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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
8面参照

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

新田うたごえひろば
◆どなたでも

3/20㈷
午後1時～2時30分 30人 200円 当日

藍染でオリジナル手提げを
作ろう
◆小学生以上の方

（小学1～3年生は保護者同伴）

3/20㈷
午後2時～3時30分 10人 1,300円

事前 先
着

お弁当大作戦 小麦粘土で
作るランチボックス
◆4歳～小学生

（就学前の子どもは保護者同伴）

3/21㈰
午後1時～3時 20人 1,060円

日本画の技法で描く
はがき絵講座（6日制）

4/7～6/30の第1・3・5水曜日
（5/5を除く）
午前10時～正午

12人
6,600円

（用具購入の方は
別途2,560円）

気楽にのびのびヨガ（3日制）
◆16歳以上の女性

4/7㈬・14㈬・21㈬
午後7時～8時 20人 1,845円

ハワイアンリボンレイで作る　
春のリース

4/9㈮
午前10時～正午 15人 2,350円

気楽にすっきり朝ヨガ（2日制）
◆16歳以上の女性

4/13㈫・27㈫
午前10時30分～11時30分 20人 1,230円

竹の塚地域学習センター 〒121-0813 竹の塚2-25-17　☎3850-3107

楽しくストレッチ体操
（6日制）

4/1～5/27の毎週木曜日
（4/15・29、5/13を除く）
午後1時30分～2時40分

25人 2,880円

事前 先
着キッズ・ダンスレッスン

（5日制）
◆小・中学生

4/1～29の毎週木曜日　
午後6時～7時 20人 3,300円

サークル体験「女性のための　
ダンベル体操」（2日制）
◆20歳以上の女性

4/5㈪・19㈪
午前11時～正午 5人 20円 事前 先

着
【ネット不可】

ちびっこ体操体験会
◆3歳～就学前の子ども

4/5㈪・19㈪・26㈪
午後3時30分～4時30分

各
15人

1回
660円

事前 先
着

チューズデー・ダンシング・
キッズ（7日制）
◆小・中学生

4/6～5/25の毎週火曜日
（4/20を除く）
午後5時～6時

20人 4,620円

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

4/16㈮・30㈮
Ａ：午前9時35分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時40分

各　
15組 1,700円

tコンサート
「竹の塚フラメンコダンス」
◆小学生以上の方

（小学生は保護者同伴）

4/17㈯
午後2時～4時 200人 1,000円 事前 先

着
【ネット不可】

中央本町地域学習センター 〒121-0011 中央本町3-15-1　☎3852-1431
楽に生活できる体づくり
ロコモ体操（8日制）
◆おおむね50歳以上の方

4/1～7/15の第1・3木曜日
午前10時～11時30分 25人 4,320円

事前 先
着

こども英語でイースター
パーティーＡ・Ｂ（2日制）
◆Ａ：3歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

4/1㈭・2㈮
Ａ：午前10時30分～11時20分
Ｂ：午前11時30分～午後0時20分

各
7人 1,600円

ペーパークラフトで
オリジナル電車を作ろう（6日制）
◆小学生以上の方

（小学1～3年生は保護者同伴）

4/3・24、5/8・29、6/5・26
いずれも土曜日
午後1時～3時30分

10人 600円

日本画家ツジモトコウキと
カラフル水彩色鉛筆画を描こう
◆小学生以上の方

4/4㈰
午後2時～4時 14人 1,500円

ヘルシーエクササイズ
（14日制）

4/5～7/26の毎週月曜日
（5/10、6/14、7/12を除く）
午前10時～11時30分

50人 7,560円

わいわいエアロビクス
（7日制）

4/7～5/26の毎週水曜日
（5/5を除く）
午前9時30分～10時40分
午前10時50分～正午

各　
25人 3,780円

目覚める脳と体 フェルデン
クライスメソッド（6日制）

4/7～5/19の毎週水曜日
（4/28を除く）
午後3時30分～4時40分

16人 6,000円

韓国語入門編 第3期（10日制）
◆ハングルを読める16歳以上の方

4/10～6/19の毎週土曜日
（5/1を除く）
午前10時～11時

16人 7,500円

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

韓国語初級編 第3期（10日制）
4/10～6/19の毎週土曜日

（5/1を除く）
午前11時20分～午後0時20分

16人 7,500円 事前 先
着

大人の農業体験教室
「初めての無農薬野菜作り 
春夏編」（5日制）

4/11～8/8の第2日曜日
午前10時～11時30分 10人 1,550円 事前 先

着
【ネット不可】

こども体操A・B（6日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

4/13～5/25の毎週火曜日
（5/4を除く）
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後4時40分～5時40分

