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！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝7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時は講座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　
　 …開催施設へ往復ハガキの郵送による申し込み（住所・氏名〈フリガナ〉・生年

月日〈年齢〉・電話番号、講座名〈希望コース名〉を記入　※返信面にも宛名を記入） 
※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・生年月日を記入。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8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講座への参加不可
　・高血圧・心疾患の方はプールで開催する講座への参加不可

　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
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8月25日㈰
総合スポーツセンター

開催日

場所

i
イ ン

n A
　 ア ダ チ 　

DACHI

■申込＝区のホームページから専用フォー
ムに入力／チラシに添付の申込書を区へ郵
送・持参／住所、全員の氏名（フリガナ）・年齢
（学年）・Tシャツサイズ（130㎝・150㎝・170
㎝）、電話番号を区へハガキで送付■期限＝
8月5日㈪消印有効■申先＝スポーツ振興課�
振興係■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

時間 午前9時〜11時30分
（午前8時30分受け付け開始）

親子向け

未経験者歓迎！自宅でも気軽
にできるいろ
いろな遊びを、
お子さんと一
緒に楽しもう ！

4種類のボールゲームを
体験しよう ！　サッカー、
ハンドボール、バスケッ
トボール、ラグビーの4
競技を順番に体験。各
競技のトップアスリート
が参加予定 ！

くわしくは区のホームページを▶
ご覧ください

鈴
す ず

木
き

啓
け い

太
た

氏
元サッカー日本代表
元浦和レッズキャプテン
※キッズチャレンジのみ参加

参加したお子さん全員にオリジナルＴシャツプレゼント！

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

9/3～10/29の毎週火曜日
（10/1・22を除く）
午前10時～10時50分

10組 4,350円

事前
ママと一緒！
1歳からの楽しい英語（7日制）
◆1～3歳の子どもと母親

9/3～10/29の毎週火曜日
（10/1・22を除く）
午前11時30分～午後0時20分

8組 4,800円

心と体の癒やし 
夜ヨガセラピーA・B（15日制）
◆Ａ：16歳以上の女性
◆Ｂ：16歳以上の方

9/4～12/18の毎週水曜日
（11/6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 7,950円

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　☎5813-3730
使える！ 役立つ！ おもてなし
韓国語会話入門（11日制）
◆簡単なハングル文字が読める方

9/5～11/28の毎週木曜日
（9/26、10/31を除く）
午後1時～2時30分

25人 6,050円

事前

幸せのメカニズム
「幸福学」を知ろう（4日制）

9/6～10/4の毎週金曜日
（9/20を除く）
午後7時～8時30分

30人 2,000円

がんとストレス 予防のための
ストレスマネジメント

9/8㈰
午前10時～11時30分 50人 600円

使える！ 役立つ！ おもてなし
中国語会話入門（10日制）
◆簡単なピンインが読める方

9/12～12/5の毎週木曜日
（9/26、10/24、11/28を除く） 
午後2時～3時30分

25人 5,500円

キャッシュレス化による
経済と社会 その功罪

9/15㈰
午後3時～4時30分 50人 600円

小学校入学にむけて、今家庭
でできる大切なこと
◆就学前の子どもと保護者

9/23㈷
午前10時～11時30分 20組 510円

日本の復習 創業1653年
日本橋の老舗で学ぶ和紙の世界

9/28㈯ 
午前10時30分～午後0時30分
※場所は小津和紙本館ビル

（中央区日本橋本町）
20人

510円
（交通費は

実費）

徳川社会から現代社会をみる
（4日制）

9/30、10/14・28、11/18 
いずれも月曜日
午後7時～8時30分

40人 2,400円

★江戸時代が良く判
わか

る
「江戸庶民の暮らし」入門
（3日制）

9/14・21・28
いずれも土曜日
午後2時～4時
※28日は深川江戸資料館

（江東区白河）

50人
2,000円

（交通費は
実費） 8/23必着

★マークの講座のハガキ申し込みの宛名は「生涯学習センター あだち区民大学塾
事務局」。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

