
講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/4㈭・18㈭
午後3時～4時30分

各
20人 無料 当日

アロマでクラフトをしよう
（4日制）

4/10～5/8の毎週水曜日
（5/1を除く）
午前10時～正午

16人 4,840円 事前
なつメロ広場
◆どなたでも

4/11㈭
午後2時～4時 60人 500円 当日

親子でスキンシップ
ベビーマッサージ（4日制）
◆2カ月～1歳未満の子どもと保護者

4/12～5/17の第2・3金曜日
午前10時～11時 12組 3,860円

事前
手作りコッペパンで楽しむ
イースター
◆中学生以上の方

4/21㈰
午前10時～午後1時30分 16人 1,500円

ヘルシーエクササイズ
（5日制）

4/22～6/10の毎週月曜日
（4/29、5/6・20を除く）
午前10時30分～正午

25人 2,550円

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/7㈰・21㈰
午後2時～4時

各
10人 無料

当日
万華鏡を作ろう
◆3歳～中学生

4/21㈰
午後2時～3時 16人 無料

ママと一緒に親子体操
体験コース
◆2・3歳の子どもと母親

4/22㈪
午前10時～11時 15組 560円

事前

子ども体操 体験コースＡ・Ｂ
◆Ａ：3・4歳の子ども
◆Ｂ：4～6歳の子ども

4/22㈪
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後4時40分～5時40分

Ａ：
15人
Ｂ：
20人

440円

親子で楽しむヨガ
◆7カ月～2歳の子どもと母親

4/26㈮
午後1時～1時50分 15組 600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

5/8～29の毎週水曜日
午前10時～11時 12組 3,180円

パパと一緒に親子体操
◆2・3歳の子どもと父親

5/12㈰
午前10時～11時 12組 560円

キッズエクササイズ
◆あんよができる3歳以下の
子どもと母親

5/15㈬・29㈬
午前11時15分～午後0時15分

各
12組

1回
670円

花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618
ふしぎや石橋の
スプリングマジックショー
◆どなたでも

4/6㈯
正午～午後0時30分 30人 無料 当日

和の心を学ぶ着付け教室
（5日制）
◆16歳以上の女性

4/16～5/21の毎週火曜日
（4/30を除く）
午前10時～正午

15人 2,700円

事前

歌って心と体を健康に！　
女声コーラス教室（4日制）
◆16歳以上の女性

5/8～29の毎週水曜日
午前10時～正午 20人 2,600円

ノルディックウォーキングで
花畑を歩こう（2日制）

5/8㈬・22㈬
午後1時30分～3時 20人 820円

花畑の料理「タンドリーチキンと
あじさいゼリー」

5/9㈭
午前10時～午後1時 20人 1,040円

大人からはじめる
クラシックバレエ教室（3日制）
◆16歳以上の女性

5/11・18・25
いずれも土曜日
午前11時～正午

16人 2,010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

5/15㈬
午前10時～11時30分 10組 1,130円

ゼロから学ぶ韓国語 
入門講座Ａ・Ｂ（7日制）

5/16～6/27の毎週木曜日
Ａ：午後3時40分～4時40分
Ｂ：午後5時30分～6時30分

各
15人 3,850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

5/18・25、6/1
いずれも土曜日
午後1時30分～3時30分

15人 1,820円

親子陶芸教室　父の日に
贈ろうマグカップ作り
◆小学生と父親

5/18㈯
午後1時30分～4時30分 8組 2,520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
4泳法「クロール・背泳ぎ」
中級・上級（4日制）
◆18歳以上の方

5/8～29の毎週水曜日
午後1時30分～2時20分 20人 3,320円

事前

親子水遊び教室（5日制）
◆オムツの取れた2歳～
就学前の子どもと保護者

5/12～6/9の毎週日曜日
午前11時30分～午後0時20分 20組 4,350円

はじめての水慣れ（4日制）
◆3歳～就学前の子ども

5/13～6/10の毎週月曜日
（5/20を除く）
午後3時30分～4時20分

15人 3,320円

4泳法「クロール・背泳ぎ」
入門（5日制）
◆18歳以上の方

5/16～6/13の毎週木曜日
午後1時30分～2時20分 20人 4,150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
俳句・川柳ふれあいサロン
◆どなたでも

5/4㈷
午後3時～4時30分 15人 無料

当日しかはま将棋道場
◆小学生以上の方

5/5㈷
午後2時～4時 15人

200円
（小・中学生
は50円）

春のかわいいお手軽
ビーズアクセサリー作り
◆小学生

5/12㈰
午後1時30分～3時 20人 300円 事前

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

5/18㈯・22㈬
午後1時30分～3時30分

各
12人 無料 当日

山崎製パン　てりたまサンドと
いちごのカップサンドＡ・Ｂ
◆4歳～小学3年生と保護者

5/19㈰
Ａ：午前11時～午後0時30分
Ｂ：午後2時～3時30分

各
12組 300円

事前
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

5/20㈪・27㈪
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）

新田地域学習センター 〒123-0865 新田2-2-2　☎3912-3931
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㈯・21㈰
午後2時～4時

