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あだちの遊び場は、
7面からの続きです

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝8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9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

近所deまなびナビ 検索

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

■場所等＝表1■内容＝文化団体連合会による様々な分野の文化・芸術作品
の発表・展示■申込＝不要　※当日直接会場へ。★マークのものはどなたで
も出品・参加可（要事前申し込み。有料）。申
し込み方法など、くわしくは区のホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。
■問先＝文化団体支援係　　��☎3880-5986

足立区 文化団体連合会 文化祭　　　　 9/7～11/23

▲昨年の舞台発表会「ハワイアン
＆フラ」の様子表1　足立区	文化団体連合会	文化祭場所等

展
示
部
門

内容 場所（展示時間） 期間
俳画・水墨画 区役所1階区民ロビー

（午前9時～午後5時）

9/9㈪、正午～
13㈮、午後4時

合同展示会（手芸★／盆景／
さつき盆栽／魚拓）

10/14㈷、午後1時～
18㈮、午後3時

拓本・千住の巣
そう

兆
ちょう

展 シアター1010・11階ギャラリー
（午前10時～午後6時）

9/18㈬、午後1時～
21㈯、午後4時

写真★ 10/7㈪、午前10時～
13㈰、午後5時

俳句★ 勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）
（午前11時30分～午後5時） 11/3㈷

期間

あだちの遊び場

自然のあそび屋台
■日時＝9月8日㈰、午後2時～2時
30分■内容＝自然を楽しむ「五感
を使った自然発見ビンゴ」と「バッ
タの大きさ比べ」の好きな方を選
んで挑戦　※雨天時は別のプロ
グラムに変更。就学前の子どもは
保護者の参加が必要■申込＝不要　

※時間内随時受け付け■場・問先
＝桑袋ビオトープ公園
� ☎3884-1021

ビューティークラフト講座「バタフ
ライピーのハンドクリームづくり」
■日時＝9月28日㈯、午後2時～
3時30分■対象＝中学生以上の方
■内容＝青い花（バタフライピー）
でハンドクリームを作る大人向け
講座■定員＝16人（抽選）■費用＝
1,500円（材料費）■申込＝全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「ビューティークラフト
講座」を往復ハガキで送付　※返

信面にも宛名を記入。1人1回の
み申し込み可■期限＝9月18日㈬
必着■場・申・問先＝都市農業公
園　〒123-0864鹿浜2-44-1
	 ☎3853-4114

ギャラクシティの催し
▪トライ	車いす・スポーツ	i

イン

n
　ギャラクシティ
■日時＝9月14日㈯、午前10時
～午後4時■内容＝車いすバスケッ
トボール競技選手によるデモンス
トレーション／車いす体験／交流
イベント　※くわしくはホームペー
ジをご覧ください。■申込＝不

要　※当日直接会場へ
▪山

やまぐち

口岩
いわ

男
お

「星空コンサート」
■日時＝10月19日㈯、午後7時～
8時45分■対象＝小学生以上の方　
※小・中学生は保護者同伴■内容
＝ギタリスト・シンガーソングライ
ター・ウクレレ奏者の山口岩男氏
による星空アコースティックライブ
■定員＝170人（8月31日から先着
順）■費用＝500円　※高校生以下
の方は100円■申込＝電話／窓口