夏休み はさんでガブリ！
親子でサンドイッチランチ

◆5歳～小学生と保護者
8/10㈯
午前10時30分～正午 10組 1,350円 事前

【ネット不可】

子ども同伴もOK !
カラダすっきりヨガ

8/11㈷
午後1時～2時 16人 550円

事前
赤ちゃんといっしょ 
ベビーヨガ
◆首が据わった3カ月～あんよ
ができる前の子どもと保護者

8/13㈫
午後1時15分～2時5分 16組 560円

簡単で楽しい！ 親子で和の
型紙染めバッグ作り
◆小学生と保護者

8/21㈬
午前10時30分～11時30分
午後1時～2時

各
8組

1回
1,500円

対象 小学3〜6年生

対象 小学1・2年生と
保護者

定員 120人（抽選）

時間 午後1時〜4時30分
（午後0時30分受け付け開始）

定員 60組（2人1組。抽選）

ソ ン ポ ボ ー ル ゲ ー ム フ ェ ス タ 参加
無料

僕と一緒に
楽しもう！



■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　� FAX…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� HP…ホームページアドレス　� …Eメールアドレス
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伊興地域学習センター 〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537

夏休み研究 親子で作る
塩こうじ 観察日記付き

◆小学生と保護者
8/22㈭
午後2時～3時30分 8組 650円

事前
（開催センター
のみ受け付け）

伊興 和の音楽祭
◆どなたでも

（小学生以下の方は保護者同伴）
8/24㈯　 
午後3時～5時15分 50人 無料

事前夏休み折り紙工作 
すいすい金魚を釣ってみよう
◆小学生

8/26㈪ 
午後1時30分～3時 10人 無料

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
足立の歴史発見 
勾
まがたま

玉をつくってみよう
◆小学3～6年生

8/10㈯ 
午前10時～正午 15人 無料

事前

雑誌･チラシ写真が変身　
コラージュ画（貼り絵）で遊ぼう
◆小･中学生

8/27㈫
午後1時～3時 20人 1,700円

楽しく親子体操（7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

9/3～10/29の毎週火曜日
（10/1・22を除く）
午前9時30分～10時30分

25組
（託児5人）

3,920円
（託児付き
6,790円）

キッズバレーボール
｢初心者クラス｣（8日制）
◆小学生

9/4～10/23の毎週水曜日
午後4時～5時30分 20人 3,520円

こどもリトミック教室A・B・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

9/9･30、10/14･28、
11/11･25、12/9･23
いずれも月曜日
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

（2人1組）
5,760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

9/10㈫ 
午前10時30分～正午 10組 1,020円

わいわいエアロビクス
（5日制）

9/14～10/19の毎週土曜日
（9/28を除く） 
午前9時30分～10時40分

30人 2,750円

パパと体操（2日制）
◆2～4歳の子どもと父親

9/14㈯、10/19㈯ 
午前11時～正午 15組 1,200円

Lコンサート ピアノで奏でる
フランスの光と色彩
◆どなたでも

9/14㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

ヘルシーディナー タイ風
グリルチキンと生春巻き

9/18㈬
午後6時～8時 20人 1,500円

親子でABC A･B（5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

9/19～10/17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 3,750円

アロマで美肌･肌質改善&
フェイスマッサージ法
◆16歳以上の女性

9/24㈫
午後7時～8時30分 15人 1,560円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
強い心身を作ろう

