
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（5月・6月分）申し込み方法は
9 面参照

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522

初めてのこけ玉づくり 5/20㈪
午前10時30分～正午 20人 1,100円

事前

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

6/1・8・15
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

親子で学ぶ護身術
◆5歳～小学生と保護者

6/2㈰
午前10時30分～正午 20組 640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

6/3・10・24
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

6/4㈫・18㈫
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

6/5～26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
「ひらがな行書」編（4日制）

6/7～28の毎週金曜日
午前9時30分～11時 12人 2,600円

骨盤のゆがみや腰痛を改善
優しいベリーダンス（8日制）
◆16歳以上の女性

6/7～7/26の毎週金曜日
午後1時30分～2時30分 20人 3,600円

身体を癒やして
女子力UP(アップ)
ナイトピラティス（4日制）
◆16歳以上の女性

6/7～28の毎週金曜日
午後7時～7時50分 20人 3,080円

花いっぱいハーバリウム
ランプ作り

6/10㈪
午前10時30分～正午 20人 2,900円

ゆかたをきれいに着て
夏祭りに行こう（5日制）
◆16歳以上の女性

6/12～7/10の毎週水曜日
午後1時30分～3時30分 15人 2,700円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
おはじきサッカー
特別集中講習

◆小学生以上の方
5/3㈷～5㈷
午後2時～4時

各
4人 無料

事前

竹ビーズで作るネックレス
（2日制）

5/7㈫・14㈫
午前10時～正午 16人 1,800円

夏でも涼しい日陰のお庭　
シェードガーデンを作ろう

5/11㈯
午前10時30分～正午 10人 500円

基礎からはじめる韓国語
サークル体験（2日制）

5/15㈬・29㈬
午後3時～4時 12人 無料

親子で楽しくえいご（4日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

5/20～6/24の毎週月曜日
（5/27、6/10を除く）
午前10時30分～11時30分

10組 4,000円

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

5/27㈪
午後1時～2時 12組 700円

誰でも素敵に仕上がる
大人の切り絵体験

6/3㈪
午前10時～正午 10人 700円

暮らしの中で楽しむ生け花 6/3㈪
午後2時～4時 10人 1,550円

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

6/3・17・24
いずれも月曜日
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

2歳からの親子体操
基礎体力編（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

6/7～7/12の毎週金曜日
午前10時～11時 20組 4,020円

4歳からのちびっこ体操
調整力アップ編（6日制）
◆4歳～就学前の子ども

6/7～7/12の毎週金曜日
午後3時30分～4時30分 40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）

6/8㈯
午後1時30分～3時 24人 無料

寄り道サロン　夏バテ解消
梅シロップ＆しそジュース

6/15㈯
午前10時30分～正午 12人 1,010円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
6/15㈯・26㈬
午後1時30分～3時30分

各
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
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー

