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！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝12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1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
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プログラム内容など、
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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
身近なくらしから考えよう
グローバル化と多様性

2/1㈯
午後1時～2時30分 35人 700円

事前

学びピアコンサート 懐かし
のJポップス、アニメソング

2/2㈰
午後2時～3時30分 190人 1,000円

購入前に知りたい！
スマホ・タブレットの基本
◆スマートフォン・タブレット
の購入を考えている方

2/4㈫
午前10時～正午 30人 1,100円

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

2/4㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

初心者の手話 心の言語で
広がるコミュニケーション

（4日制）
2/6～27の毎週木曜日�
午前10時～正午 20人 2,600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

2/6～27の毎週木曜日�
午後1時～4時 10人 7,600円

やさしいフランス語会話入門
（4日制）
◆フランス語で日常的表現と
基本的な言い回しのできる方

2/6～3/19の第1・3木曜日
午後7時～8時30分 20人 3,600円

シニア元気大学
ストレッチで丈夫な足腰作り

（3日制）
◆おおむね60歳以上の方

2/17・24、3/2
いずれも月曜日
午後1時15分～2時45分

30人 1,380円

はじめてみよう！ 
初心者でもできる動画編集入門
◆基本的なパソコン操作のできる方

2/22㈯
午後2時～4時 20人 1,000円

山
やましな

階鳥類研究所連携
バードウォッチング講座
はじめの一歩

2/23㈷
午後2時～3時30分 100人 無料

人とペットが幸せに暮らすために 
動物愛護法から考える

2/27㈭
午後1時30分～3時 35人 700円

★明治維新と新しい政治
議会のはじまり（3日制）

2/9・23、3/15
いずれも日曜日
午後2時～4時

50人 1,500円
1/27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

梅田寄席
◆小学生以上の方

1/9㈭
午後7時～8時30分 34人 1,000円

当日はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
1/11㈯･12㈰･13㈷
午後2時～4時

各
15人 無料

自宅で気軽に簡単ヨガ
2/4・18・25
いずれも火曜日
午前11時～午後0時15分

各
30人

1回
500円

事前

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

2/5～26の毎週水曜日�
午前10時～11時15分 17組 3,520円

ピアノと弦管楽器で楽しむ
思い出の学校クラシック
◆どなたでも

2/8㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

お菓子講座
大人のチョコレートケーキ
ザッハトルテ

2/9㈰
午後1時30分～3時30分 16人 2,085円

冬のリトミックコンサート
◆どなたでも（小学2年生以下
の方は保護者の参加が必要）

2/16㈰
午前10時30分～正午 70人

1,000円
（15歳以下の
方は500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
（小学生は保護者の参加が必要）

2/16㈰
午前11時～午後1時30分 20人 1,500円 事前

【ネット不可】

シルバーふれあい食堂
◆おおむね60歳以上の方

2/21㈮
午後5時30分～7時 20人 600円

事前アロマで花粉症対策
スプレーとアロマバス作り
◆16歳以上の女性

2/25㈫
午後7時～8時30分 15人 1,560円

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

赤ちゃんの発達を助ける
親子で楽しいふれあい遊び
◆2カ月～1歳6カ月の子どもと保護者

1/12㈰
午後1時～2時30分 10組 500円 事前

笑って健康！ 新春興本寄席 
◆どなたでも

1/13㈷
午後2時～3時30分 60人 無料 当日

子連れOK はじめての
ゆるっと筆文字あーと

1/14㈫・28㈫
午前10時30分～正午

各
10人

1回
2,200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

1/18㈯
午前10時45分～正午 10人 1,000円

自分好みのオリジナルアロマ
でしっとり保湿クリーム作り

1/19㈰
午後6時～7時30分 10人 1,000円

整体師が教える「ママと子ども
のタッチケア体験」
◆就学前の子どもと保護者
託児：6カ月～3歳の子ども

1/22㈬
午前10時30分～11時45分

10組
（託児
2人）

1,120円
（託児付き
1,620円）

はじめての三味線
初心者入門教室（6日制）

1/23～2/27の毎週木曜日
午後6時～7時30分 10人 3,960円

興本託児サポーター養成講座 1/31㈮、2/7㈮
午前10時30分～11時30分

各
10人 無料

夢を叶
かな

える 輪っかの
「ドリームキャッチャー」
◆小学4年生以下の方
（就学前の子どもは保護者同伴）

2/2㈰
午前10時30分～正午 10人 1,750円

知って、楽しく吹いてみよう 
横笛ファイフ（6日制）

2/7～3/13の毎週金曜日
午前10時～10時45分 6人 9,010円

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

2/7・14・21
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）

興本地域星空観望会
「冬の星座と金星をみよう」
◆小学生以上の方と保護者

2/22㈯
午後7時～8時30分 10組 無料



■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
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江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
楽しく歌おう ウクレレサロン 
演奏者も大募集中

