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！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝10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）
《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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　「新型コロナウイルス感染症」拡大防止のため、一定のご協力をいただいたうえで開館（園）しています。掲載講座は対策を講じて開催予定で
すが、状況によっては中止・延期となる場合があります。最新情報は各施設へお問い合わせください。

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
11/1㈰・15㈰�
午後2時～3時30分

各
15人 無料 当日

大人のそろばんさろん
◆おおむね50歳以上の方

11/2㈪・16㈪�
午前10時～11時30分

各
27人

1回
400円

事前先
着

オンラインミニ講座 すぐに
使える実践韓国語会話（2日制）
◆ハングルの読める16歳以上の方

11/10㈫・24㈫
午後1時30分～3時 20人 無料

Z
ズ ー ム

oom体験会
◆パソコンの基本操作ができる
16歳以上の方

11/11㈬・29㈰
午後1時～2時
午後3時～4時

各
4人 無料

家族ふれあいスポーツ広場 
ノルディックウォーキング
◆小学生以上の方

11/21㈯�
午前10時～正午 15人

100円
（用具レンタルの
方は別途300円）

当日用

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730
オンライン講座 
美しい古城と宮殿から見る 
もう一つのイギリス（4日制）

12/4～25の毎週金曜日�
午前10時～11時 30人 1,600円

事前先
着

オンライン講座
T
ト ー イ ッ ク

OEICⓇ L＆R600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

12/5～3年2/27の毎週土曜日
（3年1/2を除く）
午前10時～正午

20人 15,600円

★食品ロスの実態 一人ひとり
が出来ること（2日制）

12/1㈫・15㈫�
午後2時～4時 30人 500円

11/19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　　　　　  〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537
日曜日にリフレッシュ
 「ズンバ」エクササイズ

11/1㈰・15㈰�
午後1時～2時

各
25人

1回
810円 当日楽しく踊ってストレス解消 

夜の「ズンバ」
11/4㈬・11㈬�
午後7時30分～8時30分

各
25人

1回
810円

赤ちゃんといっしょ　
ベビーヨガ 
◆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

11/12㈭�
午前10時30分～11時20分 16組 600円 事前先

着

楽しい俳句作り 11/12㈭�
午後1時～3時 14人 550円

事前先
着

（開催センター
のみで受け付け）

筋膜リリース＆スタンディング
ピラティス（3日制）

11/17㈫、12/1㈫・15㈫�
午後7時30分～8時45分 25人 1,950円

事前先
着

夜に楽しむじっくりヨガ 11/18㈬�
午後7時～8時 16人 590円

親子の癒やし時間　
ベビーマッサージ 
◆2カ月～1歳未満の子どもと保護者

12/3㈭・15㈫�
午前10時30分～11時45分

各
4組

1回
1,100円

伊興写真サロン 12/6㈰�
午前10時～正午 8人 無料

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

ウォーキング＆ストレッチ 11/5～26の毎週木曜日
午後1時15分～3時15分

各
20人

1回
300円

当日

梅田寄席 
◆小学生以上の方

11/5㈭�
午後7時～8時30分 50人 1,000円

ラテン音楽にのって「ズンバ」
でダンスエクササイズ

11/10㈫・17㈫・24㈫�
午後7時30分～8時30分

各
30人

1回
810円

ピヨピヨランド 
「乳児手遊び＆読みがたり」 
◆5歳以下の子どもと保護者

11/20㈮�
午前11時～11時20分 5組 無料

歌声サロン「昭和歌謡」 
◆おおむね40歳以上の方

11/21㈯�
午後2時～4時 100人 550円

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
11/21㈯・22㈰
午後2時～4時

各
15人 無料

あだちの遊び場は、
7面からの続きです

あだちの遊び場

あらかわミニリースづくり
■日時＝11月21日㈯、午後2時
30分／3時10分／3時50分開始　
※各30分程度■内容＝荒川の植
物でミニリースを作る■定員＝各
5人（先着順）　※就学前の子ども
は保護者の参加が必要■申込＝不
要　※当日午前9時から会場で参
加証を配布■場・問先＝荒川ビジ

ターセンター� ☎5813-3753

都市農業公園の催し
▪ むかし体験
　文化フライを食べよう
■日時＝11月3日㈷、午後2時～
3時■対象＝4歳以上の方■内容
＝足立区で昔から食べられている
文化フライを再現し試食■定員＝
10人■費用＝100円
▪ みつろうでクレヨンづくり
■日時＝11月23日㈷、午前10時
30分／11時30分／午後1時30分
／2時30分開始　※各45分程度
■対象＝5歳以上の方■内容＝園
内で飼育しているミツバチの巣か