各
40人 2,580円

事前 先
着

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

4/16～5/21の毎週金曜日
（4/30を除く）
午前10時～11時

35組 3,600円

東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201

おはじきサッカーを
楽しもう

◆どなたでも
3/4㈭・18㈭
午後3時～4時30分

各　
20人 無料 当日

舎人地域学習センター 〒121-0831 舎人1-3-26　☎3857-0008

太極拳ひろば 3/10㈬・24㈬
午後1時30分～2時50分

各　
15人

1回　
430円 当日

朝スッキリヨガ 3/13㈯・27㈯
午前10時～11時15分

各　
15人

1回　
550円

事前 先
着

わくわくサイエンス教室
「万華鏡を作ろう」
◆小学生

3/28㈰
午後2時～3時30分 10人 100円

親子で楽しむヨガ
◆7カ月～2歳の子どもと母親

4/12㈪・26㈪
午前11時10分～正午

各
5組

1回　
600円

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

誰でもできる卓上カーリング
「カーレット」
◆どなたでも

3/4～25の毎週木曜日　
午前10時～正午

各　
20人 無料 当日

災害時花畑センターが避難場所
になったときのミートアップ

3/11㈭　
午前10時～11時30分 20人 無料 事前 先

着

みんなで遊ぼう
カーレット体験会
◆どなたでも

3/13㈯・27㈯
午後2時～4時

各　
20人 無料 当日

東京の花畑で屋上養蜂やろうよ
ミツバチ勉強会

3/21㈰
午前10時30分～正午 20人 無料

事前 先
着

親子で参加できる
歌う体操教室（オンライン）
◆5歳～小学2年生と保護者

3/24㈬
午後3時30分～4時 20組 無料

年齢や障がいを問わない
カーレットレクチャー＆ミニ大会
◆どなたでも

3/27㈯
午前10時～正午 18人 無料

新しい花壇に親子で
お花を植えてみる体験会
◆5歳～小学生と保護者

3/28㈰
午前10時～11時30分 6組 無料

懐かしの昭和歌謡コンサート
◆どなたでも

3/28㈰
正午～午後0時30分 20人 無料 当日

字が綺麗になる
ペン字書道教室（2日制）

4/1㈭・15㈭
午後7時30分～8時30分 15人 1,180円

事前 先
着

大人からはじめる
クラシックバレエ教室（4日制）
◆16歳以上の女性

4/3～24の毎週土曜日
午前11時～正午 16人 3,560円

心と体を健やかに整える
太極拳教室（10日制）

4/5～6/28の毎週月曜日
（5/3・17、6/21を除く）
午後1時～2時15分
午後2時30分～3時45分

各　
10人 4,500円

幼児向け 楽しみながら全集中
コーディネーション（3日制）　
◆3歳～就学前の子ども

4/8㈭・15㈭・22㈭
午後4時45分～5時30分 20人 1,680円

小学生向け 楽しみながら全集中
コーディネーション（4日制）
◆小学生

4/9～30の毎週金曜日
午後4時15分～5時
午後5時15分～6時

各　
15人 2,240円

お部屋を華やかにする
桜のリースフラワー
アレンジメント

4/13㈫
午前10時30分～正午 15人 1,940円

第4回コスプレフォトショット
i
イン

n 花畑図書館
4/18㈰
午後1時～5時 3組 無料
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保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502
子ども同伴可 心とカラダの
ほぐし＆引き締めヨガ

3/20㈷
午前10時30分～11時30分 12人 590円

事前 先
着

王妃も愛した若返りの香水　
ハンガリーウォーター作り

3/31㈬
午後1時30分～3時 10人 2,190円

赤ちゃんと楽しく
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

4/7㈬
午前10時30分～11時20分 10組 600円

スタンディング・ピラティス
＆アロママッサージ（7日制）

4/7～7/21の第1・3水曜日
（5/5を除く）
午後7時30分～8時45分

10人 5,050円

墨の濃淡で奥深く
草花から描く水墨画講座

（6日制）
4/10～6/26の第2・4土曜日
午前10時～正午 10人

8,780円
（専用筆を
持っている方
は6,080円）

パパやママと楽しく運動あそび
◆2～4歳の子どもと保護者

4/10㈯
午前10時30分～11時30分 10組 580円

ゆったり健康太極拳（6日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/13～6/22の第2・4火曜日
午前10時～11時30分 14人 2,700円