――いずれも――
■場・申・問先＝ギャラクシティ　　�
� ☎5242-8161
HP http://galaxcity.jp/

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも

9/1～29の毎週日曜日、
9/16㈷・23㈷（9/15を除く）
午後2時～4時

なし 無料 当日

基礎から学ぶ韓国語（23日制）
◆ハングル文字が読める16歳以上の方

10/1～2年3/31の毎週火曜日
（10/22、12/31、2年1/28、2/11を除く）
午後7時～8時30分

30人 14,810円

事前

使える	！		役立つ	！	
おもてなし英会話文化編（8日制）
◆16歳以上で中学校卒業程度
の英語力の方

10/4～12/6の毎週金曜日
（10/11、11/1を除く）
午後1時30分～3時

25人 5,800円

基礎から学ぶ中国語（20日制）
◆ピンインが読める16歳以上の方

10/9～2年3/18の毎週水曜日
（12/18、2年1/1・22・29を除く）
午後7時～8時30分

25人 12,728円

シニアによるシニアのための
タブレット講座（4日制）
◆おおむね60歳以上でタブレット
が使えないまたは購入予定の方

10/10～31の毎週木曜日
午後1時～4時 10人 7,600円

英語が話せなくても大丈夫	！
実践英語入門（20日制）
◆16歳以上で中学校卒業程度
の英語力の方

10/18～2年3/27の毎週金曜日
（12/27、2年1/3・24、2/28を除く）
午後7時～8時30分

28人 14,000円

会話中の子どもの視線
社会性の発達と子育てのポイント
◆3～5歳の子どもの保護者

10/19㈯
午前10時～11時30分 40人 700円

初めての方も楽しめる
切り絵体験講座（4日制）

10/19、11/2・9・30
いずれも土曜日
午後1時30分～4時

20人 3,700円

高齢者のための
パソコン知りたい便利テク
◆おおむね60歳以上で文字
入力のできるパソコン初心者

10/29㈫
午前10時～午後3時 20人 2,800円

舞
台・大
会
部
門

内容 場所 日程 開演時間
民謡

西新井文化ホール

9/7㈯・8㈰ 午前9時30分
相撲甚句 9/8㈰ 午後1時
ハワイアン＆フラ 10/27㈰ 午前11時30分
民舞 11/4㉁ 午前10時30分和太鼓 11/10㈰
カラオケ歌謡 11/23㈷ 午前9時30分
舞台発表会
（日舞／吟剣／民
謡／民舞／三曲／
歌謡／和太鼓／舞
踊芸能／ハワイア
ン＆フラ）

区役所庁舎ホール 9/23㈷ 午後1時

川柳★ エル・ソフィア 9/28㈯ 午後2時
茶道★ 西新井大師書院

（西新井1-15-1） 11/3㈷ 午前10時
舞踊芸能（新舞踊）

竹の塚
地域学習センター

午前10時30分
吟剣 11/4㉁ 午前10時
日舞 11/17㈰ 午前11時30分
三曲（琴

こと

／三弦／尺八） 11/23㈷ 午後2時



■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

※費用の記載がないものは無料
区 …左記マークがある申し込みは、2面左下を参照 9

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

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730

★人生の指南書「菜
さいこんたん

根譚」を
読み、書き、味わう（3日制）

10/3・10・17
いずれも木曜日
午後2時～4時

50人 1,500円
9/19必着

★浮世絵でめぐる江戸名所 10/7㈪
午後2時～4時 70人 500円

9/23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）
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
認知症サポーター養成講座
◆どなたでも

9/27㈮
午後2時～3時30分 50人 無料

事前Ｌコンサート　秋夜に奏でる
ピアノ＆サックスライブ
◆どなたでも

10/5㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

お菓子講座
秋のモンブランロール

10/6㈰
午後1時30分～3時30分 15人 2,400円

事前
【ネット不可】

ぴよぴよ教室
「体操＆読み語り」（4日制）
◆6カ月～1歳4カ月の子どもと保護者

10/9～30の毎週水曜日
午前10時～11時15分 17組 3,520円

日曜クッキング
ツナカレーパンとあんドーナツ
◆小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）

10/13㈰
午前11時～午後1時30分 20人 1,500円

シルバーふれあい食堂
◆おおむね60歳以上の方

10/18㈮
午後5時30分～7時 20人 500円

事前
スイーツデコ　粘土で作るオバ
ケのハロウィンカップケーキ
◆小学生と保護者

10/19㈯
午前10時30分～正午 10組 1,700円

ハロウィン	リトミックコンサート
◆どなたでも（小学2年生以下
の方は保護者同伴）

10/20㈰
午前10時30分～正午 70人

1,000円
（15歳以下の
方は500円）

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
自分好みのオリジナルアロマ
で快眠ルームスプレー作り

9/15㈰
午後6時～7時30分 10人 1,000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（介助者同伴可）

9/21㈯
午前10時45分～正午 10人 1,000円

ニュースポーツ体験
「カローリング」
◆どなたでも

9/23㈷
午後1時～2時30分 50人 無料

子連れOK
楽しいフラダンス体験（5日制）
◆20歳以上の女性

9/24～10/22の毎週火曜日
午前10時～11時30分 10人 50円

たのしいパフォーマンス・ショー
◆どなたでも

9/26㈭
午後4時～5時 30人 無料 当日

小学生フットサル
体験レッスン	i

イン

n	興本A・B
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

9/28㈯
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後5時～6時

各
20人 550円

事前

子ども工作
ハロウィンバッグを手作りしよう
◆小学生以下の方
（就学前の子どもは保護者同伴）

10/6㈰
午前10時30分～正午 10人 1,950円

英語大好キッズになろう
「幼児編」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

10/7・28、11/11・25、12/2・9
いずれも月曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
12組 4,860円