各
12人 無料 当日

パン教室　
アーモンドクラウン

4/20㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,250円 事前

新田うたごえひろば
◆どなたでも

4/20㈯
午後1時～2時30分 30人 200円

当日健康みつけサロン
◆おおむね65歳以上の方

4/23㈫
午後1時30分～2時30分 25人 無料

ちびっこ体操（7日制）
◆4歳～就学前の子ども

4/24～7/24の第2・4水曜日
午後3時30分～4時30分 20人 3,080円

事前
こども体操（7日制）
◆小学生

4/24～7/24の第2・4水曜日
午後4時40分～5時40分 20人 3,080円

ハワイアンキルトで
ティッシュカバーを作ろう
（2日制）

5/10㈮・24㈮
午前10時～正午 10人 2,000円

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

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/6㈯
午後2時～4時
4/19㈮
午後3時30分～5時30分

各
12人 無料 当日

楽しく親子体操 体験会
◆2・3歳の子どもと保護者

4/23㈫
午前10時30分～11時30分 15組 560円

事前
楽しく親子体操（8日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

5/14～7/2の毎週火曜日
午前10時30分～11時30分 15組 4,480円

ニコニコサロン
「五感リトミック」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

5/17㈮・31㈮
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

ｔコンサート
「竹の塚　Oldies live
（オールディーズライブ）」
◆どなたでも

5/18㈯
午後2時～4時 300人 1,000円 事前

【ネット不可】

わくわくサイエンス
「ペットボトルロケットを作ろう」
◆小・中学生

5/19㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円 事前

みんなで創ろう
鉄道ミュージアム
◆どなたでも

5/26㈰
午前10時～午後4時 50人

100円
（中学生以下
の方は無料）

当日
中央本町地域学習センター 〒121-0011 中央本町3-15-1　☎3852-1431
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会
◆どなたでも

4/6㈯・14㈰
午後2時～4時

各
10人 無料 当日

こども体操 1日体験Ａ・Ｂ
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～4年生

4/16㈫
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後4時40分～5時40分

各
40人 410円 事前

インドカレー店で
「ナン焼きグランプリに挑戦」
◆4歳～小学生と保護者

4/20㈯
午後3時～4時30分
※場所は青井3

10組 1,400円 事前
【ネット不可】

おもちゃの病院
◆どなたでも

4/21㈰
午後1時～4時 16人

無料
（場合により
一部負担あり）

当日
こども体操Ａ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～4年生

5/7～6/4の毎週火曜日
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後4時40分～5時40分

各
40人 2,050円

事前ﾍ
大人の農業体験教室
 「はじめての春夏野菜作り」
（4日制）

5/12、6/2、7/7、8/4
いずれも日曜日
午前10時～11時
※場所は栗島小学校

10人 1,040円

ママ＆ベビーリズムビクス
（7日制）
◆5カ月～1歳の子どもと母親

5/13～7/1の毎週月曜日
（6/10を除く）
午前10時30分～11時30分

20組 4,340円

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201
飛ばない！　跳ねない！
簡単ズンバ

4/2～23の毎週火曜日
午前11時15分～正午

各
30人

1回
650円 当日持

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（4月・5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

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

親子トランポリン（7日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

5/8～7/3の毎週水曜日
（5/15・22を除く）
午前10時30分～11時30分

15組 5,250円

事前
ママビクス（8日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

5/9～6/27の毎週木曜日
正午～午後1時 20組 5,360円

親子ビクス（8日制）
◆1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

5/9～6/27の毎週木曜日
午後1時15分～2時15分 20組 5,360円

ちびっこ体操（10日制）
◆4歳～就学前の子ども

5/10～7/19の毎週金曜日
（5/31を除く）
午後3時30分～4時30分

40人 3,400円

こどもトランポリン（8日制）
◆4歳～小学生

5/10～7/5の毎週金曜日
（5/31を除く）
午後4時40分～5時40分

24人 3,040円 ﾕ
4/10必着

こども体操（10日制）
◆小学生

5/10～7/19の毎週金曜日
（5/31を除く）
午後4時40分～5時40分

40人 3,400円

事前

テニス ステップアップ教室
（8日制）
◆16歳以上の初級者

5/11～6/29の毎週土曜日
（予備日7/6・13・20）
午前9時30分～11時

26人 13,040円

キッズダンス 入門編（8日制）
◆小学生

5/14～7/9の毎週火曜日
（5/28を除く）
午後4時～5時

15人 4,000円

障がい者こどもトランポリン
（8日制）
◆知的障がいのある小学生～高校生
（保護者同伴）

5/14～7/2の毎週火曜日
午後4時30分～6時
※場所は佐野地域学習センター

20人
3,424円
（小・中学生
は2,248円）

キッズダンス（16日制）
◆小学生

5/14～7/9、8/20～10/8
の毎週火曜日
（5/28を除く）
午後5時～6時

15人 8,000円

障がい者ちびっこトランポリン
（8日制）
◆障がいのある3歳～小学生
（保護者同伴）

5/15～7/3の毎週水曜日
午後1時40分～3時 15人 2,248円

ジュニアランニングスクール
Ａ・Ｂ（10日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

5/20～9/2の毎週月曜日
（5/27、6/10、7/8～22、
8/12を除く）
Ａ：午後4時～5時
Ｂ：午後5時～6時

各
25人 5,000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
子どもの水泳教室　クロール基礎・
背泳ぎキック（6日制）
◆けのびができる4歳～小学生

