
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

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
気軽に簡単 
指でごしごしパステルアート

10/12㈯
午後1時～3時 10人 700円

事前
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

10/17㈭
午前10時30分～11時30分 10組 570円

ちびっこ体操（7日制）
◆4歳～就学前の子ども

10/21～12/16の毎週月曜日
（11/4、12/9を除く）
午後3時30分～4時30分

15人 2,310円

中川水再生センター見学会
下水道の役割と仕組みを知る

10/28㈪
午後2時～3時45分
※場所は中川水再生センター（中川5）

16人 無料 事前
【ネット不可】

認知症サポーター養成講座 10/31㈭
午後1時30分～3時 20人 無料 事前

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
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

11/1～12/20の毎週金曜日
（11/15、12/6を除く）
午前10時～11時

20組 4,020円

4歳からのちびっこ体操 
持久力アップ編（6日制）
◆4歳～就学前の子ども

11/1～12/20の毎週金曜日
（11/15、12/6を除く）
午後3時30分～4時30分

40人 2,760円

小学生からのこども体操 
持久力アップ編（6日制）
◆小学生

11/1～12/20の毎週金曜日
（11/15、12/6を除く）
午後4時40分～5時40分

45人 2,760円

第31回鹿浜ふれあいまつり
◆どなたでも

11/16㈯
午前10時～午後4時
11/17㈰
午前10時～午後3時

なし 無料 当日

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

タイ料理 鶏
とり

のうまみたっぷり
メニュー、カオマンガイ ほか

10/24㈭
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,660円

事前

冷え症 むくみ 靴下の跡が消え
にくい人 リンパを流して健康に
◆16歳以上の女性

10/30㈬
午後7時30分～8時30分 20人 1,800円

楽しく無理なく ノルディック
ウォーキング（2日制）

11/2㈯・16㈯
午前10時～正午 20人 1,620円

陶芸体験 手びねりで
オリジナル作品を作りましょう

11/7㈭
午前10時～正午 20人 2,050円

ステキに踊ろう モダンバレエ
サークル体験（2日制）
◆3歳～小学生

11/18㈪・25㈪
午後4時～5時15分 20人 20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

10/5㈯
午後2時～4時
10/18㈮
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

11/5～12/10の毎週火曜日
午前10時30分～11時30分 15組 3,360円 事前

日本文化再発見事業
「竹の塚寄席」
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

11/6㈬
午後3時～4時30分 300人

1,000円
（小・中学生
は500円）

事前
【開催センターのみ

のチケット販売】

日本文化再発見事業
「和楽器コンサート」
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

11/16㈯
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
「万華鏡の仕組みを知ろう」
◆小・中学生

11/24㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円 事前

中央本町地域学習センター 〒121-0011 中央本町3-15-1　☎3852-1431
笑いのたえない
女声コーラス体験（2日制）
◆16歳以上の女性

11/5㈫・12㈫
午前10時～正午 20人 200円

事前
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

11/8～12/6の毎週金曜日
午前10時～11時 35組 3,600円

中央本町地域学習センター 〒121-0011 中央本町3-15-1　☎3852-1431

筆ペン字上達講座（6日制） 11/8～12/13の毎週金曜日
午後7時～8時30分 15人 2,520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

11/16・23・30
いずれも土曜日
午後1時30分～4時

10人 3,000円

犬と一緒に獣医さんと
ドッグトレーナーのお仕事体験
◆犬・猫・牧草のアレルギーが
ない小学生

12/7㈯
午後2時～3時30分
※場所は帝京科学大学�千住
キャンパス本館（千住桜木2）

40人 510円 事前
【ネット不可】

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201
ハロウィンを楽しむ 
親子でつくる
かぼちゃパン

◆小学生と保護者

10/6㈰
午前10時～午後1時
午後2時30分～5時30分

各
8組

1回
1,720円 事前

Z
ズ ン バ

UMBA音楽にあわせて
フィットネスダンス

10/8・15・22
いずれも火曜日
午前10時～11時

各
30人

1回
810円 当日

教えて先輩ママ
「タイプ別育児のすすめ」
◆6カ月～1歳2カ月の子どもと保護者

10/15㈫
午前10時30分～正午 8組 500円

事前普通救命講習で資格取得 11/2㈯
午前9時～正午 30人

1,400円
（再講習は
1,200円）

アロマでクラフトをしよう 11/6～12/18の第1・3水曜日
午前10時～11時30分

各
8人

1回
1,210円

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008
楽しく健康にウォーキング
サークル体験（2日制）

10/10㈭・17㈭
午前9時50分～11時30分 20人 20円

事前

お仕事帰りの料理教室 
季節の大豆ミートハンバーグ

10/15㈫
午後7時～8時30分 10人 1,500円

みんなの中庭プロジェクト
造園の基礎を学ぶ

10/20㈰
午前10時～正午 20人 1,000円

防災クッキング 保存食を使い
こなすローリングストック
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