1/6㈪・13㈷
午後1時20分～3時50分

各
10人

1回
330円 事前

みんな集まれ！ 
楽しく歌おう 童謡唱歌サロン

1/6㈪・13㈷
午後1時30分～3時

各
30人

1回
550円

当日
フルートミニコンサート
◆どなたでも

1/11㈯
午前10時30分～11時 30人 無料

ミュージックベル
ミニコンサート
◆どなたでも

1/18㈯
午後1時30分～2時 30人 無料

こどもトランポリンサークル 
入部体験教室
◆3歳～小学1年生

1/25㈯、2/1㈯
午後0時30分～1時10分

各
5人 無料

事前

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

2/5～26の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,320円

基礎から学ぶ空手教室
（3日制）
◆5歳～小学生

2/5・12・19
いずれも水曜日
午後6時30分～7時30分

20人 300円

大人のための字の書き方 
「漢字行書編」（3日制）

2/7・14・21
いずれも金曜日
午前9時30分～11時

12人 1,980円

花いっぱいハーバリウム 
ディスペンサー作り

2/10㈪
午前10時30分～正午 20人 2,900円

本場アメリカ仕込み 元プロ選
手から教わるバスケットA・B
◆Ａ：小学3～6年生
◆Ｂ：中学生

2/16㈰
Ａ：午後6時40分～7時40分
Ｂ：午後7時50分～8時50分

各
50人 970円

こども体操
スポーツいろいろ編（5日制）
◆小学生

2/20～3/19の毎週木曜日
午後4時40分～5時40分 35人 1,700円

女性のための合唱教室 名曲を
ハーモニーで楽しく歌おう
◆16歳以上の女性

2/24㉁
午前10時～正午 20人 550円

佐野地域学習センター 〒121-0053 佐野2-43-5　☎3628-3273
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

1/16㈭
午前10時30分～11時30分 10組 570円

事前

簡単に作れる
美
お い

味しい手作り味
み そ

噌
1/19㈰
午後1時30分～4時 16人 1,500円

初心者向け
手縫いでリバーシブルベスト
を作ろう（4日制）

1/21・28、2/18、3/3
いずれも火曜日
午前10時～正午

16人 2,100円�

女性のためのヨガ（5日制）
◆16歳以上の女性

1/21～3/17の第1・3火曜日
午後5時45分～6時45分
午後7時30分～8時30分

各
8人 2,800円

プリザーブドフラワー
バレンタインアレンジ

1/22㈬
午前10時～正午 20人 3,200円

初心者向け
ウクレレ入門（5日制）

1/25～3/28の第2・4土曜日
午後3時30分～5時 12人 2,750円

キッズチア きらきらな
ポンポンで踊ろうA・B（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～4年生

1/27、2/3・17、3/2・16
いずれも月曜日
Ａ：午後3時30分～4時15分
Ｂ：午後4時30分～5時30分

各
20人 2,800円

身体と頭のやさしい体操
◆おおむね65歳以上の方

1/30㈭
午後1時30分～2時30分 16人 400円

パズルだ！ クイズだ！ 脳カツだ
◆おおむね30歳以上の方

2/5㈬
午前10時30分～正午 10人 150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
バレエストレッチ
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

1/5㈰
午後2時30分～3時30分
1/19㈰・26㈰
午後1時30分～2時30分
午後2時45分～3時45分

各
10人
（託児
3人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

事前
鹿浜スポーツクラブ
ズンバレッスン
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

1/6・20・27
いずれも月曜日
午前10時30分～11時30分
午後7時30分～8時30分

各
10人
（託児
3人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

鹿浜スポーツクラブ
リラックスヨガ
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

1/9㈭
午前10時30分～11時30分
1/18㈯・27㈪
午後2時～3時
1/20㈪
午後4時～5時

各
10人
（託児
3人）

1回
810円

（託児付き
1,150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
美ボディーエクササイズ
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

1/9～30の毎週木曜日
午後3時30分～4時30分

各
10人
（託児
3人）

1回
810円

（託児付き
1,150円）

事前

たのしくモダンバレエ体験
（3日制）
◆2歳10カ月～小学1年生

1/21・28、2/4
いずれも火曜日
午後3時30分～4時30分

15人 30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）

2/8㈯
午後1時30分～3時 24人 無料

ドキドキまなぼー 親子で
キラキラ コラージュアルバム
◆5歳～小学生と保護者

2/8㈯
午後2時～4時 6組 500円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
2/15㈯・26㈬
午後1時30分～3時30分

各
12人 無料 当日

寄り道サロン
米
こめ

麹
こうじ

でつくる簡単甘酒づくり
2/16㈰
午後1時30分～3時 12人 1,310円 事前

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

パン教室
豆乳ビーンズ

◆新田パン教室に参加した
ことのある方

1/18㈯
午前10時30分～午後1時30分 8人 2,000円

事前

手作り中華まんと
あんまん

1/20㈪
午前10時30分～午後1時30分 16人 600円

プリザーブドフラワー
バレンタインアレンジ

1/21㈫
午前10時～正午 20人 3,200円

初めての方大歓迎
ボイストレーニング（8日制）

1/23～3/12の毎週木曜日
午後7時30分～8時30分 10人 4,400円

フラダンスサークル体験
（3日制）
◆16歳以上の女性

1/25、2/1・8
いずれも土曜日
午後0時30分～1時45分

20人 30円

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

1/26㈰
午前10時30分～11時30分 15組 600円

パティシエが教える
シャルロット・ショコラ

1/29㈬
午前11時～午後1時30分 8人 3,000円

気楽にのびのびヨガ（3日制）
◆16歳以上の女性

2/5・12・19
いずれも水曜日
午後7時30分～8時30分

20人 1,680円

ベビーヨガ＆
産後ママのためのヨガ
◆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

2/7㈮
午前10時30分～11時20分 10組 600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

1/11㈯
午後2時～4時
1/17㈮
午後3時30分～5時30分

各
12人 無料

当日
歌声サロン「昭和歌謡」
◆どなたでも

1/15㈬
午後2時～4時 100人 500円

サークル体験「カラオケ教室」 
◆どなたでも

1/21㈫、2/4㈫
午後7時～8時40分

各
10人 無料 事前

竹の塚童謡ひろば
◆どなたでも

1/28㈫
午後1時30分～3時 70人 500円 当日

tコンサート
「ウィンターコンサート」
◆どなたでも
（小学生以下の方は保護者同伴）

2/9㈰
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

2/14㈮・28㈮
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

「不思議なトリックアート」
◆小・中学生

2/16㈰
午前10時30分～11時30分 15人 200円