5/20～7/1の毎週月曜日
（6/10を除く）
午後4時30分～5時20分

10人 5,520円

事前腰痛改善教室（4日制） 5/22～6/12の毎週水曜日
午後0時30分～1時20分 15人 2,920円

成人水泳教室 初級（4日制） 5/22～6/12の毎週水曜日
午後1時30分～2時20分 10人 2,920円

初めてクロール（4日制） 5/22～6/12の毎週水曜日
午後2時30分～3時20分 10人 2,920円

平野運動場 〒121-0076　平野2-12-1　☎3883-8079

グラウンドゴルフ広場 4/1㈪・15㈪
午前10時～11時30分

各
20人

1回
310円 当日用

ノルディックウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

4/10㈬・24㈬
午前11時～正午

各
20人

1回
310円 当日持いきいきウォーキング

◆おおむね60歳以上の方
4/12㈮・26㈮
午前10時30分～11時30分

各
20人

1回
310円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

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
小学生水泳教室Ａ・Ｂ
（7日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学生

5/19～6/30の毎週日曜日
Ａ：午後1時30分～2時20分
Ｂ：午後2時30分～3時20分

各
25人 3,710円

事前ピラティスＡ・Ｂ（4日制）
◆18歳以上の方

5/21～6/11の毎週火曜日
Ａ：午前10時～11時
Ｂ：午前11時30分～午後0時30分

各
10人 2,000円

カーディオ・キックボクシング
（5日制）

5/23～6/27の毎週木曜日
（6/6を除く）
午後7時30分～8時30分

20人 3,050円

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

5/24～6/28の毎週金曜日
午後3時30分～4時30分 15組

親1人子1人
5,220円
親1人子2人
7,500円

ﾕ
4/10必着

こどもトランポリン（6日制）
◆5歳～小学生

5/24～6/28の毎週金曜日
午後4時40分～5時40分 24人 2,280円

初めての気功・太極拳
（5日制）

5/28～6/25の毎週火曜日
午後1時15分～2時45分 20人 2,300円

事前成人水泳 中級・上級
（5日制）
◆クロールで25ｍ泳げる16歳以上の方

5/31～6/28の毎週金曜日
午後2時30分～3時20分 10人 4,150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。
小学生水慣れお試しクラス
◆泳げない小学生

4/25㈭
午後4時30分～5時20分 10人 1,000円 事前

はじめて平泳ぎＡ・Ｂ（8日制）
◆クロールで25ｍ泳げる小学生

Ａ：5/7～6/25の毎週火曜日
午後4時30分～5時20分
Ｂ：5/10～6/28の毎週金曜日
午後5時30分～6時20分

Ａ：
20人
Ｂ：
10人

5,000円 ﾕ
4/10必着

小学生水慣れクラス（4日制）
◆泳げない小学生

5/7～28の毎週火曜日
午後5時30分～6時20分 10人 5,000円 事前

たのしい水泳（8日制）
◆5歳～就学前の子ども

5/9～6/27の毎週木曜日
午後4時30分～5時20分 20人 5,200円

ﾕ
4/10必着はじめてクロールＡ・Ｂ

（8日制）
◆小学生

Ａ：5/9～6/27の毎週木曜日
午後5時30分～6時20分
Ｂ：5/10～6/28の毎週金曜日
午後4時30分～5時20分

Ａ：
20人
Ｂ：
10人

5,000円

大人の昼のクロール息継ぎ
（4日制）
◆呼吸なしクロールができる16歳以上の方

5/10～31の毎週金曜日
午後0時30分～1時20分 10人 4,000円

事前大人の夜の初めてバタフライ
（5日制）
◆クロールで25ｍ泳げる16歳以上の方

5/16～6/13の毎週木曜日
午後6時30分～7時20分 10人 6,500円

親子水遊び教室（5日制）
◆オムツの取れた2歳～
就学前の子どもと保護者

5/25～6/29の毎週土曜日
（6/15を除く）
午前11時30分～午後0時20分

20組 4,350円 ﾕ
4/10必着

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

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

4/13㈯・27㈯
午前9時～10時

各
10組

1回
1,200円

事前
各開催日の
1週間前から
受け付け

卓球教室 初級・中級
（9日制）
◆初級：16歳以上の初級者
◆中級：フォア・バック・ツッツキの
ラリーを各50本以上できる16歳以上の方

5/7～7/9の毎週火曜日
（5/28を除く）
午後3時30分～5時30分

各
16人 8,190円 ﾕ

4/10必着

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

3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


