
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
8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

新田地域学習センター 〒123-0865 新田2-2-2　☎3912-3931
パン教室 
レーズンバンズ

8/10㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,350円 事前

親子パン教室 
ナンドッグを作ろう

◆小学生と保護者
8/18㈰
午前10時30分～午後1時 8組 1,800円 事前

【ネット不可】
初心者歓迎 
小学生囲碁・将棋教室（4日制）
◆小学生

8/20㈫・22㈭・27㈫・29㈭
午前10時～正午 16人 無料

事前
食と科学 光るグミを作ろう
◆小学生

8/21㈬
午前10時30分～正午 16人 830円

新田名曲コンサート 
19世紀ロマン派の音楽
◆どなたでも

8/25㈰
午後2時～4時 50人 1,200円 当日

男の料理　豚肉とキノコの
さっぱりポン酢炒め ほか

◆おおむね60歳以上の男性
9/6㈮
午前10時30分～午後1時30分 12人 600円

事前ちびっこ体操（7日制）
◆4歳～就学前の子ども

9/11～12/11の第2・4水曜日
午後3時30分～4時30分 20人 3,080円

ハワイアンリボンレイで作る
マリーゴールドリース

9/12㈭
午前10時～正午 20人 2,350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

8/10㈯
午後2時～4時
8/16㈮
午後3時30分～5時30分

各
12人 無料 当日

楽しく親子体操（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

9/3～10/29の毎週火曜日
（10/1・15・22を除く）
午前10時30分～11時30分

15組 3,360円

事前簿記3級講座（10日制）
9/6～12/20の毎週金曜日

（9/20・27、10/4・18・25、
11/8を除く）
午後7時30分～9時

20人 11,000円

わくわくサイエンス
「せっけんをつくろう」
◆小・中学生

9/8㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円

ｔコンサート
「小編成吹奏楽コンサート」
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

9/8㈰
午後2時～3時30分 300人 1,000円 事前

【ネット不可】

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

9/13㈮・27㈮
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

劇団バク プレゼンツ「ピノキオ」
◆どなたでも

（小学生以下の方は保護者同伴）
9/21㈯
午後1時～2時30分 300人

1,000円
（小学生
以下の方
は500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

中央本町お仕事まつり「ミラ
クル！ マジックアート作り」
◆小・中学生

8/29㈭
午後1時～1時50分
午後2時～2時50分
午後3時～3時50分

各
15人

1回
800円 事前

【ネット不可】中央本町お仕事まつり「ファース
トシューズのストラップ作り」
◆小学生以上の方

8/29㈭
午後1時～2時20分
午後2時40分～4時

各
10人

1回
1,310円

中央本町お仕事まつり
「こども薬局で薬剤師体験」
◆どなたでも

8/29㈭
午後1時～4時の間に12回
実施（各15分）

各
3人 無料

事前
（開催センター
のみ受け付け）

中央本町お仕事まつり
「ミニミニ畳を作ろう」
◆どなたでも

8/29㈭ 
午後1時30分～4時の間
に5回実施（各30分）

各
5人

1回
510円

事前
【ネット不可】

基礎から学ぶ空手教室
（3日制）
◆5歳～小学生

9/6・13・20
いずれも金曜日
午後6時30分～7時30分

20人 1,230円
事前

ボールペン字上達講座
（6日制）

9/6～10/11の毎週金曜日
午後7時～8時30分 15人 2,520円

大人の農業体験教室
「無農薬野菜作り 秋冬編」
（4日制）

9/8、10/6、11/3、12/8
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 事前
【ネット不可】

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

9/13～10/11の毎週金曜日
午前10時～11時 35組 3,600円

事前
ゼロから学ぶ

「認知症サポーター養成講座」
9/28㈯
午前10時～正午 20人 無料

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
8/1㈭・15㈭
午後3時～4時30分

各
20人 無料 当日

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201

親子でどうぶつパンを作ろう
◆小学生と保護者

8/4㈰
午前10時～午後1時
午後2時30分～5時30分

各
8組

1回
1,600円 事前

なつメロ広場
◆どなたでも

8/8㈭
午後2時～4時 60人 500円 当日

わくわくサイエンス
「振って作ろう 手作りバター」
◆小学生

8/10㈯
午後1時30分～3時 8人 100円

事前
こども将棋大会
◆5～12歳の方

8/18㈰
午前9時～正午 50人 無料

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

8/20㈫
午前10時30分～正午 8組 500円

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

9/13～10/4の毎週金曜日
午前10時～11時 12組 3,860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

