
10 学びで絆（きずな）を強めてみませんか 生涯学習施設・スポーツ施設の講座申し込み方法は
9 面参照

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

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
本場アメリカ仕込み 
元プロ選手から教わる
バスケットA・B
◆Ａ：小学3～6年生
◆Ｂ：中学生

6/30㈰
Ａ：午後6時40分～7時40分
Ｂ：午後7時50分～8時50分

各
50人 950円

事前

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

7/2㈫
午後0時30分～1時30分 20組 460円

子どもヒップホップダンス
（10日制）
◆小学生

7/2～9/24の毎週火曜日
（7/16、8/13、9/17を除く）
午後5時～6時

20人 3,400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

7/3～31の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,300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

7/4～18、9/5～26の
毎週木曜日

（9/12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

大人のための字の書き方
「ひらがな連綿編」（3日制）

7/5・12・19
いずれも金曜日
午前9時30分～11時

12人 1,950円

身体を癒やして 女子力U
アップ

P
ナイトピラティス（4日制）
◆16歳以上の女性

7/5～26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
アクセサリーづくりA・B・C

7/8㈪
Ａ：午前10時～11時30分
Ｂ：午前10時30分～正午
Ｃ：午前11時～午後0時30分

A・B：
各7人
C：6人

1,200円

個別相談で安心 ファイナン
シャルプランナー相談会

7/14㈰・24㈬
午前10時～11時

各
4人 無料

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

7/17㈬
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）

7/19㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
福祉まつり
ハート＆ハート2019
◆どなたでも

6/2㈰
午前10時～午後3時 なし 無料 当日

タヒチアンキルトで作る
大きめフリーシート（4日制）

6/11・25、7/9・30
いずれも火曜日
午前10時～正午

16人 4,500円

事前
歴史散策ツアー 
日本堤から浅草寺を巡る

6/12㈬
午後1時～3時30分
※三ノ輪駅3番出口集合

20人
300円

（交通費
は実費）

親子で簡単 
サンドイッチ教室A・B

◆4歳～小学3年生と保護者

6/23㈰
Ａ：午前11時～正午
Ｂ：午後2時～3時

各
12組 300円 事前

【ネット不可】

初めての着付け 浴衣を
自分で着てみよう（2日制）
◆16歳以上の女性

6/30㈰、7/7㈰
午後2時～4時 16人 1,100円

事前
サロン d

で

e 脳カツ
◆おおむね50歳以上の方

7/3㈬
午前10時30分～正午 12人 150円

鹿浜地域学習センター 〒123-0864 鹿浜6-8-1　☎3857-6551
大人から始める
やさしいバレエ体験（3日制）
◆16歳以上の女性

6/19・26、7/3
いずれも水曜日
午前10時30分～正午

15人 30円

事前
寄り道サロン
夏バテ防止 薬膳おかゆ
で美容と健康づくり

6/30㈰
午前10時30分～午後0時30分 12人 1,510円

クラシックバレエ
お試しレッスン（3日制）
◆4歳～小学３年生

7/3・10・17
いずれも水曜日
午後3時45分～4時50分

10人 30円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
7/20㈯・24㈬
午後1時30分～3時30分

各
12人 無料 当日

鹿浜メンズクラブ 
パパと一緒にドキドキ実験教室
◆小学生と父親

7/27㈯
午後1時30分～3時30分 10組 1,020円 事前

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

パン教室 コッペパン 6/15㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,250円

事前

手づくりアクセサリー
草木染めの糸で
手まりネックレスを作ろう

6/18㈫
午前10時～午後0時30分 10人 2,050円

パン教室 ベーコン＆
ベジタブルブレッド

◆16歳以上で新田パン教室
に参加経験のある方

6/19㈬
午前10時30分～午後1時30分 8人 2,000円

親子サンドイッチ教室 カレー
風味の卵サンドイッチ ほか

◆4歳～小学3年生と保護者
6/22㈯
午前11時～午後0時30分 12組 300円

料理教室 バジルソースパス
タと豆腐のカプレーゼ ほか

6/23㈰
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,600円

親子料理教室 給食メニュー
ビビンバとわかめスープ ほか

◆小学生と保護者
6/29㈯
午前10時30分～午後1時30分 8組 2,320円

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

ちびっこ体操（9日制）
◆3歳～就学前の子ども

7/1～9/30の第1・4・5月曜日、
8/19㈪
午後3時30分～4時30分

15人 5,940円 事前
tコンサート

「真夏のフラメンコダンス」
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

7/14㈰
午後2時～3時30分 300人 1,000円 事前

【ネット不可】

わくわくサイエンス
「磁石が大好きなスライム君」
◆小・中学生

7/21㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円

事前夏休み短作文教室（3日制）
◆小学2～6年生

（小学2年生は保護者同伴）

7/23・30、8/6
いずれも火曜日
午前10時～11時

20人 3,150円

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
6/1㈯・9㈰
午後2時～4時

各
10人 無料 当日

インドカレー店で「お父さん
が喜ぶナン作り講座」
◆4歳～小学生と保護者

6/15㈯
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】平田農園で農業体験をしよう
「じゃがいもの収穫」
◆4歳～小学生と保護者

6/23㈰（予備日6/30㈰）
午前10時～正午
※場所は青井6

20組 500円

はじめての相撲甚句 入門
（2日制）

7/1㈪・15㈷
午後1時30分～3時 10人 800円

事前
普通救命講習会

「救命技能認定証を取得」
7/6㈯
午前9時～正午 20人 1,400円

合気道サークル体験講座
（4日制）
◆小学生以上の方

7/6～27の毎週土曜日
午後7時～8時 20人 40円

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201
はじめてのチアダンス（5日制）
◆3・4歳の未経験者

