
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
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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

9/7㈯
午後2時～4時
9/20㈮
午後3時30分～5時30分

各
12人 無料 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

10/4㈮・18㈮
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

エコサイエンス
「君の手で水を操ってみよう」
◆小・中学生

10/6㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円

ちびっこ体操（8日制）
◆3歳～就学前の子ども

10/7～12/16の毎週月曜日
（10/14、11/4、12/9を除く）
午後3時30分～4時30分

15人 5,280円

手持ちの服がステンシルで
大変身「きらめく」

10/18㈮
午後1時30分～4時30分 25人 2,900円

歩いて	！		なぞときハロウィン
◆小学生（小学1・2年生は保護者同伴）

10/22㈷
午後1時～4時 30人 200円

中央本町地域学習センター 〒121-0011 中央本町3-15-1　☎3852-1431
ビーズステッチで
手作り小物教室

9/5㈭・19㈭
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,500円

事前

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

9/7・14・21
いずれも土曜日
午後1時30分～4時

10人 3,000円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー
体験会・練習会

◆どなたでも

9/7㈯・8㈰
午後2時～2時50分
午後3時～3時50分

各
4人 無料

はじいて遊ぼう
おはじきサッカーキャンプ

◆小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）

9/15㈰
午前9時30分～午後4時30分 20人 無料

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

9/28㈯
午前10時～11時30分 20人 1,300円

ママ＆ベビーリズムビクス
（6日制）
◆5カ月～1歳の子どもと母親

10/7～12/2の毎週月曜日
（10/14、11/4・11を除く）
午前10時30分～11時30分

20組 3,720円

中国語入門編	第3期（6日制）
◆ピンインが読める16歳以上の方

10/7・21、11/18・25、
12/16・23
いずれも月曜日
午後7時～8時

15人 4,500円

誰でも楽しめる
フラワーアレンジメント
サークル体験

10/8㈫・22㈷
午前10時～11時30分

各
10人

生花
1回2,700円
プリザーブド
1回3,900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

10/8㈫
午前10時30分～正午 8組 1,020円

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

Z
ズ ン バ

UMBA	音楽にあわせて
フィットネスダンス

9/3・10・24
いずれも火曜日
午前10時～11時

各
30人

1回
810円 当日

なつメロ広場
◆どなたでも

9/12㈭
午後2時～4時 60人 500円

教えて先輩ママ
「離乳食デビュー」
◆6カ月～1歳2カ月の子どもと保護者

9/16㈷
午前10時30分～正午 8組 500円

事前
会津戦争を考える（2日制）
◆中学生以上の方

9/20㈮・27㈮
午後3時45分～5時15分 20人

700円
（中学・高校生
は490円）

男性のための料理教室 9/20㈮
午後7時～9時 12人 1,300円

親子トランポリン教室（8日制）
◆3歳～就学前の子どもと保護者

9/25～11/13の毎週水曜日
午後3時30分～4時30分 15組 6,960円

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008

卓球ひろば
◆小学生以上の方
（小・中学生は保護者同伴）

9/2・9・30
いずれも月曜日
午後7時～8時30分

各
10人

1回
150円

（小・中学生
は1回80円）

事前親子で楽しむヨガ
◆7カ月～2歳の子どもと母親

9/6～27の毎週金曜日
午後1時～1時50分

各
15組

1回
600円

夜デトックスヨガ 9/6㈮・20㈮
午後7時30分～8時45分

各
15人

1回
500円

朝スッキリヨガ 9/14㈯・28㈯
午前10時～11時15分

各
15人

1回
500円

歌声ひろば 9/14㈯
午後1時～2時30分 50人 200円 当日

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008
わくわくサイエンス教室
「静電気の不思議」
◆小学生

