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！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝11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12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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区役所で

お買い物

初の同時開催	！
第32回 足立伝統工芸品展
第19回 あだち地場工業製品フェア
日時 �12月19日㈭・20日㈮、午前10時～午後6時
場所 �区役所庁舎ホール・庁舎ホール前
内容 �区内の伝統工芸品・工業製品の販売など
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

希望小売価格の

20～80％
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＼最高峰の戦いが足立区に／

第1回 関東社会人・関東大学バスケットボール 
オールスターゲーム クリスマスカップ

　関東社会人選抜チームと関東大学連盟選抜チームが足立区で激
突。夢のオールスター戦を見逃すな�！
日程12月21日㈯�場所総合スポーツセンター�申・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　 FAX3880-6028
▪オールスター戦
時間▷女子…午後1時～3時　▷男子…午後3
時～5時�申込不要　※当日直接会場へ
▪バスケットボールクリニック
時間等▷小学生…午前10時～11時　▷中学
生…午前11時～正午�定員男女各30人（抽選）�
申込電話／住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・
電話番号、「バスケットボールオールスター」を
ファクス�申込期間11月26日～12月5日
※そのほかにもフリースローコンテストなどを
　実施

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
12/1～22の毎週日曜日
午後2時～4時 なし 無料 当日

中国人学生の日本観と
伝統楽器古

こ

筝
そう

の演奏

12/7㈯
午後2時～3時30分
※場所は東京電機大学�東京
千住キャンパス（千住旭町5）

80人 500円 事前

リバーサイドコンサート	
◆どなたでも

12/14㈯�
午後1時30分～2時30分 80人 無料 当日

すくすくベビーオイル
マッサージ【ママの日】
◆首が据わった1歳未満の子どもと母親

1/7㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

事前

心と体の癒し
夜ヨガセラピーＡ・Ｂ（11日制）
◆Ａ：16歳以上の女性
◆Ｂ：16歳以上の方

1/8～3/18の毎週水曜日
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 5,830円

2020東京大会で世界と繋
つな

がろう　
子どもたちとスポーツ

1/10㈮
午後7時～8時30分 40人 1,000円

幸
こうれいしゃ

齢者ハツラツ運動会
◆おおむね60歳以上の方

1/25㈯
午後1時～3時 30人 無料

FPが教える
「介護のお金」の備え方

1/31㈮
午後1時～2時30分 30人 無料

★常識が覆る？
「明

あけ

智
ち

光
みつひで

秀」の正体（3日制）

1/19・26、2/2�
いずれも日曜日
午後2時～4時
※場所はエル・ソフィア　

50人 1,500円
1/6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）

えんチャレ無料公演「アツキヨ	クリスマスコンサート」
■日時＝12月19日㈭、午後6時30分開演　※午後6時開場■場所＝
東京芸術センター21階・天空劇場■内容＝ギター＆歌とサインボーカル
（独特の手話表現）の二人組ユニットがクリスマスをテーマに明るく楽し
い楽曲を演奏■定員＝400人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場
へ■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

入場
無料

▲東海大学�八
はちむら

村阿
あ

蓮
れん

選手



■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面左上を参照 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

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

初心者H
ヒ ッ プ ホ ッ プ

IPHOPダンス
（10日制）
◆小･中学生

1/9～3/26の毎週木曜日
（1/23､3/5を除く）
午後4時～5時

25人 6,600円

事前

筆文字講座（2日制） 1/10㈮･17㈮
午前10時～正午 12人 200円

ゆったり健康太極拳（8日制）
1/10～3/27の毎週金曜日
（1/24･31､2/28､3/6を除く）
午前11時15分～午後0時15分

30人 3,600円

木版画制作講座（2日制）
◆どなたでも

1/11㈯･12㈰
午後1時30分～5時 7人 1,000円

Lコンサートお正月スペシャル　
フルートで奏でる名曲集
◆どなたでも

1/11㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

こどもリトミックＡ･Ｂ･Ｃ
（6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

1/13･27､2/10･24､3/9･30
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 4,500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

1/14㈫
午前10時30分～正午 10組 1,020円

ヘルシーディナー	
プロの技を学ぶヒレポークピカタ

1/15㈬
午後6時～8時 20人 1,500円

親子でABC	Ａ・Ｂ（6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

1/16～2/20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 4,500円

シルバーふれあい食堂
◆おおむね60歳以上の方

1/17㈮
午後5時30分～7時 20人 600円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370

子連れOK	すっきり爽快
ヨガトレーニング
託児：6カ月～3歳の子ども

12/5㈭・12㈭
午前10時30分～11時45分

各
15人
（託児
2人）

1回
890円

（託児付き
1,390円）

事前

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）

12/10㈫
午後4時30分～5時30分 10人 500円

頑張るあなたに	子どもと笑顔　
にっこりベビーマッサージ
◆2カ月～1歳3カ月の子どもと保護者

12/17㈫
午後4時30分～5時30分 10組 1,000円

特別企画
親子で踊ろう楽しくズンバ
◆小学生と保護者

12/27㈮
午後2時～3時 15組 1,400円

癒しのヨガ（12日制）
1/7～3/31の毎週火曜日
（2/11を除く）
午後3時30分～4時40分

40人 6,720円

認知症予防　
大人の音楽脳トレ（8日制）
◆おおむね65歳以上の方

1/10～3/13の毎週金曜日
（1/31、2/7を除く）
午前10時30分～11時30分

30人 4,400円

強い心身を作ろう
「空手教室」（11日制）
◆小学生以上の方

1/10～3/27の毎週金曜日
（3/20を除く）
午後6時15分～7時15分

30人 7,250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

1/14～3/3の毎週火曜日
（2/11を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 6,090円

