
■日時＝4月24日㈬、午後7時30分開演　※午後7時開場■場所＝
東京芸術センター21階・天空劇場■内容＝「R＆B」「H

ヒ ッ プ ホ ッ プ

IPHOP」「F
フ ァ ン ク

unk」
をベースとした、ジャンルにとらわれないバンドによるライブ■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

えんチャレ公演「D
ダ ー テ ィ ー

irty  P
ポ エ テ ィ ク ス

oetix L
ラ イ ブ

IVE」

■日程＝5月12日㈰■内容＝大迫力の映像番組「太陽　私たちの母
なる星」をプラネタリウムで上映／専門家による講演

天文講演会「太陽の謎に挑む」

■日程＝5月6日㉁■内容＝かつてのラジオ番組「ビリジアンハウ
ス」のパーソナリティー・新

あら

居
い

昭
あき

乃
の

（シンガーソングライター）の音
楽と生トークをプラネタリウムで楽しむ

ビリジアンハウス・ギャラクシー

来て 見て 話して ITサロン（4月・5月分）

表1　ITサロン（4月・5月分）日程等
場・問先 日程

生涯学習センター（学びピア21内）
☎5813-3730

4/3・10・17・24、5/1・8・15・22
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興 ☎3857-6537 4/13・20、5/11・18　いずれも土曜日

梅田 ☎3880-5322 4/7㈰・20㈯、5/5㈷

興本 ☎3889-0370 4/14・28、5/12・26　いずれも日曜日

江北 ☎3890-4522 4/13・27、5/11・25　いずれも土曜日

佐野 ☎3628-3273 4/6・20、5/4・18　いずれも土曜日

鹿浜 ☎3857-6551 4/2㈫・15㈪、5/7㈫・20㈪

新田 ☎3912-3931 4/6㈯・19㈮、5/4㈷・17㈮

竹の塚 ☎3850-3107 4/12㈮・18㈭、5/10㈮・16㈭

中央本町 ☎3852-1431 4/13・27、5/11・25　いずれも土曜日

東和 ☎3628-6201 4/11・25、5/9・23　いずれも木曜日

舎人 ☎3857-0008 4/9㈫、5/14㈫

花畑 ☎3850-2618 4/6㈯・19㈮、5/17㈮

■日程等＝表1■時間＝午後2
時～4時■対象＝中学生以上の
方■内容＝パソコンを囲んだ地
域交流の場　※1人1台のパソ
コンを使った講習会ではありま

せん。■費用＝1回200円（70
歳以上の方・障がいのある方は
140円。証明書提示）■申込＝
不要　※当日直接会場へ

―いずれも―
■時間＝午後7時～8時30分■対象＝小学生以上の方　※中学生
以下の方は保護者同伴■定員＝170人（3月30日、午前9時から先
着順）■費用＝500円　※高校生以下の方は100円■申込＝電話ま
たは窓口■場・申・問先＝ギャラクシティ	 ☎5242-8161

