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！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝3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4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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生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730

親子で楽しむ
ハンドシャドーショー
◆小学生以下の方と保護者

5/6㉁�
午前11時～正午
午後2時～3時

各
200組

1回
1,500円

（小学生以下の
方は1,000円）

事前
T
ト ー イ ッ ク

OEIC®L＆R 600点突破
応援講座（12日制）
◆16歳以上で英検3級～
準2級程度の英語力の方

5/9～8/1の毎週土曜日
（7/18を除く）�
午前10時～正午

25人 20,440円

美しい古城と宮殿から見る 
もう一つのイギリス（4日制）

5/16～6/13の毎週土曜日
（5/30を除く）
午後1時30分～3時

40人 2,400円

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

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

5/19㈫
午後1時～3時 10組 1,200円

事前

初夏の花を楽しむ
初心者のための寄せ植え講座

5/24㈰
午後2時～3時30分 30人 2,650円

ママのための子育て英語
（7日制）
◆4カ月～1歳未満の子どもと母親

5/26～7/7の毎週火曜日
午前10時～10時50分 10組 4,350円

ママと一緒！ 
1歳からの楽しい英語（7日制）
◆1～3歳の子どもと母親

5/26～7/7の毎週火曜日
午前11時30分～午後0時20分 8組 5,240円
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鴎外へ（4日制）
5/2㈯・9㈯・15㈮・23㈯�
午後2時～4時 30人 2,000円

4/18必着

★中世を読み解く
「日記」に見る中世Ⅱ（4日制）

5/10～31の毎週日曜日�
午後2時～4時 30人 2,000円

4/24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）
伊興地域学習センター 仮事務所（梅田図書館内）　　　　　　　　☎3852-8080
改修工事で休館中ですが、「伊興写真サロン」「楽しい折り紙ひろば」「伊興おもちゃ
の病院」は開催しています。場所など、くわしくはお問い合わせください。
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

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

5/6～27の毎週水曜日�
午前10時～11時15分 17組 3,600円

事前

演劇で自分磨き 心の解放と
自己表現を学ぶ（10日制）
◆20歳以上の方

5/9～7/11の毎週土曜日
午後1時30分～3時 15人 6,900円

月光ソナタ＆ラ・カンパネラ
大
おおむろ

室晃
あき

子
こ

ピアノコンサート
◆どなたでも

5/9㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

楽しく親子体操（4日制）
◆2・3歳の子どもと保護者

5/12～6/9の毎週火曜日
（5/19を除く）
午前9時30分～10時30分

25組
親1人子1人
2,400円
親1人子2人
2,920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

5/12㈫
午前10時30分～正午 10組 1,150円

　あだち広報電子ブック版などを配信してい
る無料アプリ「カタログポケット」の活用ポイ
ントをご紹介！■問先＝広報係

　�☎3880-5815

様々な区の刊行物などが読める
　あだち広報以外に、あだち子育てガイド
ブック、足立区行政サービス案内なども配信

お気に入りコンテンツの最新情報をお知らせ
　「マイコンテンツに追加」すると、あだち広報
の配信開始時などにプッシュ通知でお知らせ

10言語で自動翻訳、9言語で音声読み上げ
　日本語・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁
体字）・韓国語・タイ語・ポルトガル語・ス
ペイン語・インドネシア語・ベトナム語で読
め、ベトナム語を除く9言語で聞ける　※未
対応の刊行物あり

いつでも、どこでも、
あだち広報が

スマホで読める
カタログポケット

◀�くわしく
はコチラ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日㈪まで全施設休館中（窓口は利用可）。掲載している講座も中止・延期になる場合あり

昨年の台風第19号の際

中川小学校に
避難された方へ

～お尋ねとお願い～
　昨年10月12日～13日に避難
所として開設した中川小学校
のトイレに、自分で血糖値を
調べるために使う小さな針（使
用済み）が落ちていました。こ
の針をお使いになった方に、
お尋ねしたいことと、お願い
したいことがあります。
　お心当たりがある方は、ご
連絡ください。秘密は厳守い
たします。
■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

2019年度版
あだち子育て
ガイドブック

あだち広報

Catalog Pocket

あ
だ
ち

Ｃ
Ｍ

第
９
回

あ
だ
ワ
ン
グ
ラ
ン
プ
リ
決
定

｢見つけた。幸せの青い鳥｣
（作者 M

モ リ

ORI さん）

■問先＝広報係 ☎3880-5514

グランプリ



■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面左中を参照 9
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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