8/2・23・30
いずれも金曜日
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
8/4㈰・18㈰
午後2時～4時

各
10人 無料 当日

日曜大工「取っ手付き小物入れ」
◆小学生と保護者

8/25㈰ 
午前10時～正午 20組 720円

事前

見て聞いて味わう野菜 
ふりふりサラダシェイカー

8/31㈯
午前11時30分～午後0時30分 20人 1,000円

男性のための
ボディーシェイプヨガ
◆16歳以上の男性

8/31㈯ 
午後4時30分～5時45分 15人 500円

ママと一緒に親子体操（4日制）
◆2･3歳の子どもと母親

9/2～10/7の毎週月曜日
（9/16・23を除く）
午前10時～11時

15組 2,240円

パパと一緒に親子体操
◆2・3歳の子どもと父親

9/8㈰
午前10時～11時 12組 560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

9/11～10/2の毎週水曜日
午前10時～11時 12組 3,180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

9/18㈬、10/2㈬
午前11時15分～午後0時15分

各
12組

1回
670円

子連れコーラスサークル体験
◆就学前の子どもと保護者

9/30㈪ 
午後1時～2時 20組 無料

花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618

大人のための絵本サロン 8/27㈫
午後6時30分～8時 20人 無料

事前

元気いきいき体操（8日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/4～10/23の毎週水曜日
午後1時30分～3時 40人 3,600円

美文字講座（2日制） 9/5㈭・12㈭
午後7時30分～8時30分 20人 1,180円

ヘルシーエクササイズ
（8日制）

9/6～10/25の毎週金曜日
午後1時30分～3時 20人 3,600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

9/7～28の毎週土曜日
午前11時～正午 16人 2,680円

はにわ屋さんの手作りおやつ付き
ホットコーヒー教室

9/8㈰ 
午前10時～11時 12人 1,000円

花畑の料理「マーボーな
すとお月見だんご」

9/12㈭
午前10時～午後1時 20人 1,040円

小学生キッチン「キムチチャー
ハンとコーン入り玉子スープ」

◆小学4～6年生
9/15㈰
午前10時～午後1時 20人 800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

9/18㈬
午前10時～11時30分 10組 1,130円

保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502
初めてでも大丈夫 親子ズンバ
で楽しくフィットネス
◆小学生と保護者

8/21㈬・28㈬
午前10時30分～11時30分

各
15組

1回
1,400円

事前

赤ちゃんと楽しくベビーヨガ
◆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

9/4㈬
午後1時30分～2時20分 10組 600円

だれでもきっと上手くなる 
水彩画サークル体験（2日制）

9/4㈬・18㈬
午後3時～5時 10人 無料

親子で楽しい 幼児あそび
サークル体験（3日制）
◆あんよができる1歳6カ月
～3歳の子どもと保護者

9/5・19、10/3
いずれも木曜日
午前10時～11時15分

10組 700円

童謡から昭和歌謡まで楽しく
歌おう 歌声ひろば体験会

9/5㈭・19㈭
午後1時30分～3時

各
30人

1回
500円



7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
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保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502
日曜日はパパやママと
楽しく運動あそび
◆2･3歳の子どもと保護者

9/8㈰
午前10時～11時 15組 20円

事前
暗闇エクササイズ
w
ウ ィ ズ

ith パーカッション
9/11㈬・25㈬
午後7時30分～8時45分

各
15人

1回
1,480円

子ども同伴可　楽しく
フィットネス 誰でもズンバ

9/18㈬
午前10時30分～11時30分 15人 810円

スタンディング・ピラティス
＆アロママッサージ（7日制）

9/18～12/18の第1･3水曜日
午後7時30分～8時45分 18人 5,050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