6/11～7/9の毎週火曜日
午後3時15分～3時45分 10人 2,300円

事前

アロマでクラフトをしよう
（4日制）

6/19～7/10の毎週水曜日
午前10時～正午 16人 4,840円

イムス葛飾ハートセンター連携
講座「食事のバランスを考える」

◆どなたでも
6/22㈯
午後1時30分～2時 60人 無料

夏バテ予防
鶏
けいはん

飯でカフェごはん
◆中学生以上の方

6/23㈰
午前10時30分～午後1時 16人 1,500円

親子でつくろう 
夏野菜のフォカッチャ

◆小学生と保護者
6/30㈰
午前10時30分～午後1時30分 8組 1,600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

6/7～28の毎週金曜日
午後1時～1時50分

各
15組

1回
600円

事前

オカリナサークル体験
（3日制）

6/12・26、7/10
いずれも水曜日
午後1時30分～3時

20人 1,080円

楽しく誰でも簡単に踊れる
フラダンス体験（2日制）
◆16歳以上の女性

6/18㈫・7/2㈫
午後1時～1時30分 10人 220円

金曜夜フラダンス体験A・B
（2日制）

Ａ：6/28㈮、7/5㈮
Ｂ：7/19㈮・26㈮
午後7時45分～9時25分

各
10人 20円



5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時は講座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
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花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618
卓上カーリング大会
◆どなたでも

6/2㈰
午前10時～午後2時 20人 500円

事前
誰でもできる卓上カーリング
◆どなたでも

6/6～27の毎週木曜日
午前10時～正午

各
20人 無料

浴衣着付け教室（3日制）
◆16歳以上の女性

6/24、7/1・8
いずれも月曜日
午後1時30分～3時30分

15人 990円

懐かしの昭和歌謡コンサート
◆どなたでも

6/30㈰
正午～午後0時30分 30人 無料 当日

基礎から楽しい
ナイトフラダンス教室（4日制）
◆16歳以上の女性

7/1～29の毎週月曜日
（7/15を除く）
午後7時～8時

20人 2,640円

事前

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

7/3㈬・17㈬
午前10時～11時30分

各
10組

1回
1,130円

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

7/6～27の毎週土曜日
午前11時～正午 16人 2,680円

小学生キッチン「夏野菜
カレーとサイダーゼリー」

◆小学4～6年生
7/7㈰
午前10時～午後1時 20人 800円

花畑の料理
「酢豚とわかめサラダ」

7/11㈭
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

朝のショートレッスン 6/5～26の毎週水曜日
午前9時15分～10時

各
20人

1回
300円

当日持ナイト･ピラティス 6/7～28の毎週金曜日
午後7時30分～8時30分

各
30人

1回
450円

みんなのボッチャ広場 6/14㈮
午後3時30分～5時 20人

310円
（中学生以下
の方は110円）

ストレッチ＆ウォーク（5日制）
◆20歳以上の方

7/1～8/5の毎週月曜日
（7/15を除く）
午前11時～正午

20人 3,000円

事前
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

7/10～31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

フィットネス･
キックボクシング（5日制）

7/11～8/8の毎週木曜日
午後7時30分～8時30分 20人 3,050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 6/4㈫･11㈫
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

6/4㈫･11㈫
午後3時30分～4時20分
6/5～26の毎週水曜日
午後0時45分～1時20分
6/7～28の毎週金曜日
午後7時45分～8時20分

なし 入場料
のみ

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。
クロール息継ぎクラスA･B

（4日制）
◆呼吸無しクロールができる小学生

Ａ：7/1㈪･2㈫･4㈭･5㈮
Ｂ：7/8㈪･9㈫･11㈭･12㈮
午後4時30分～5時20分

各
10人 5,000円

事前小学生水慣れクラスA･B
（4日制）
◆泳げない小学生

Ａ：7/1㈪･2㈫･4㈭･5㈮
Ｂ：7/8㈪･9㈫･11㈭･12㈮
午後5時30分～6時20分

各
5人 5,000円

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講座の問い合わせは総合スポーツセンター（下記参照）へ

フィットネス･フラ（11日制）
7/3～9/18の毎週水曜日

（8/14を除く）
午後3時30分～4時40分

30人 6,050円 事前

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

姿勢改善ストレッチポール
（12日制） 

7/2～9/24の毎週火曜日
（8/13を除く）
午後1時15分～2時15分

30人 6,600円

事前

トリム体操（10日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/3～9/18の毎週水曜日
（8/7･14を除く）
午前10時～11時30分

30人 5,500円

元気いきいき体操（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

7/5～9/20の毎週金曜日
（8/16・23を除く）
午後1時30分～3時

50人 5,500円

ヘルシーエクササイズ
（10日制）

7/5～9/20の毎週金曜日
（8/9･16を除く）
午後1時30分～3時

40人 5,500円

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

7/16～9/17の毎週火曜日
（8/13を除く）
午後3時30分～5時30分

各
16人 8,190円 6/10必着

フィットネス･フラ（5日制）
7/29～9/2の毎週月曜日

（8/12を除く）
午前10時～11時

30人 2,750円

事前
お気軽体操（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

7/29～9/2の毎週月曜日
（8/12を除く）
午前10時～11時10分

25人 2,750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

スイムトレーニング 初級
6/3・17・24
いずれも月曜日
午後7時30分～8時20分

各
10人

1回
660円

当日持アクアエクササイズ 6/6～27の毎週木曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
30人

1回
660円

フィンスイミング 6/7～28の毎週金曜日
午後0時30分～1時20分

各
10人

1回
660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 6/3㈪・17㈪
午前10時～11時30分

各
20人

1回
310円 当日用

いきいきウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

6/14㈮・28㈮
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

6/26㈬
午前11時～正午 20人 310円