10/26㈯
午後2時～3時30分 10人 1,000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

11/13～12/4の毎週水曜日
午前10時～11時 12組 3,180円

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

懐かしの昭和歌謡コンサート
◆どなたでも

10/27㈰
正午～午後0時30分 30人 無料

当日
ふれあいまつり
◆どなたでも

11/2㈯
午前10時～午後4時
11/3㈷
午前9時30分～午後3時

なし 無料

健康のために吹矢を体験して
みませんか（3日制）

11/5・19・26
いずれも火曜日
午後1時30分～3時30分

20人 1,180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

11/6㈬・20㈬
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（3日制）
◆16歳以上の女性

11/9・16・30
いずれも土曜日
午前11時～正午

16人 2,010円

はにわ屋の
ヘルシー料理教室
 「フライパンでグラタン」

11/10㈰
午前10時30分～正午 16人 990円

基礎から楽しい
ナイトフラダンス教室（5日制）
◆16歳以上の女性

11/11～12/23の毎週月曜日
（11/18、12/16を除く）
午後7時～8時

20人 3,350円

花畑歴史探訪講座
「花畑古寺巡り」

11/16㈯
午後1時～4時 20人 無料

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

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
10/5㈯・19㈯
午後1時30分～3時

各
10人 無料 当日

韓国語（ハングル）会話
サークル体験 入門・初級（4日制）

10/22～11/12の毎週火曜日
入門：午後2時30分～3時25分
初級：午後3時30分～4時30分

各
15人 2,200円 事前



9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

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

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

墨の濃淡で奥深く 
草花から描く水墨画講座

（4日制）
10/26～12/14の第2・4土曜日
午前10時～正午 10人 7,220円

事前
書き初めに挑戦 
こども習字教室（8日制）
◆小学3～6年生

10/29～12/17の毎週火曜日
午後4時～5時 12人 5,040円

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

11/17㈰
午前10時～11時 15組 20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

朝の美ボディーエクササイズ 10/2～23の毎週水曜日
午前9時15分～10時

各
20人

1回
310円

当日持らくらくレクリエーション
トレーニング
◆おおむね50歳以上の方

10/7㈪・28㈪
午前11時15分～午後0時15分

各
20人

1回
470円

チャレンジ親子体操教室
（4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

11/2・9・30、12/14
いずれも土曜日
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
2,800円

親1人子2人
4,000円

事前

初めての気功・太極拳（6日制）11/5～12/10の毎週火曜日
午後1時15分～2時45分 20人 2,760円

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

11/19～12/10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

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

11/27～12/18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

色づく秋 
ノルディックウォーキング

11/28㈭
午前10時15分～午後0時30分 10人 900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
10/8・15・29
いずれも火曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
20人

1回
600円 当日持

親子水遊び教室（5日制）
◆おむつのとれた2歳～
就学前の子どもと保護者

11/2～12/7の毎週土曜日
（11/16を除く）
午前11時30分～午後0時20分

20組 4,600円

10/10必着
水中ウォーキング教室（8日制）
◆おおむね50歳以上の方

11/14～2年1/16の毎週木曜日
（12/26、2年1/2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 5,840円

大人の昼の初めてクロール
（6日制）

11/15～12/20の毎週金曜日
午後0時30分～1時20分 10人 6,000円

事前大人の夜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

11/21～12/19の毎週木曜日
午後6時30分～7時20分 10人 6,500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

11/1～12/6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

11/1～12/6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

ミズノ親子スポーツデー
「親子サッカー教室」A・B
◆Ａ：4歳～就学前の子どもと保護者
◆Ｂ：小学1～3年生と保護者

10/22㈷
Ａ：午前9時30分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時45分

各
15組 1,200円

事前

ミズノ親子スポーツデー
「親子走り方教室」A・B
◆Ａ：小学1～3年生と保護者
◆Ｂ：4歳～就学前の子どもと保護者

10/22㈷
Ａ：午前9時30分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時45分

各
20組 1,020円

キッズダンス入門編（8日制）
◆小学生

10/29～12/17の毎週火曜日
午後4時～5時 15人 4,000円

ボディーシェイプ（7日制） 11/5～12/17の毎週火曜日
午前11時～午後0時30分 30人 3,850円

ママビクス（7日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

11/7～12/19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

11/7～12/19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）

11/8～12/20の毎週金曜日
午後7時15分～8時15分 30人 3,850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

3～6歳水泳教室（5日制）
◆3～6歳の子ども

11/2～12/14の毎週土曜日
（11/16・23を除く）
午後0時30分～1時20分

20人 4,600円
10/10必着

小学生クロール習得（5日制）
◆浮き身・バタ足が5mできる小学生

11/2～12/14の毎週土曜日
（11/16・23を除く）
午後3時30分～4時20分

20人 4,600円

事前
水泳教室 上級（5日制）
◆クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・
バタフライができる小・中学生

11/2～12/14の毎週土曜日
（11/16・23を除く）
午後6時30分～7時20分

15人 4,600円

子どもの水泳教室 クロール基礎・
背泳ぎキック（4日制）
◆けのびが3mできる4歳～小学生

11/18～12/16の毎週月曜日
（12/9を除く）
午後4時30分～5時20分

10人 3,680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 10/7㈪・21㈪
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

10/11㈮・25㈮
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

10/23㈬
午前11時～正午 20人 310円