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

4/6～27の毎週土曜日
午前10時～正午

各
10組 無料

当日小・中学生のびのび広場
◆小・中学生

4/7～28の毎週日曜日、
29㈷・30㉁
午後1時～5時

各
15人 無料

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/14㈰・28㈰
午後2時～4時

各
6人 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
ママのための子育て英語

（7日制）
◆4カ月～1歳未満の子どもと母親

4/16～6/4の毎週火曜日
（4/30を除く）
午前10時～10時50分

10組 4,350円 事前
車いすダンスを楽しみましょう！
◆小学生以上の方

4/20㈯
午前10時～正午 20人 210円 当日用

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

5/7㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

事前

TOEIC（トーイック）L&R
600点突破応援講座（11日制）
◆16歳以上でTOEIC400点程度の
英語力の方

5/11～7/20の毎週土曜日
午前10時～正午 25人 16,582円

高齢者のための
暮らしに役立つネット通販体験
◆おおむね60歳以上で文字
入力のできるパソコン初心者

5/16㈭
午前10時～午後3時 20人 2,700円

女性のためのゆったりヨガ教室
Ａ・Ｂ（10日制）
◆16歳以上の女性
託児：3歳以下の子ども

5/17～7/19の毎週金曜日
Ａ：午前9時30分～10時30分
Ｂ：午前11時～正午

各
40人
（託児
Ａ：7人
Ｂ：8人）

5,300円
（託児付き
10,500円）

残したい記憶を絵日記のように描く　
記憶画講座（2日制）
◆おおむね60歳以上の方

5/17㈮・31㈮
午後1時30分～4時30分
※場所は東京未来大学

（千住曙町34-12）
30人 1,200円

購入前に知りたい！
スマホ・タブレットの基本
◆16歳以上でスマートフォン・
タブレット端末の購入を考えている方

5/23㈭
午前10時～正午 30人 1,100円

学びピアコンサート　
アンデス音楽のひと時　カルマンタ

5/26㈰
午後2時30分～4時30分 190人 1,000円

★中世を読み解く
「『日記』に見る中世」（3日制）

5/12・19・26 
いずれも日曜日
午後2時～4時

30人 1,500円 ﾕ
4/26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
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

4/12・19・26
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 事前

　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＝3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4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

2019年（平成31年）3月25日（第1803号）8

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
（4月・5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
子ども同伴もOK！
カラダすっきりヨガ

4/21㈰
午後1時～2時 16人 550円

事前

はじめての音遊び　
ベビーリトミック
◆首が据わった3カ月～ 
1歳未満の子どもと保護者

5/1㈷
午前10時～10時40分 10組 440円

伊興写真サロン 5/5㈷
午前10時～正午 10人 無料

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

5/9㈭・21㈫
午前10時～11時30分

各
10組

1回
1,080円

伊興のコーヒー店直伝　おいしい
アイスコーヒーの淹（い）れ方

5/11㈯
午前10時30分～11時30分 15人 890円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

5/12㈰
午後2時～4時
5/18㈯
午前10時～正午

各
10人 無料 当日

子どもバレエサークル体験
（2日制）
◆4歳～小学3年生

5/17㈮・24㈮
午後3時30分～4時30分 10人 20円 事前

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
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/13㈯・27㈯
午後2時～4時

各
15人 無料

事前

楽しく親子体操（5日制）
◆2・3歳の子どもと保護者 
託児：6カ月～就学前の子ども

5/7～6/4の毎週火曜日
午前9時30分～10時30分

25組
（託児

5人）

2,800円
（託児付き
4,850円）

ぴよぴよ教室｢体操＆読み語り｣
（4日制）
◆6カ月～1歳4カ月の子どもと保護者

5/8～29の毎週水曜日
午前10時～11時5分 17組 3,520円

親子でABC　Ａ・Ｂ（6日制）
◆Ａ：3カ月～1歳の子どもと保護者
◆Ｂ：2・3歳の子どもと保護者

5/9～6/13の毎週木曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
15組 4,500円

キッズ体操教室Ａ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

5/9～6/6の毎週木曜日
Ａ：午後3時40分～4時40分
Ｂ：午後4時50分～5時50分

各
30人 2,200円

Ｌコンサート　
ソプラノとピアノ
◆どなたでも

5/11㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

すくすくベビーマッサージ
◆3カ月～1歳未満の子どもと母親

5/14㈫
午前10時30分～正午 10組 1,020円

ヘルシーディナー
パエリア風ごはんと包み焼き

5/15㈬
午後6時～8時 20人 1,500円

イライラや不安、不眠解消に役立つ 
アロマタッチングケア
◆16歳以上の女性

5/28㈫
午後7時～8時30分 10人 1,560円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
大人のための朗読会　
300回記念

4/6㈯
午後1時30分～3時30分 60人 無料 当日

住宅ローンの仕組みと返済方法に 
ついて勉強してみよう

4/7㈰・17㈬
午前10時～11時30分

各
10人 無料

事前針と糸で編む　
ビーズステッチ教室

4/10・17・24
いずれも水曜日
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,540円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/13㈯・27㈯
午後1時～3時