ビーズステッチで作る
ミニピンクッション（2日制）

10/9㈬・23㈬
午後1時30分～3時30分 10人 2,300円

日本の美を学ぶ
きもの着付け教室（2日制）
◆16歳以上の女性

10/12㈯・26㈯
午後1時30分～3時30分 6人 2,000円

レジンで天然石入り
アクセサリーを作ろう

10/16㈬
午後1時30分～3時30分 10人 1,950円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
みんな集まれ	！		
楽しく歌おう	童謡唱歌サロン

9/9㈪・23㈷
午後1時30分～3時

各
30人

1回
550円 事前

フルートミニコンサート
◆どなたでも

9/14㈯
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

9/14㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日用

大人のための字の書き方
「筆ペン漢字」編（3日制）

9/20・27、10/4
いずれも金曜日
午前9時30分～11時

12人 1,950円

事前親子トランポリン（8日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

9/20～11/29の毎週金曜日
（9/27、10/18、11/15を除く）
午後3時15分～4時15分

15組 6,960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

10/1㈫・15㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

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

10/2～30の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,320円

事前

英語大好キッズになろう
「幼児編」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

10/3・24、11/14・28、12/5・19
いずれも木曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
10組 4,860円

花いっぱいハーバリウム
キャンドルホルダー作り

10/7㈪
午前10時30分～正午 20人 2,400円

ベビーマッサージサロン
赤ちゃんの免疫力アップ編
◆2カ月～1歳未満の子どもと母親

10/11㈮・25㈮
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,120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

10/16㈬
午後2時～3時30分 10組 1,010円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
かぎ針で編むラグラン袖の	
カーディガン（4日制）

9/10～10/22の第2･4火曜日
午前10時～正午 16人 2,000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

9/11㈬
午後3時30分～5時
9/15㈰
午前10時～11時30分

各
8人 無料

当日
ハンドメイドで交流サロン
ブローチを作ろう

9/17㈫
午前10時～正午 16人 300円

けん玉ひろば	
◆どなたでも

9/21㈯
午後1時30分～3時30分 10人 無料 当日用

ハロウィンを楽しもう	！
親子でえいご（3日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

9/30、10/7・21
いずれも月曜日
午前10時30分～11時30分

10組 3,030円

事前
サロン	d

で

e	脳カツ
◆おおむね50歳以上の方

10/2㈬
午前10時30分～正午 12人 150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

10/7～11/25の毎週月曜日
�（10/14、11/4を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 5,220円

初心者向け
ウクレレ入門	（5日制）

10/12～12/14の第2・4土曜日
午後3時30分～5時 12人 2,750円

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）

事前鹿浜メンズクラブ　パパと一緒
に木のぬくもり　親子皿づくり
◆小学生と父親

10/5㈯
午後1時～3時 10組 1,700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）

10/12㈯
午後1時30分～3時 24人 無料

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
10/19㈯・23㈬
午後1時30分～3時30分

各
12人 無料 当日

大人の一日図書館員体験
◆18歳以上の方

10/21㈪
午前10時～正午
午後2時～4時

各
2人 無料 事前

第9回	家族で鹿浜大運動会
◆3歳～中学生と保護者

10/26㈯
午前10時～午後3時 20組 520円 事前

【ネット不可】
新田地域学習センター 〒123-0865 新田2-2-2　☎3912-3931

パン教室	抹茶パン 9/14㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,350円 事前

デモスタイル料理	ビールに
合うおつまみ4種	試食付き

◆20歳以上の方
9/20㈮
午後7時～9時 16人 1,750円 事前

【ネット不可】
料理教室	シーフードパエ
リアと野菜のファルシほか

9/23㈷
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,600円

事前
人生100年	理学療法士が教え
る関節の老化予防体操（3日制）

9/24、10/1・8
いずれも火曜日
午後7時30分～8時30分

10人 2,130円

みんなで楽しく	！
親子体操サークル体験（2日制）
◆首が据わった3カ月ごろ～
就学前の子どもと保護者

9/25㈬、10/9㈬
午前10時～11時 15組 40円

都電で巡る
荒川下町散策ツアー

9/27㈮
午後1時～3時30分
※王子駅前交番前集合

16人
300円

（交通費は
実費）

事前
【ネット不可】

プリザーブドフラワー
ハロウィンアレンジ

10/1㈫
午前10時～正午 20人 3,200円

事前見た目美しく	フルーツカッティ
ングの基本	オレンジ編

10/8㈫
午前10時30分～午後0時30分 16人 1,350円