◆どなたでも
5/11㈯
午後2時～4時 12人 無料

事前シニア向け
はじめてのタブレット講座
◆おおむね60歳以上の方

5/14㈫
午前10時～正午 20人 無料

新田うたごえひろば
◆どなたでも

5/18㈯
午後1時～2時30分 30人 200円 当日

新田地域学習センター 〒123-0865 新田2-2-2　☎3912-3931

パン教室「チーズパン」 5/25㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,250円

事前男の料理「花しゅうまいと
中華春雨スープ」ほか
◆おおむね60歳以上の男性

6/7㈮
午前10時30分～午後1時30分 16人 600円

竹の塚地域学習センター 〒121-0813 竹の塚2-25-17　☎3850-3107
わくわくサイエンス

「しゅわしゅわバスボムづくり」
◆小・中学生

6/9㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円 事前

歌声サロン「昭和歌謡」
◆どなたでも

6/12㈬
午後2時～4時 100人 500円 当日

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

6/14㈮・28㈮
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

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも

6/14㈮
午後3時30分～5時30分
6/22㈯
午後2時～4時

各
20人 無料 当日

ダンス公演「七色」
◆どなたでも

（小学生以下の方は保護者同伴）
6/16㈰
午後4時～6時 300人 1,000円 事前

tコンサート
サクソフォンコンサート
◆どなたでも

（小学生以下の方は保護者同伴）

6/30㈰
午後2時～4時 300人 1,000円 事前

【ネット不可】

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
5/4㈷・14㈫
午後2時～4時

各
10人 無料 当日

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

5/25㈯
午前10時～11時30分 20人 1,300円

事前

基礎から学ぶ空手教室
（3日制）
◆5歳～小学生

5/31、6/7・14
いずれも金曜日
午後6時30分～7時30分

20人 1,230円

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

6/1・8・15
いずれも土曜日
午後1時30分～4時

10人 3,000円

楽しい川柳（6日制） 6/5～8/21の第1・3水曜日
午後6時30分～8時 20人 1,800円

掃除のコツはプロに聞け！ 6/7㈮
午前11時～正午 30人 無料

筆ペン字上達講座（6日制） 6/7～7/12の毎週金曜日
午後7時～8時30分 15人 2,520円

親子でやってみよう
知育・体操(5日制)
◆2・3歳の子どもと保護者

6/14～7/12の毎週金曜日
午前10時～11時 35組 3,600円

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
5/2㉁・16㈭
午後3時～4時30分

各
20人 無料

事前

はじめてのチアダンス（5日制）
◆3・4歳の子ども

5/7～6/4の毎週火曜日
午後3時15分～3時45分 10人 2,300円

アロマでクラフトをしよう
（4日制）

5/15～6/5の毎週水曜日
午前10時～正午 16人 4,840円

男性のための料理教室
◆18歳以上の男性

5/17㈮
午後7時～9時 12人 1,500円

教えて先輩ママ
「トイレ トレーニング」
◆6カ月～1歳2カ月の子どもと保護者

5/21㈫
午前10時30分～正午 8組 500円

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008
親子で楽しむヨガ
◆7カ月～2歳の子どもと母親

5/10～31の毎週金曜日
午後1時～1時50分

各
15組

1回
600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
5/12㈰・26㈰
午後2時～4時

各
10人 無料 当日

ママと一緒に親子体操（5日制）
◆2・3歳の子どもと母親

5/13～6/10の毎週月曜日
午前10時～11時 15組 2,800円

事前

わくわくサイエンス教室
｢3Dスコープ｣
◆小学生

5/18㈯
午後2時～3時30分 10人 100円

華麗な足技 テコンドー
体験講座Ａ・Ｂ（2日制）
◆Ａ：小学生
◆Ｂ：中学生以上の方

5/23㈭・30㈭
Ａ：午後5時30分～7時
Ｂ：午後7時30分～9時20分

各
10人 20円

韓国語体験講座A・B・C（2日制）
◆Ａ：初心者
◆Ｂ：ハングル文字の読み書きができる方
◆Ｃ：ハングル文字が読める方

5/24㈮・31㈮
Ａ：午後2時～2時55分
Ｂ：午後3時～3時55分
Ｃ：午後4時～4時55分

各
20人 30円

筋力アップエクササイズ
（8日制）
◆16歳以上の男性

6/4～7/30の毎週火曜日
（7/16を除く）
午後8時～9時15分

15人 4,400円

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法 講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法



4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

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

花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618
誰でもできる
卓上カーリング（4日制）

5/9～30の毎週木曜日
午前10時～正午 20人 無料

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
5/11㈯・25㈯
午後2時～4時

各
20人 無料

小学生キッチン
「小松菜むしパンと焼きそば」

◆小学4～6年生
5/12㈰
午前10時～午後1時 20人 800円

事前

はにわ屋さんの手作り
おやつ付きアイスコーヒー教室

5/19㈰
午前10時～11時 12人 840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

5/23～6/27の毎週木曜日
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

こどもトランポリン（6日制）
◆5歳～小学生

5/23～6/27の毎週木曜日
午後4時40分～5時40分 24人 2,280円

葉桜薫る 怖い朗読会 5/25㈯
午後6時30分～7時30分 20人 無料

基礎から楽しい
ナイトフラダンス教室（3日制）
◆16歳以上の女性

6/3・10・24
いずれも月曜日
午後7時～8時

20人 1,980円

子どもの造形美術教室Ａ・Ｂ
（4日制）
◆Ａ：3歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

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

各
20人 1,820円

花畑の料理
「肉と青じそのロールフライ」

6/13㈭
午前10時～午後1時 20人 1,040円

知って親しむ文学歴史塾
「太宰治　津軽と斜陽の世界」

6/15㈯
午後1時30分～3時30分 25人 無料

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
入園前に差がつく
こどもリトミックＡ・Ｂ（3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