各
30人 無料

当日フルートミニコンサート 
in（イン） 興本
◆どなたでも

4/21㈰
午前10時30分～11時 50人 無料

和室でゆったりヨガ（4日制）5/9～30の毎週木曜日
午前10時30分～正午 10人 4,000円

事前

大人のきれいな字の書き方
「平仮名楷書」編（4日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

5/10～31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）

初心者向けの油絵サークル
体験教室（4日制）

5/13～6/24の第2・4月曜日
午後7時～9時 10人 2,500円

親子トランポリン（7日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

5/14～6/25の毎週火曜日
午後3時30分～4時30分 15組 6,090円

知って、楽しく吹いてみよう
横笛ファイフ（6日制）

5/16～8/1の第1・3木曜日
午前10時～10時45分 6人 8,988円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/8㈪・22㈪
午後3時～4時30分

各
4人 無料 当日

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
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

4/18～6/20の毎週木曜日
（5/2・16・30、6/13を除く）
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
10組 4,800円

事前

ﾍ春満喫ウォーキングと
桜の染物体験、有機野菜ランチ

4/19㈮
午前10時～午後2時 20人 1,500円

花いっぱい
ハーバリウムづくり

4/22㈪
午前10時30分～正午 20人 1,900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

5/7㈫・21㈫
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

5/8～29の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,300円

大人のための字の書き方
「ひらがな楷書」編（4日制）

5/10～31の毎週金曜日
午前9時30分～11時 12人 2,600円

親子トランポリン（8日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

5/10～6/28の毎週金曜日
午後3時15分～4時15分 15組 6,960円

子どもトランポリン（8日制）
◆6歳～小学生

5/10～6/28の毎週金曜日
午後4時30分～5時30分 24人 3,040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（4日制）

5/10～31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

5/11・18・25
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

個別相談で安心 ファイナン
シャルプランナー相談会

5/12㈰・22㈬
午前10時～11時

各
5人 無料

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

5/13・20・27
いずれも月曜日
午前10時～10時50分

10組 3,240円

姿勢シャキッと教室 5/14㈫・28㈫
午後0時30分～1時30分

各
20人

1回
550円

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

5/15㈬
午後2時～3時30分 10組 1,000円

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）
5/17㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

天然石とワイヤーアートの
手づくりアクセサリー
◆小学5年生以上の方

5/24㈮
午後3時30分～6時30分 10人 1,040円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273

さの囲碁・将棋ひろば
◆小学生以上の方

4/7㈰・14㈰
午前9時～正午

各
10人

1回
200円

（小学生は初回・更
新時のみ100円） 当日

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/10㈬
午後3時30分～5時
4/21㈰
午前10時～11時30分

各
8人 無料

気軽に簡単　
指でごしごしパステルアート

4/16㈫
午後1時～3時 10人 700円

事前ワンコインでワンフレーズ！　
簡単おもてなし英語

4/19㈮
午後1時～2時 15人 500円

さのけん玉ひろば
◆どなたでも

4/20㈯
午後1時30分～3時30分 10人 無料

当日こども折り紙ひろば
◆小学生

4/21㈰
午後1時30分～3時30分 10人 無料

女性のためのヨガＡ・Ｂ
（5日制）
◆16歳以上の女性

5/7～7/30の第1・3・5火曜日
（5/21、7/16を除く）
Ａ：午後5時45分～6時45分
Ｂ：午後7時30分～8時30分

各
8人 2,800円

事前
親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

5/13～6/24の毎週月曜日
（6/10を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 5,220円

ちびっこ体操（7日制）
◆4歳～就学前の子ども

5/13～7/1の毎週月曜日
（6/10を除く）
午後3時30分～4時30分

15人 2,310円

小学生トランポリン（6日制）
◆小学生

5/13～6/24の毎週月曜日
（6/10を除く）
午後4時40分～5時40分

24人 2,280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