大人のきれいな字の書き方
「漢字・楷書編」（3日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

1/17・24・31
いずれも金曜日
午後1時30分～3時

12人
（託児
4人）

1,980円
（託児付き
3,480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

1/27～3/23の毎週月曜日
（2/17・24、3/16を除く）
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
12組 4,860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

12/2㈪・9㈪
午後1時30分～3時

各
30人

1回
550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
12/8㈰・23㈪
午後3時～4時30分

各
4人 無料

当日
フルートミニコンサート
◆どなたでも

12/14㈯
午前10時30分～11時 30人 無料

ジュニアチアダンス（10日制）
◆小学3～5年生

1/6～3/30の毎週月曜日
（1/20、2/17、3/16を除く）
午後5時～5時50分

15人 10,160円

事前

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

1/7㈫・21㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

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

1/8～29の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,320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

1/10～3/6の毎週金曜日
（2/14を除く）
午後3時15分～4時15分

15組 6,960円

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

子どもトランポリン（8日制）　
◆6歳～小学生

1/10～3/6の毎週金曜日
（2/14を除く）
午後4時30分～5時30分

24人 3,040円

事前

姿勢シャキッと教室 1/14㈫・28㈫
午後0時30分～1時30分

各
20人

1回
560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）

1/17㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

親子で学ぶ護身術
◆5歳～小学生と保護者

1/19㈰
午前10時30分～正午 20組 640円

花いっぱいハーバリウム
ディフューザー作り

1/27㈪
午前10時30分～正午 20人 2,900円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
知って安心「かしこい老いじたく」
◆おおむね50歳以上の方

12/12㈭
午後2時～3時30分 16人 無料

事前

あなたの魅力を引き出す
眉メイク術
◆40歳以上の女性

12/16㈪
午後2時～3時 8人 700円

簡単に作れる
美味しい手作り味

み そ

噌
12/19㈭
午後1時30分～4時 16人 1,500円

お花屋さんから教わる
迎春フラワーアレンジメント

12/26㈭
午後2時～4時 25人 3,000円

柴又七福神めぐりツアー
1/15㈬
午前9時30分～午後0時30分
※京成高砂駅改札前集合

16人
500円
（交通費
は実費）

親子トランポリン（6日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

1/20～3/2の毎週月曜日
（2/10を除く）
午後3時30分～4時30分

15組 5,220円

小学生トランポリン（6日制）
◆小学生

1/20～3/2の毎週月曜日
（2/10を除く）
午後4時40分～5時40分

24人 2,280円

鹿浜地域学習センター 〒123-0864 鹿浜6-8-1　☎3857-6551
ジャパンフェスタインアダチ
＠鹿浜
◆どなたでも

1/12㈰
午前10時～午後4時 なし

無料
（場合により
一部負担あり） 当日

新春寄席
◆小学生以上の方

1/12㈰
午後2時～3時30分 20人 1,000円

元気いきいき体操（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

1/15～3/18の毎週水曜日
午前10時～11時30分 40人 5,100円

事前

2歳からの親子体操	
総合運動編（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

1/17～2/21の毎週金曜日
午前10時～11時 20組 4,020円

4歳からのちびっこ体操	
総合運動編（6日制）
◆4歳～就学前の子ども

1/17～2/21の毎週金曜日
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	
総合運動編（6日制）
◆小学生

1/17～2/21の毎週金曜日
午後4時40分～5時40分 45人 2,760円

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

鉄道サロン
◆どなたでも

12/8㈰
午前10時～正午
午後1時～5時

各
30人 無料 当日

パン教室
ストロベリーローズ

12/8㈰
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,250円 事前

「やってみたい」を探そう
新田講座一日体験デー
◆小学生以上の方

12/14㈯
午前10時～午後5時 30人

無料
（一部教材費
負担あり） 当日クリスマスの

小さなコンサート
◆どなたでも

12/18㈬
午後3時～3時30分 30人 無料

料理教室	ラザニアとサ
ラダとアマンド・ロシェ

◆中学生以上の方
（中学生は保護者の参加が必要）

12/21㈯
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,660円

事前

日曜日の親子教室
パパやママとのびのび体操
◆2・3歳の子どもと保護者

12/22㈰
午前10時30分～11時30分 15組 600円

さらに強くなる	小学生囲碁・
将棋上達教室（4日制）
◆小学生

12/26㈭・27㈮、1/6㈪・7㈫
午前10時～正午 16人 無料

開運招福
千寿七福神めぐりツアー

1/6㈪
午前9時30分～正午
※北千住駅西口交番前集合

16人
600円
（交通費
は実費）

加賀藩から明治維新を
考えてみる

1/11㈯
午後2時～4時 20人 無料