ピラティス初級・中級（3日制）
◆初級：18歳以上の方
◆中級：18歳以上の経験者

9/3･10･24
いずれも火曜日 
初級：午前10時～11時
中級：午前11時30分～午後0時30分

各
10人 1,500円

事前

骨盤の調整･筋膜ストレッチ
「ペルヴィス」（6日制）
◆18歳以上の方

9/3～10/22の毎週火曜日
（9/17、10/1を除く）
午前10時30分～11時40分

20人 3,360円

初めての気功･太極拳
（6日制）

9/3～10/22の毎週火曜日
（9/17、10/1を除く）
午後1時15分～2時45分

20人 2,760円

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

9/6～10/18の毎週金曜日
午前10時15分～11時15分 25人 3,500円

3B体操（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/6～10/4の毎週金曜日 
午前10時30分～11時30分 10人 2,650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

9/6～10/18の毎週金曜日
午前11時30分～午後0時30分 25人 3,570円

フィットネス･
キックボクシング（6日制）

9/12～10/24の毎週木曜日
（10/3を除く）
午後7時30分～8時30分

20人 3,660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

9/14～10/26の毎週土曜日
（9/21、10/19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

9/14～10/26の毎週土曜日
（9/21、10/19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

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

9/18～10/9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

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。
1,000ｍ以上泳ごう！ 
千住本町マスターズ（4日制）
◆クロールで50ｍ以上泳げる
16歳以上の方

9/6～27の毎週金曜日
午後6時30分～7時20分 10人 5,000円 事前

【ネット不可】

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

9/14～10/26の毎週土曜日
（9/21、10/19を除く）
午前11時30分～午後0時20分

20組 4,600円

8/10必着
水中ウォーキング教室（7日制）
◆おおむね50歳以上の方

9/19～11/7の毎週木曜日
（10/24を除く）
午後1時30分～2時20分
午後2時30分～3時20分

各
30人 5,110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
ママビクス（6日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

9/13～10/18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

9/13～10/18の毎週金曜日
午後3時～4時 20組 4,020円

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

8/10㈯･24㈯
午前9時～10時

各
20組

1回
1,200円

事前
（開催日の1
週間前から
受け付け）

ボディーシェイプ（6日制）
9/3～10/29の毎週火曜日

（10/1・15・22を除く）
午前11時～午後0時30分

30人 3,300円

事前

ママビクス（7日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

9/12～10/24の毎週木曜日
正午～午後1時 20組 4,690円

親子ビクス（7日制）
◆1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

9/12～10/24の毎週木曜日
午後1時15分～2時15分 20組 4,690円

姿勢改善ストレッチポール
（7日制）

9/13～10/25の毎週金曜日 
午後7時15分～8時15分 30人 3,850円

小学生合気道（10日制）
◆小学生

9/17～12/10の毎週火曜日 
（10/1･15･22を除く）
午後4時30分～5時30分

30人 3,400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）

9/17～11/26の毎週火曜日
（10/1･15･22を除く）
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）

チア＆バトンA･B（10日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

9/26～12/5の毎週木曜日
（10/3を除く）
Ａ：午後4時15分～5時15分
Ｂ：午後5時15分～6時15分

各
40人

Ａ：3,400円
Ｂ：3,700円

（ポンポン購入
の方は別途
2,060円）

ちびっこ体操（10日制）
◆4歳～就学前の子ども

9/27～12/6の毎週金曜日
（11/1を除く）
午後3時30分～4時30分

40人 3,400円

こども体操（10日制）
◆小学生

9/27～12/6の毎週金曜日
（11/1を除く）
午後4時40分～5時40分

40人 3,400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

成人水泳教室初級（4日制） 9/11～10/2の毎週水曜日
午後1時30分～2時20分 10人 2,920円

事前

初めてクロール（4日制） 9/11～10/2の毎週水曜日
午後2時30分～3時20分 10人 2,920円

水泳はじめの一歩 クロール
（4日制）

9/30～10/28の毎週月曜日 
（10/14を除く）
午後0時30分～1時20分

10人 2,920円

子どもの水泳教室 呼吸付き
クロール･背泳ぎ（4日制）
◆呼吸無しクロールで10m
以上泳げる4歳～小学生

9/30～10/28の毎週月曜日
（10/14を除く）
午後5時30分～6時20分

10人 3,680円