「空手教室」（12日制）
◆小学生以上の方

8/2～10/25の毎週金曜日
（8/16を除く）
午後6時15分～7時15分

30人 7,680円

事前

ハンディキャップヨガ体験
◆体に不自由を感じている
小学生以上の方

8/17㈯
午前10時45分～正午 10人 1,000円

夏休み自由研究 混ぜて香りを
楽しむアロマスプレー作り
◆小学生（小学1～3年生は
保護者同伴）

8/18㈰
午前10時30分～正午 8人 1,000円

古典に親しむ「声に出して
読む平家物語」（4日制）

8/20、9/24、10/15、11/19
いずれも火曜日
午後2時～4時

20人 無料

おきもと夏の涼体験 こわい
おはなし会と打ち水大作戦
◆4歳～小学生と保護者

8/21㈬
午後3時30分～4時30分 30組 無料

学んで触れて弾いてみよう！ 
バイオリン教室
◆小学生

8/25㈰ 
午後1時～2時
午後2時15分～3時15分

各
8人

1回
1,000円

助産師さんによる「心地よい
抱っこと抱っこ紐

ひも

のお話」
◆妊娠中の方または3歳以下の子
どもの保護者、家族（子ども同伴可）

8/27㈫
午後4時30分～5時30分 10人 500円

月1回だから続けられる 燃焼
系ボクシングエクササイズ

9/1㈰ 
午後2時～3時 20人 810円

お茶を飲みながら楽しく歌おう 
昭和歌謡と童謡

9/2㈪
午前9時30分～11時 10人 500円 当日

英語大好キッズになろう！ 
「園児編」（3日制）
◆3歳～就学前の子ども

9/3・10・24
いずれも火曜日
午後3時～3時50分

12人 2,730円

事前和室でゆったりヨガ（3日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

9/5・19・26
いずれも木曜日
午前10時30分～正午

10人
（託児2人）

3,000円
（託児付き
6,000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

10/8～11/26の毎週火曜日
（10/22を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 6,090円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
フルートミニコンサート
◆どなたでも

8/10㈯
午前10時30分～11時 30人 無料 当日

ミュージックベル体験サロン
◆どなたでも

8/10㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日用

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

9/3㈫
午後0時30分～1時30分 20組 460円

事前

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

9/4～25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
「写経」編

9/6㈮
午前9時30分～11時 12人 900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）

9/6～27の毎週金曜日
午後8時～8時50分 20人 3,080円

個別相談で安心 ファイナン
シャルプランナー相談会

9/8㈰・25㈬ 
午前10時～11時

各
4人 無料

花いっぱいハーバリウム
ディフューザー作り

9/9㈪
午前10時30分～正午 20人 2,900円

ベビーマッサージサロン 
ママも赤ちゃんもストレス解消編
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

9/13㈮・27㈮
午前10時30分～正午

各 
10組

1回
1,100円

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

9/15㈰
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

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

9/18㈬
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）

9/20㈮
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
こども折り紙ひろば
◆小学生

8/18㈰
午後1時30分～3時30分 10人 無料 当日

産後ママのための
ママフィット w

ウ ィ ズ

ith ベビー
◆2カ月～あんよができる前
の子どもと母親

8/22㈭
午前10時30分～11時30分 10組 570円

事前

大学生と一緒に作る 温度で
色が変わる液晶キーホルダー
◆小学生

8/22㈭
午後1時30分～3時 16人 無料

おもしろ工作体験 ペットボ
トルでミニ水族館を作ろう
◆小学生

8/25㈰
午後2時～4時 30人 無料

誰でも素敵に仕上がる 
大人の切り絵体験

9/2㈪
午前10時～正午 10人 700円

暮らしの中で楽しむいけ花 9/2㈪
午後2時～4時 10人 1,550円

女性のためのヨガ（6日制）
◆16歳以上の女性

9/3～12/3の第1・3火曜日
（10/15を除く）
午後5時45分～6時45分
午後7時30分～8時30分

各
8人 3,360円

明治大学落語研究会　
佐野寄席

9/8㈰
午後1時30分～2時30分 35人 無料

鹿浜地域学習センター 〒123-0864 鹿浜6-8-1　☎3857-6551
鹿浜スポーツクラブ

（ズンバレッスン・ボクシングエクサ
サイズ・美ボディーエクササイズ・バ
レエストレッチ・リラックスヨガ）
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

各1時間
（不定期開催）　
※くわしくはお問い合わ
せください。

各 
10人

（託児2人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

事前
夏の暑さに負けないヨガ
◆16歳以上の女性
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

8/29、9/5・12 
いずれも木曜日
午後3時30分～4時30分

各
15人

（託児2人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

健康体操で元気になろう 
自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

体験（3日制）
9/6・13・20 
いずれも金曜日
午前10時～11時45分

10人 30円

寄り道サロン お家で簡単
秋を味わう和菓子作り

9/8㈰
午後1時30分～3時30分 12人 1,000円

お月見寄席
◆小学生以上の方

9/8㈰
午後2時～3時30分 20人 1,000円 当日

2歳からの親子体操 
体力向上編（6日制）
◆2･3歳の子どもと保護者

9/13～10/18の毎週金曜日
午前10時～11時 20組 4,020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
9/21㈯・25㈬
午後1時30分～3時30分

各
12人 無料 当日

記念日講座　子どもたちの
発表会 i

イン

n 鹿浜住区まつり　
◆おおむね60歳以上の方

9/29㈰
午後3時～4時30分 100人 無料 事前