9/28㈯
午後2時～3時30分 10人 150円

事前防災クッキング
パックで作る保存食
◆小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）

9/29㈰
午後2時～3時30分 10人 1,250円

花畑地域学習センター 〒121-0061 花畑4-16-8　☎3850-2618
はじめてのヒップホップダンス
教室（4日制）
◆小学1～5年生

9/25～10/16の毎週水曜日
午後4時～5時（10/2は午
後5時30分～6時30分）

15人 40円 事前
「のこぎりキング」の
ミニリサイタル
◆どなたでも

9/29㈰
正午～午後0時30分 30人 無料 当日

花畑エリアで
地域デビュー講座（5日制）
◆おおむね50歳以上の方

10/2～30の毎週水曜日
午前10時～11時30分 20人 無料

事前

パズルを作って解いて、
頭の体操（2日制）

10/4㈮・11㈮
午後2時～4時 10人 無料

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

10/5～26の毎週土曜日
午前11時～正午 16人 2,680円

親子キッチン「力うどん、さつ
まいもとりんごの茶巾しぼり」
◆小学1～3年生と保護者

10/6㈰
午前10時～午後1時 12組 1,500円

ノルディックウォーキングで
花畑を歩こう（2日制）

10/9㈬・23㈬
午後1時30分～3時 20人 900円

花畑の料理「大豆とかえり煮
干しの甘辛和

あ

え」
10/10㈭
午前10時～午後1時 20人 1,440円

保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502

はじめての水墨画	体験講座
9/21・28、10/5
いずれも土曜日
午前10時～正午

各
10人

1回
650円

事前

子ども同伴可　心とカラダの
ほぐし＆引き締めヨガ

9/21㈯
午前10時30分～11時30分 15人 590円

子連れでピラティス＆
アロマリンパマッサージ（7日制）
◆就学前の子どもの母親

9/25～12/25の第2･4水曜日
午前10時30分～11時45分 15人 5,050円

バランスボールで
ゆる筋トレ体操（6日制）
◆おおむね40歳以上の方

9/25～11/27の
第2・4・5水曜日
午後1時30分～2時30分

12人 2,760円

みんなで楽しくはじめての
コーラスサークル体験（3日制）
◆16歳以上の女性

9/26、10/10・24
いずれも木曜日
午前9時30分～11時30分

12人 50円

夏のお疲れ肌にアロマ美白
パックとローズオイル作り

9/27㈮
午後1時30分～3時 10人 1,590円

ストレッチポール講座　
ゆがみ改善ストレッチ（8日制）

9/30～12/2の毎週月曜日
（10/14、11/4を除く）
午後1時30分～2時45分

13人 4,480円

童謡から昭和歌謡まで　
楽しく歌おう歌声ひろば
（4日制）

10/3～11/21の第1・3木曜日
午後1時30分～3時 30人 3,600円

健康寿命をのばそう　
体操サークル体験（3日制）
◆おおむね65歳以上の方

10/7・21・28
いずれも月曜日
午前10時～11時30分

10人 30円

ピラティスウェイト＆
筋膜リリースエクササイズ
（6日制）

10/9～12/25の第2・4水曜日
午後7時30分～8時45分 18人 3,900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
元気いきいき体操（6日制）
◆おおむね60歳以上の方

10/2～11/6の毎週水曜日
午後1時30分～3時 50人 2,700円 事前

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

10/4～11/8の毎週金曜日
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

9/10必着

ピラティス	初級・中級（4日制）
◆初級：18歳以上の方
◆中級：18歳以上の経験者

10/15～11/5の毎週火曜日
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 2,000円

事前

3B体操（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

10/18～11/15の毎週金曜日
午前10時30分～11時30分 10人 2,650円

親子水遊び（5日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

10/20～11/24の毎週日曜日
（11/17を除く）
午前11時30分～午後0時20分

20組 4,600円

小学生水泳教室A･B（7日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学生

10/20～12/8の毎週日曜日
（11/17を除く）
Ａ：午後1時30分～2時20分
Ｂ：午後2時30分～3時20分

各
25人 4,270円
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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
こどもリトミック（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

10/23～11/13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

事前

始めてみよう	！		スポーツ吹矢
（4日制）

10/24、11/14・28、12/12
いずれも木曜日
午後1時～3時

16人 1,760円

ヘルシーエクササイズ
（5日制）

10/28～12/9の毎週月曜日
（11/4・18を除く）
午前10時～11時30分

50人 2,250円

ストレッチ＆ウォーク（4日制）
◆20歳以上の方

10/28、11/11、12/2・9
いずれも月曜日
午前11時～正午

20人 2,400円

薬膳アドバイザーが教える
食事方法と健康体操
◆20歳以上の方

10/28㈪
午後1時30分～2時30分 15人 10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。

たのしい水泳（8日制）
◆5歳～就学前の子ども

10/3～11/28の毎週木曜日
（10/24を除く）
午後4時30分～5時20分

20人 5,200円

9/10必着はじめてクロールA･B（8日制）
◆小学生

Ａ：10/3～11/28の毎週木曜日
（10/24を除く）
午後5時30分～6時20分
Ｂ：10/4～11/29の毎週金曜日
（10/25を除く）
午後4時30分～5時20分