ら採れたみつろうを使ってクレヨ
ンを作る■定員＝各5人■費用＝
500円

――いずれも――
※先着順。就学前の子どもは保護
者同伴■申込＝不要　※当日午前
9時から会場で受け付け■場・問
先＝都市農業公園�☎3853-4114

　生涯学習センターや地域学
習センターなど、区施設での
イベント・講座開催について、
条件を設けたうえで人数制限
を緩和しています。くわしく
は区のホームページをご覧く
ださい。　※実施・参加の際
は、引き続き「マスク着用」「手
指消毒」「検温」など
にご協力をお願い
します。
くわしくはコチラ▶

▲世界にたった一つのクレヨンを作ろう

区施設での
イベントなどの
開催制限を緩和



■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、3面左上を参照 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

自宅で気軽に簡単ヨガ 12/1～22の毎週火曜日�
午前11時～午後0時15分

各
30人

1回
550円

事前先
着

ボディーシェイプヨガ（7日制） 
◆16歳以上のヨガ経験者

12/5・19、3年1/16・30、
2/6・20、3/20
いずれも土曜日
午前11時～午後0時15分

20人 5,670円

Lコンサート　
ウィンター ボサノバナイト
◆どなたでも

12/5㈯�
午後7時～8時30分 80人 1,000円

お肌しっとり潤う
みつろうクリーム作り
◆16歳以上の女性

12/22㈫�
午後7時～8時30分 15人 1,930円

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

気軽に踊ろう誰でもズンバ 11/8～29の毎週日曜日�
午後4時～5時

各
25人

1回
810円 当日

ビーズステッチで 
ブローチ作り体験

11/11㈬・25㈬
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回
1,600円 事前先

着

童謡から昭和歌謡まで 
楽しく歌おう 歌声サロン

11/15㈰
午後1時30分～3時 18人 550円 当日

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

11/21㈯
午前10時45分～正午 10人 1,000円

事前先
着

かぎ針で編む ちょっとそこまで
ポシェット（2日制）

11/21㈯・22㈰
午後1時～3時 10人 2,600円

3歳からの身
か ら だ

体づくり運動遊び
（4日制） 
◆3歳～就学前の子ども

11/21～12/12の毎週土曜日
午後3時30分～4時30分 15人 1,360円

基礎から学ぶリズムダンス 
Ａ・Ｂ（5日制）
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

11/21～12/26の毎週土曜日
（11/28を除く）
Ａ：午後5時～6時
Ｂ：午後6時30分～7時30分

各
20人 2,800円

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

11/28㈯
午後4時～5時 20人 560円

英語大好キッズになろう！　
「園児編」（3日制）
◆3歳～就学前の子ども

12/1㈫・8㈫・15㈫�
午後3時30分～4時20分 10人 2,730円

健康長寿でめざそう100歳 
「3Ｂ体操」（3日制）
◆おおむね60歳以上の方

12/2㈬・9㈬・16㈬�
午前10時30分～11時30分 10人 1,500円

子連れOK ヨガ＆シェイプ
アップトレーニング
託児：6カ月～3歳の子ども

12/3㈭・10㈭・17㈭
午前10時30分～11時45分

各
10人
（託児
2人）

1回
890円

（託児付き
1,390円）

基礎から学ぶ文字の整え方
「年賀状編」（2日制）

12/4㈮・11㈮
午後1時30分～3時 10人 1,350円

強い心身を作ろう
「空手教室」（8日制）
◆小学生以上の方

12/4～3年1/29の毎週金曜日
（3年1/1を除く）
午後6時15分～7時15分

19人 5,300円

ふれあい遊びと
らくちん抱っこA～C
◆Ａ：5カ月以下の子どもと保護者
◆Ｂ・Ｃ：6カ月～1歳の子どもと保護者

12/6㈰
Ａ：午後1時～1時45分
Ｂ：午後2時15分～3時
Ｃ：午後3時30分～4時15分

各
4組

1回
500円

サンデー アフタヌーン コンサート
◆どなたでも

12/6㈰
午後2時～2時30分 15人 無料 当日

筆ペンで簡単！
おしゃれ文字カードを作ろう

12/8㈫・22㈫
午前10時30分～正午

各
10人

1回
1,650円

事前先
着

認知症予防
大人の音楽脳トレ（3日制）
◆おおむね65歳以上の方

12/11㈮・18㈮・25㈮�
午前10時30分～11時30分 20人 1,650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