時短料理術 
五目釜飯と魚の煮つけ

5/20㈬
午後5時～6時
午後7時～8時

各
20人

1回
1,550円

事前

パパと体操
◆2～4歳の子どもと父親

5/23㈯
午前11時～正午 15組 600円

心のバランスを整えるアロマ
でロールオンコロンづくり
◆16歳以上の女性

5/26㈫
午後7時～8時30分 15人 1,710円

はじめてのモダンバレエ
◆3歳～小学生

5/27㈬
午後3時～4時 20人 10円

キッズバレーボール
｢初心者クラス｣（8日制）
◆小学生

5/27～7/15の毎週水曜日
午後4時～5時30分 20人 3,600円

シルバーふれあい食堂
◆おおむね60歳以上の方

5/29㈮
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

みんなで楽しく クラシック
バレエ体験月間A・B（5日制） 
◆Ａ：3歳～就学前の子ども�
◆Ｂ：小学生

4/23～5/21の毎週木曜日
Ａ：午後4時～4時45分
Ｂ：午後5時～5時45分

各
15人 4,450円

事前

小学生フットサル
体験レッスン i

イン

n 興本
◆小学1～4年生

4/25㈯
午後4時～5時 20人 560円

基礎から学ぶ 平仮名の
整え方「楷書編」（4日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

5/8～29の毎週金曜日
午後1時30分～3時

12人
（託児
4人）

2,680円
（託児付き
4,680円）

親子リトミック（2日制）
◆4カ月～1歳の子どもと保護者

5/9㈯・23㈯
午前9時40分～10時20分 30組 1,780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

5/9㈯・23㈯
午後1時30分～3時30分 10人 2,200円

基礎から学ぶリズムダンス
A・B（8日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

5/9～7/11の毎週土曜日
（5/23、6/27を除く）
Ａ：午後5時～6時
Ｂ：午後6時30分～7時30分

各
20人 4,480円

子連れOK はじめての
「ゆるっと筆文字あーと」

5/12㈫・26㈫
午前10時30分～正午

各
10人

1回
2,200円

こどもトランポリン（7日制）
◆5歳～小学生

5/12～6/23の毎週火曜日
午後4時40分～5時40分 24人 2,660円

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

5/14㈭・28㈭
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）

知って、楽しく吹いてみよう 
横笛ファイフ（6日制）

5/15・29、6/12・26、7/10・17
いずれも金曜日
午前10時～10時45分

6人 9,010円

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

古典文学講座 声に出して読む
「平家物語」第7期（6日制）

4/21～8/18の第3火曜日、
9/29㈫
午後2時～4時

20人 無料

事前楽しく歌おうウクレレサロン
演奏者も大募集中

4/27㈪
午後1時20分～3時50分 10人 330円

ちびっこ体操
とび箱・マット編（8日制）
◆4歳～就学前の子ども

5/7～6/25の毎週木曜日
午後3時30分～4時30分 35人 2,720円

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

こども体操 走り方編（8日制）
◆小学生

5/7～6/25の毎週木曜日
午後4時40分～5時40分 35人 2,720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

5/8～7/3の毎週金曜日
（5/22を除く）
午後3時15分～4時15分

15組 6,960円

子どもトランポリン（8日制）
◆6歳～小学生

5/8～7/3の毎週金曜日
（5/22を除く）
午後4時30分～5時30分

24人 3,040円

プリザーブドフラワー 
アレンジメント作り

5/11㈪
午前10時30分～正午 20人 2,900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

5/13・20・27
いずれも水曜日
午前10時～11時

各
10組

1回
1,010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

5/13・20・27
いずれも水曜日
午前11時10分～午後0時40分

各
10組

1回
1,320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

5/19㈫
午後0時30分～1時30分 20組 460円

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

ハンドメイドで交流サロン 
パッチワークのランチョンマット

4/21㈫
午前10時～午後1時 20人 500円

事前

水引で作る素敵なペンダント 4/24㈮
午後2時～4時 12人 1,400円

初心者向け ウクレレ入門
（5日制）

4/25～6/27の第2・4土曜日
午後3時30分～5時 12人 2,750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

5/11～6/22の毎週月曜日
（6/8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

5/11～6/22の毎週月曜日
（6/8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

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

4/22㈬・27㈪
午後2時～3時

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 
美ボディーエクササイズ
託児：1歳6カ月～3歳の子ども

4/23㈭・30㈭
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)

山崎製パン ツナたまカレー
サンドとチーズデザート
◆4歳～小学3年生と保護者

4/26㈰
午前11時～正午
午後2時～3時

各
12組

1回
300円

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

4/27㈪・28㈫
午前10時30分～11時30分

各
15人
（託児
3人）

1回
810円
(託児付き
1,150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）

5/9㈯
午後1時30分～3時 24人 無料

ボードゲーム広場 in 
こどもフェスティバル
◆どなたでも

5/10㈰
午前10時30分～正午
午後1時～2時30分

なし 無料 当日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日㈪まで全施設休館中（窓口は利用可）。掲載している講座も中止・延期になる場合あり