Ａ：
20人
Ｂ：
10人

5,000円

大人の夜の初めてクロール
（6日制）

10/3～11/14の毎週木曜日
（10/24を除く）
午後6時30分～7時20分

10人 6,000円

事前大人の昼の初めてバタフライ
（5日制）
◆クロールで25ｍ泳げる16歳以上の方

10/4～11/8の毎週金曜日
（10/25を除く）
午後0時30分～1時20分

10人 6,500円

はじめて平泳ぎA･B（8日制）
◆クロールで25ｍ泳げる小学生

Ａ：10/4～11/29の毎週金曜日
（10/25を除く）
午後5時30分～6時20分
Ｂ：10/8～12/3の毎週火曜日
（10/22を除く）
午後4時30分～5時20分

Ａ：
10人
Ｂ：
20人

5,000円
9/10必着

小学生水慣れクラス（4日制）
◆泳げない小学生

10/8～11/5の毎週火曜日
（10/22を除く）
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講座の問い合わせは総合スポーツセンター（下記参照）へ

ひめトレプラス（7日制）
◆16歳以上の女性

9/30～12/9の毎週月曜日
（10/14･21、11/4･18を除く）
午後1時45分～2時45分

30人 3,850円
事前

フィットネス・フラ（12日制） 10/2～12/18の毎週水曜日
午後3時30分～4時40分 30人 6,600円

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

フィットネス・フラ（9日制）
9/30～12/23の毎週月曜日
（10/14、11/4・11、12/9を除く）
午前10時～11時

30人 4,950円

事前
お気軽体操（8日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/30～12/16の毎週月曜日
（10/14、11/4・11、12/9を除く）
午前10時～11時10分

25人 4,400円

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

ジュニアランニングスクール
A･B（16日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

9/30～2年3/16の毎週月曜日
（10/14、11/4・11、12/9・30、
2年1/13、2/10・24、3/9を除く）
Ａ：午後4時～5時
Ｂ：午後5時～6時

各
25人 8,000円

事前

トリム体操（12日制）
◆おおむね50歳以上の方

10/2～12/18の毎週水曜日
午前10時～11時30分 30人 6,600円

親子トランポリン（8日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

10/2～11/20の毎週水曜日
午前10時30分～11時30分 15組 6,000円

障がい者ちびっこトランポリン
（8日制）
◆障がいのある3歳～小学生
（保護者同伴）

10/2～11/20の毎週水曜日
午後1時40分～3時 15人 2,248円

元気いきいき体操（11日制）
◆おおむね60歳以上の方

10/4～12/20の毎週金曜日
（11/1を除く）
午後1時30分～3時

50人 6,050円

ヘルシーエクササイズ
（12日制）

10/4～12/20の毎週金曜日
午後1時30分～3時 40人 6,600円

幼児サッカー（11日制）
◆4歳～就学前の子ども

10/4～12/13の毎週金曜日
午後3時～4時15分 40人 4,730円

キッズサッカー（7日制）
◆小学1･2年生

10/7～12/16の毎週月曜日
（10/14、11/4･11、12/9を除く）
午後4時～5時30分

40人 3,010円

姿勢改善ストレッチポール
（10日制）

10/8～12/24の毎週火曜日
（10/15･22を除く）
午後1時15分～2時15分

25人 5,500円

卓球教室	初級･中級（10日制）
◆初級：16歳以上の初心者
◆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

10/8～12/24の毎週火曜日
（10/15･22を除く）
午後3時30分～5時30分

各
16人 9,100円 9/10必着

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

腰痛改善教室（5日制） 10/9～11/6の毎週水曜日
午後0時30分～1時20分 15人 3,650円

事前

成人水泳教室	初級（5日制）
◆けのびで5m泳げる16歳以上の方

10/9～11/6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）
◆浮き身ができる16歳以上の方

10/9～11/6の毎週水曜日
午後2時30分～3時20分 10人 3,650円

初めて平泳ぎ（5日制）
◆クロールで15m泳げる16歳以上の方

10/11～11/8の毎週金曜日
午後1時30分～2時20分 10人 3,650円

成人水泳教室	中級･上級
（5日制）
◆クロール･背泳ぎで25m泳
げる16歳以上の方

10/11～11/8の毎週金曜日
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
いきいきウォーキング
◆おおむね60歳以上の方

9/13㈮
午前10時30分～11時30分 20人 310円 当日持

グラウンドゴルフ広場 9/30㈪
午前10時～11時30分 20人 310円 当日用

テニスステップアップ教室
（8日制）

10/5～11/30の毎週土曜日
（11/23を除く）�
午前9時30分～11時

26人 13,040円 事前