12/12㈯・26㈯�
午後1時30分～3時30分 10人 2,200円

アロマで除菌 
さっぱり楽しく年末お掃除

12/20㈰�
午後6時～7時30分 10人 2,550円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
飲まない かけない 吸わない　
健康マージャンサロン

11/6～27の毎週金曜日�
午後5時30分～8時30分

各
12人

1回
200円

当日

ミュージックベル
ミニコンサート
◆どなたでも

11/7㈯
午前10時30分～11時 15人 無料

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
11/8㈰・23㈷
午後3時～4時30分

各
4人 無料

ビーズアクセサリー
手づくりサロン
◆小学生以上の方
（小学1～3年生は保護者同伴）

11/13㈮・27㈮
午後3時～7時

各
6人

1回
300円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
フルートミニコンサート
◆どなたでも

11/14㈯
午前10時30分～11時 15人 無料 当日

秋の怪談会 11/14㈯
午後2時～3時 8人 無料 事前先

着

ミュージックベル体験サロン
◆どなたでも

11/14㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日用

ネイティブ講師と楽しもう 
親子で英語教室（3日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

11/30㈪、12/7㈪・14㈪�
午前10時～10時40分 4組 3,300円

事前先
着

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

12/1㈫・15㈫
午後1時～2時

各
7組

1回
460円

抱っこで変わる
赤ちゃんとママの姿勢
◆2カ月～1歳6カ月の子どもと母親

12/2㈬
午前9時30分～10時30分 4組 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

12/2～23の毎週水曜日
午前11時～午後0時15分

各
4組

1回
1,320円

体幹ピラティスA・B（4日制）
◆16歳以上の女性

Ａ：12/2～3年1/20の第1・3水曜日
Ｂ：12/9～3年1/27の第2・4水曜日
午後3時30分～4時30分

各
10人 1,800円

スポーツ基本塾 なわとび編
（3日制）
◆4歳～就学前の子ども

12/3㈭・10㈭・17㈭
午後3時30分～4時30分 20人 1,020円

スポーツ基本塾 なわとび＆
ドッチビー編（3日制）
◆小学生

12/3㈭・10㈭・17㈭
午後4時40分～5時40分 30人 1,020円

大人のための字の書き方
「年賀状編」（2日制）

12/4㈮・11㈮
午前9時30分～11時 12人 1,320円

子どもクラシックバレエ
（8日制）
◆6歳～小学3年生の女性

12/4～3年1/29の毎週金曜日
（3年1/1を除く）
午後5時～6時

14人 5,360円

心と体を癒やし女子力U
アップ

P
ナイトピラティス（4日制）
◆16歳以上の女性

12/4～25の毎週金曜日�
午後7時～7時50分 14人 3,120円

ネイティブ講師と親子で楽しむ
英語レッスンＡ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：1～3歳の子どもと保護者
◆Ｂ：4�・�5歳の子どもと保護者

12/5㈯・12㈯・19㈯
Ａ：午前10時～10時40分
Ｂ：午前11時～11時40分

各
4組 3,300円

姿勢シャキッと教室 12/8㈫・22㈫
午後1時～2時

各
14人

1回
560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

12/9㈬・16㈬・23㈬
午前9時30分～10時30分

各
4組

1回
1,010円

個別相談で安心 ファイナン
シャルプランナー相談会

12/13㈰・23㈬
午前10時～11時

各
4人 無料

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）

12/18㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

ガーデニングサロン i
イン

n 江北
◆どなたでも
（小学3年生以下の方は保護者同伴）

12/24㈭
午前10時～11時 10人 無料

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

囲碁・将棋ひろば
◆小学生以上の方

11/1㈰
午前9時～正午 8人

200円
（小学生は初回・
更新時のみ100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

11/1㈰・22㈰
午後1時30分～3時
11/11㈬
午後3時30分～5時

各
8人 無料

こども折り紙ひろば
◆小学生

11/15㈰
午後1時30分～3時30分 10人 無料

気軽に簡単
指でごしごしパステルアート
◆どなたでも

11/17㈫
午後1時～3時 10人 700円

事前先
着

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

11/19㈭
午前10時30分～11時30分 5組 570円

ハンドメイドサロン
キルトのクリスマスツリー

11/24㈫
午前10時～午後1時 20人 500円

佐野写真サロン 11/28㈯
午前10時～正午 10人 100円 当日

暮らしの中で楽しむいけ花 12/7㈪
午後2時～3時30分 10人 1,550円 事前先

着


