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！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝7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）
※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8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

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

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

　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・延期に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。

あだちの遊び場は、
7面からの続きです

■対象＝1歳6カ月児健診対象の子どもと保護者　※健診の通知に引換券を同封■内容＝5冊の絵本の中から１冊をプレゼント■引き換え期間＝受診指定月か
ら１年間　※引き換え場所など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。■問先＝中央図書館 読書活動推進係　   ☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

あだちの遊び場

池に入って生きもの大調査
■日時＝9月5日㈰・12日㈰、午
前9時30分～11時30分／午後2
時～4時■対象＝小学生以上の方　
※小学1・2年生は保護者の参加
が必要■内容＝うき島池に入り、
タモ網を使って生きものを捕ま
えて観察する■定員＝各20人（抽
選）■申込＝窓口／全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電
話番号・ファクス番号、希望日時

（第4希望まで）、「池に入って生き
もの大調査」をファクス・往復ハ
ガキで送付　※往復ハガキは返信
面にも宛名を記入。1人1回のみ
申し込み可■期限＝8月24日㈫必
着■場・申・問先＝桑袋ビオトー
プ公園　〒121-0061花畑8-2-2
☎3884-1021 FAX3884-1041

学びピアの縁側
「押し花うちわづくり」
■日時＝8月21日㈯、午後2時～

2時45分／3時～3時45分■内容
＝荒川の野草の押し花をあしらっ
て、うちわを作る■定員＝各10
人（抽選）　※就学前の子どもは保
護者の参加が必要■申込＝全員
の住所・氏名（フリガナ）・年齢・
電話番号、希望時間、「押し花う
ちわづくり」を往復ハガキで送付　
※返信面にも宛名を記入。1通で
5人まで。1人1回のみ申し込み可
■期限＝8月10日㈫必着■場・
申・問先＝荒川ビジターセンター　
〒120-0034千住5-13-5 学びピ
ア21・4階 ☎5813-3753

ギャラクシティの催し
▪ギャラクシティ
　スポーツチャレンジパーク
■期間＝開催中～9月30日■内容

＝東京2020オリンピック・パラ
リンピックを身近に感じながら楽
しめ、競技の魅力・選手の凄

す ご

さを
体感できる展示や体験コーナーを
設置（世界の記録の体験型展示／
競技体験／クイズラリー／子ども
たちが作る新競技／工作／金メダ
ル展示 など）■申込＝不要　※当
日直接会場へ。整理券を配布する
イベントがあります。各イベント
の開催時間など、くわしくはホー
ムページをご覧ください。
▪V

ビ リ ジ ア ン

iridian H
ハ ウ ス

ouse G
ギ ャ ラ ク シ ー

alaxy 2021 　
　A

ア キ ノ ズ

kino’s B
バ ー ス デ ー

irthday S
ス ペ シ ャ ル

pecial
■日時＝8月21日㈯、午後6時30
分～7時30分■対象＝小学生以上
の方　※小・中学生は保護者同
伴■内容＝かつてのラジオ番組

「ビリジアンハウス」のパーソナリ
ティ・新

あ ら

居
い

昭
あ き

乃
の

（シンガーソングラ
イター）をゲストに、音楽と生トー
クをプラネタリウムで楽しむ■定
員＝80人（7月31日から先着順）■
費用＝500円　※高校生以下の方
は100円■申込＝電話／窓口

――いずれも――
■場・申・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

有機農家に教わる
「おいしい野菜のつくり方
教室」（8日制）

■日時＝9月4日・18日、10月2
日・30日、11月6日・20日、12
月4日・11日、いずれも土曜日、
午前10時～正午■対象＝中学生
以上の方■内容＝土作りから野菜
の種まき・定植・収穫までを、有
機・無農薬栽培の実践を通して学
ぶ■定員＝15人（抽選）■費用＝
4,000円（教材費）■申込＝全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号、「野菜のつくり方
教室」を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入。1人1回の
み申し込み可■期限＝8月25日㈬
必着■場・申・問先＝都市農業公
園　〒123-0864鹿浜2-44-1
 ☎3853-4114

