4/17～5/29の毎週水曜日
（5/1を除く）
午後4時～5時30分

20人 2,640円

事前
わいわいエアロビクス

（5日制）
4/20～5/25の毎週土曜日

（5/4を除く）
午前9時30分～10時40分

30人 2,750円

初めてのアロマスプレー作り　
好む香りと心理の関係
◆16歳以上の女性

4/23㈫
午後7時～8時30分 10人 1,460円

スイーツデコ　
樹脂粘土で作るクッキーブローチ
◆小・中学生

4/27㈯
午前10時30分～正午 10人 1,700円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

3/9㈯
午後1時～3時 30人 無料 当日

興本託児サポーター養成講座
（2日制）

3/12㈫・26㈫
午後2時～3時 10人 無料

事前住宅ローンのしくみと
返済方法

3/13㈬・24㈰
午前10時～11時30分

各
10人 無料

わ・す・れ・な・い　3・11　
チャリティーコンサート
◆どなたでも

3/16㈯
午後0時30分～1時30分 50人 無料

当日
童謡から昭和歌謡まで
楽しく歌おう　歌声サロン

3/17㈰
午後1時30分～3時 30人 750円

デジタル一眼レフカメラ　
初心者セミナー

3/24㈰
午前10時30分～正午 10人 540円

事前

元気活力アップ体操（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/1～5/27の毎週月曜日
（4/15・29、5/6・20を除く）
午後1時30分～3時

35人 2,250円

子どもクラシックバレエ教室
Ａ・Ｂ（12日制）
◆Ａ：3歳～小学1年生
◆Ｂ：小学2～6年生

4/4～6/27の毎週木曜日
（5/2を除く）
Ａ：午後3時45分～4時45分
Ｂ：午後5時～6時

各
15人 11,268円

夜間｢はじめてのピアノ教室」
（8日制）

4/10～6/19の毎週水曜日
（4/24、5/1・22を除く）
午後6時45分～7時45分

10人 8,864円

大人のきれいな字の書き方
「カタカナ」編（3日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

4/12・19・26
いずれも金曜日
午後1時30分～3時

12人
（託児

4人）

1,950円
（託児付き
3,450円）

親子リトミック（3日制）
◆4カ月～1歳の子どもと保護者

4/13・20・27
いずれも土曜日
午前9時40分～10時20分

30組 560円

3歳からの身体（からだ）づくり
運動遊び（6日制）
◆3歳～就学前の子ども

4/13～5/25の毎週土曜日
（5/4を除く）
午後3時30分～4時30分

15人 2,040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

4/22～6/24の毎週月曜日
（5/6・20、6/3・17を除く）
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
12組 4,800円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

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

3/9㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日 用

ママの骨盤ケア＆親子ふれあいタイム
◆あんよができる11カ月～
2歳の子どもと母親

3/20㈬、4/17㈬
午後2時～3時30分

各
10組

1回
1,000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）
3/22㈮、4/19㈮
午後3時30分～5時

各
15人

1回
110円

ネイティブ講師と楽しもう 
親子で英語教室（3日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

4/1・8・22
いずれも月曜日
午前10時～10時50分

10組 3,240円

親子ヨガで産後の骨盤をセルフケア
◆3カ月～1歳5カ月の子どもと母親

4/2㈫・16㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

子どもヒップホップダンス（12日制）
◆小学生

4/2～6/25の毎週火曜日
（4/30を除く）
午後5時～6時

20人 4,080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

4/3～24の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,300円

いつまでも健康を維持
元気いきいき体操（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/5～6/14の毎週金曜日
（5/3を除く）
午後1時30分～3時

35人 4,500円

子どもクラシックバレエ
（12日制）
◆小学1～3年生の女子

4/5～6/28の毎週金曜日
（5/3を除く）
午後5時～6時

15人 6,600円

心も身体もスッキリ爽快 
ピラティスストレッチ（4日制）

4/5～26の毎週金曜日
午後8時～8時50分 20人 3,080円

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

4/6・13・20
いずれも土曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時～11時50分

各
10組 3,240円

姿勢シャキッと教室 4/9㈫・23㈫
午後0時30分～1時30分

各
20人

1回
550円

大人からはじめるピアノ教室
（10日制）
◆16歳以上の初心者

4/9～6/18の毎週火曜日
（4/30を除く）
午後6時45分～7時45分

10人 11,664円

個別相談で安心 
ファイナンシャルプランナー相談会

4/14㈰・24㈬
午前10時～11時

各
5人 無料

古典文学講座「声に出して読む 
『平家物語』」第4期（4日制）

4/16、5/21、6/18、7/23
いずれも火曜日
午後2時～4時

20人 無料

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
誰でも素敵に仕上がる
大人の切り絵体験

3/4㈪
午前10時～正午 10人 700円

事前

さらに上達！　
ウクレレレッスン（2日制）
◆ウクレレ経験者

3/9㈯・23㈯
午後1時30分～3時 18人 1,600円

ワンコインでワンフレーズ！　
簡単おもてなし英語

3/15㈮
午後1時～2時 15人 500円

北千住散策ツアー
宿場町通りの東と西　
インカム解説付き

3/18㈪
午前9時30分～正午
※北千住駅西口交番前集合

20人 510円

シニアのための
「らくらくスマートフォン」入門
◆おおむね60歳以上の方

3/18㈪
午後1時30分～3時 20人 無料

ちびっこ体操体験会
◆4歳～就学前の子ども

3/18㈪・25㈪
午後3時30分～4時30分

各
8人

1回
330円

ハンドメイドで交流サロン
ペンケース

3/19㈫
午前10時～正午 16人 300円 当日

水引きで作る春のブローチ 3/23㈯
午後2時～4時 12人 1,100円

事前おはじきサッカー　春期入門講習会
◆小学生以上の方

3/26㈫～28㈭
午後1時～3時

各
4人 無料

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

音楽に合わせてズンバを踊ろう
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

4/1～22の毎週月曜日
午前10時30分～11時30分

各
30人

（託児
6人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

事前

元気いきいき体操（6日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/10～5/22の毎週水曜日
（5/1を除く）
午前10時～11時30分

40人 3,060円

身体にやさしい太極拳
（11日制）

4/11～6/27の毎週木曜日
（5/2を除く）
午後1時30分～3時

30人 4,950円

2歳からの親子体操　
スキンシップ編（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

4/12～5/24の毎週金曜日
（5/3を除く）
午前10時～11時

20組 4,020円

4歳からのちびっこ体操　
基礎体力編（6日制）
◆4歳～就学前の子ども

4/12～5/24の毎週金曜日
（5/3を除く）
午後3時30分～4時30分

40人 2,760円

小学生からのこども体操　
基礎体力編（6日制）
◆小学生

4/12～5/24の毎週金曜日
（5/3を除く）
午後4時40分～5時40分

45人 2,760円

パラスポーツを体験しよう！
ボッチャ広場
◆どなたでも 

（就学前の子どもは保護者同伴）

4/13㈯
午後1時30分～3時 24人 無料

■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