ピラティスウェイト＆筋膜
リリースエクササイズ（8日制）

4/14～7/28の第2・4水曜日
午後7時30分～8時45分 10人 5,200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
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

3/8㈪・22㈪
午前11時15分～午後0時15分

各　
19人

1回　
470円 当日 持

ナイト・ピラティス 3/12㈮・19㈮・26㈮
午後7時30分～8時30分

各　
19人

1回　
510円

初めての気功・太極拳
（6日制）

4/6～5/18の毎週火曜日
（5/4を除く）
午後1時15分～2時45分

15人 2,820円

事前 先
着

チャレンジ親子体操教室
（5日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

4/10・24、5/8・22・29
いずれも土曜日
午前11時～11時50分

18組　
親1人子1人

3,600円
親1人子2人

5,250円
チャレンジ体操教室Ａ・Ｂ

（5日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども　
◆Ｂ：小学生

4/10・24、5/8・22・29
いずれも土曜日
Ａ：午後1時～1時50分　
Ｂ：午後2時～2時50分

各　
23人 3,600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。
5・6歳水泳教室（3日制）
◆5歳～就学前の子ども

4/1㈭・8㈭・15㈭
午後4時30分～5時20分 16人 4,500円

事前 先
着

クロール息継ぎ練習会（3日制）
◆呼吸無しクロールができる小学生

4/1㈭・8㈭・15㈭
午後6時30分～7時20分 16人 4,500円

小学生水慣れクラス（3日制）　
◆泳げない小学生

4/6㈫・13㈫・27㈫
午後4時30分～5時20分 16人 4,500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（右記参照）へ
ママビクス（6日制）
◆5カ月～1歳5カ月の子どもと母親

4/16～5/21の毎週金曜日
午後1時30分～2時30分 8組 4,140円 事前 先

着

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
親子ビクス（6日制）
◆1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

4/16～5/21の毎週金曜日
午後3時30分～4時30分 8組 4,140円 事前 先

着

総合スポーツセンター 〒121-0063 東保木間2-27-1　☎3859-8211

お気軽体操（7日制）
◆おおむね60歳以上の方

4/5～6/7の毎週月曜日　
（4/12、5/3・10を除く）　
午前10時～11時10分

25人 3,920円

事前 先
着

トリム体操（11日制）
◆おおむね50歳以上の方

4/7～6/23の毎週水曜日
（5/5を除く）
午前10時～11時30分

30人 6,160円

ひめトレプラス（10日制）
◆16歳以上の女性

4/9～6/11の毎週金曜日
午後1時15分～2時15分 20人 5,600円

姿勢改善ストレッチポール
（7日制）

4/9～5/21の毎週金曜日
午後7時15分～8時15分 30人 3,920円

ボディーシェイプ（6日制）
4/13～5/25の毎週火曜日

（5/4を除く）
午前10時20分～11時30分

30人 3,360円

卓球教室 初級・中級（10日制）
◆初級：16歳以上の初心者
◆中級：フォア・バック・ツッ
ツキのラリーを各50本以上
できる16歳以上の方

4/13～6/22の毎週火曜日
（5/4を除く）
午後3時30分～5時30分

各　
20人 9,300円

幼児サッカー（11日制）
◆4歳～就学前の子ども

4/16～6/25の毎週金曜日
午後3時～4時15分 40人 4,840円

ジュニア陸上 走り方基礎・
選手育成（15日制）
◆小学生

4/19～9/6の毎週月曜日
（5/3・10、6/14、
7/5・12、8/9を除く）
基礎：午後4時～5時
育成：午後5時～6時

各　
25人 7,650円

キッズサッカー（8日制）
◆小学1・2年生

4/19～6/28の毎週月曜日
（5/3・10、6/14を除く）
午後4時～5時30分

40人 3,520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

4/21～6/16の毎週水曜日
（5/5を除く）
午前10時30分～11時30分

15組 6,160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

フィンスイミング教室
◆25m以上泳げる16歳以上の方

3/5㈮・12㈮・19㈮
午後0時30分～1時20分

各
9人

1回　
660円 当日 持

水中ウォーキング教室
（6日制）

4/6～5/25の毎週火曜日
（5/4・11を除く）
午後0時30分～1時20分
午後1時30分～2時20分

各　
18人 4,380円 事前 先

着

平野運動場 　　〒121-0076 平野2-12-1　☎3883-8079

グラウンドゴルフ広場 3/1㈪・15㈪
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

3/12㈮・26㈮
午前10時～11時

各　
20人

1回　
310円 当日 持