6/5･12･19
いずれも水曜日
Ａ：午前10時～10時45分
Ｂ：午前11時～11時45分

各
10組 3,150円

事前

骨盤ゆがみ改善
ペルビックストレッチ（7日制）
◆18歳以上の方

6/7～7/19の毎週金曜日
午前10時15分～11時15分 25人 3,500円

アンチエイジング・
ラテンエクササイズ（7日制）
◆18歳以上の方

6/7～7/19の毎週金曜日
午前11時30分～午後0時30分 25人 3,570円

骨盤の調整･筋膜ストレッチ
「ペルヴィス」（7日制）
◆18歳以上の方

6/11～7/30の毎週火曜日
（7/16を除く）
午前10時30分～11時40分

20人 3,920円

ナイトヨガ（7日制）
◆18歳以上の方

6/12～7/24の毎週水曜日
午後7時～8時30分 20人 3,710円

チャレンジ！　
親子体操教室Ａ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：1～2歳3カ月の子どもと保護者
◆Ｂ：2・3歳の子どもと保護者

6/22～7/27の毎週土曜日
（7/20を除く）
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時～11時50分

各
20組

親1人子1人
3,500円
親1人子2人
5,000円

チャレンジ体操教室Ａ・Ｂ
（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

6/22～7/27の毎週土曜日
（7/20を除く）
Ａ：午後1時～1時50分
Ｂ：午後2時～2時50分

各
25人 3,500円

4泳法入門(平泳ぎ)(4日制)
◆18歳以上の方

6/27～7/18の毎週木曜日
午後1時30分～2時20分 20人 3,320円

競泳スイムトレーニング（4日制）
◆50ｍ以上泳げる方

6/29～8/10の隔週土曜日
午後5時30分～7時20分 15人 4,800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。

アクア・エクササイズ 5/7～28の毎週火曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
20人

1回
600円

当日持
ワンポイントレッスン

5/7～28の毎週火曜日
午後3時30分～4時20分
5/8～29の毎週水曜日
午後0時45分～1時20分
5/10～31の毎週金曜日
午後7時45分～8時20分

なし 入場料
のみ

水中のびのびストレッチ
5/8～29の毎週水曜日
午後0時30分～0時45分
5/10～31の毎週金曜日
午後7時30分～7時45分

なし 入場料
のみ

小学生水慣れクラス（4日制）
◆泳げない小学生

6/4～25の毎週火曜日
午後5時30分～6時20分 10人 5,000円 事前

千住スポーツ公園 〒120-0044 千住緑町2-1-1　☎3879-7643
※千住スポーツ公園の催しの問い合わせは総合スポーツセンター（下記参照）へ
ママビクス（6日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

6/7～7/12の毎週金曜日
午後1時45分～2時45分 20組 4,020円

事前
親子ビクス（6日制）
◆1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

6/7～7/12の毎週金曜日
午後3時～4時 20組 4,020円

ひめトレプラス（9日制）
◆16歳以上の女性

6/24～9/9の毎週月曜日
（7/15、8/12･19を除く）
午後3時30分～4時30分

30人 4,950円

総合スポーツセンター 〒121-0063 東保木間2-27-1　☎3859-8211
ビギナーフットサル教室
◆16歳以上の初級者

5/3㈷
午後6時30分～8時30分 20人 700円

事前
各開催日の
1週間前から

受け付け

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

5/11㈯
午前9時～10時 20組 1,200円

ストレス発散にも効果大！
「女性限定フットサル教室」
◆16歳以上で競技歴1年以下の女性

5/11㈯
午前10時30分～正午 20人 600円

ボディーシェイプ（7日制） 6/4～7/16の毎週火曜日
午前11時～午後0時30分 30人 3,850円

事前姿勢改善ストレッチポール
（7日制）

6/14～7/26の毎週金曜日
午後7時15分～8時15分 30人 3,850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

小学生クロール習得（6日制）
◆浮き身･バタ足ができる小学生

6/1～7/13の毎週土曜日
（6/15を除く）
午後3時30分～4時20分

20人 5,520円

事前
小学生平泳ぎ習得（6日制）
◆クロールで25m以上泳げる小学生

6/1～7/13の毎週土曜日
（6/15を除く）
午後4時30分～5時20分

10人 5,520円

成人水泳教室初級（5日制）
◆16歳以上でけのびが5mできる方

6/19～7/17の毎週水曜日
午後1時30分～2時20分 10人 3,650円

初めてクロール（5日制）
◆16歳以上で浮き身ができる方

6/19～7/17の毎週水曜日
午後2時30分～3時20分 10人 3,650円

平野運動場 〒121-0076 平野2-12-1　☎3883-8079
ノルディックウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

5/8㈬･22㈬
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
5/10㈮･24㈮
午前10時30分～11時30分

各
20人

1回
310円

グラウンドゴルフ広場 5/20㈪
午前10時～11時30分 20人 310円 当日用

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法 講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法