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

1

オンライン講座
「やさしいフランス語
会話入門」（14日制）
◆フランス語で簡単な日常
会話ができる16歳以上の方

9/2～4年3/17の第1・3木曜日
午後7時～8時30分 20人 11,200円

事前先
着

2
女性のための
ゆったりヨガ教室（12日制）
◆16歳以上の女性

9/3～12/3の毎週金曜日
（10/8、11/5を除く）
午前9時30分～10時30分
午前11時～正午

各
24人 7,200円

3

近代日本文学史シリーズ
「太

だ

宰
ざい

治
おさむ

と日本の近代」
（3日制）
Ａ（オンライン）・
Ｂ（ライブビューイング）

9/5㈰・12㈰・19㈰
午前10時～正午

Ａ：20人
Ｂ：15人 2,400円

4

IT知識の基礎資格
「ITパスポート」取得応援
集中講座（9日制）
◆パソコンの基本操作が
できる16歳以上の方

9/12～11/14の毎週日曜日
（10/10を除く）
午後1時～3時30分

18人 17,650円

5 知られざる
江戸城のインテリア

9/12㈰
午後2時～3時30分 45人 800円

6 日本の仏像シリーズ　
信仰と美の仏像造形 大日

9/25㈯
午前10時～11時30分 30人 800円

7 法隆寺 1300年の歴史を
甦
よみがえ

らせた男 西
にしおかつねかず

岡常一
9/26㈰
午後2時～3時30分 45人 800円

8 ★江戸庶民と武士の暮らし
入門（3日制）

9/11㈯・18㈯・25㈯
午後2時～4時 50人 1,500円

8/28必着

9 ★江戸のヒロイン 
歴史をつくった女性たち

9/20㈷
午後2時～4時 99人 1,000円

9/6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）



7月26日㈪、午前9時から受け付け開始（一部を除く） 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
※インターネットの受け付けは午後1時から 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

伊興地域学習センター　　　　　    〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537

1
弾いてみよう！ 
夏休み子ども三味線体験
◆小学生

8/23㈪
午後1時～1時50分
午後2時30分～3時20分

各
8人 無料

事前先
着

2
夏休み 親子でお揃

そろ

い
ハーバリウムボトルを作ろう
◆小学生と保護者

8/30㈪
午前10時～11時30分 10組 3,050円

3
身近な野菜で染めよう！

「タマネギ染め」体験
◆小学生

8/31㈫
午前10時30分～正午 13人 無料

4
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

9/2㈭・14㈫
午前10時30分～11時45分

各
4組

1回
1,100円

5
子どもの力を伸ばす
バルシューレＡ・Ｂ（4日制）
◆Ａ：4歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～3年生

9/2～30の毎週木曜日
（9/23を除く）
Ａ：午後3時45分～4時35分
Ｂ：午後4時50分～5時40分

各
10人 2,440円

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

1 からだ元気体操（7日制）
◆おおむね50歳以上の方

9/7～10/26の毎週火曜日
（10/19を除く）
午後1時15分～2時45分
午後3時～4時30分

各
30人 4,200円

事前先
着

2 パパと体操
◆2～4歳の子どもと父親

9/11㈯
午前11時～正午 10組 600円

3
Lコンサート 癒やしのしらべ
ボサノバライブ
◆どなたでも

9/11㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

4
おうち時間を楽しもう　
自宅で作るソースと
ピクルス

9/12㈰
午後2時～4時 16人 1,350円

5
親子で知育コミュニケーション
体操（6日制）
◆1歳6カ月～3歳の子どもと保護者

9/14～10/19の毎週火曜日
午前10時～11時 15組 3,600円

6
看護師が教える
ベビーマッサージ
◆3カ月～1歳未満の子どもと母親

9/14㈫
午前10時30分～11時30分 10組 1,510円

7 はじめての中国語
（10日制）

9/14～11/30の毎週火曜日
（11/9・23を除く）
午後7時～9時

15人 9,870円

8
親子でABC A・B（5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

9/16～10/28の毎週木曜日
（9/23、10/21を除く）
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
15組 3,850円

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

1
夏休み短期 きれいな字を学ぼう 
こども硬筆教室（2日制）
◆小学生

8/24㈫・31㈫
午後5時～5時50分 10人 1,560円

事前先
着

2
見て、さわって、作って学ぶ
荒川の自然
◆小学生

（小学1・2年生は保護者同伴）

8/29㈰
午前10時～正午 10人 10円

3 知って、楽しく吹いてみよう
横笛ファイフ（6日制）

9/3・17、10/1・15・29、11/5
いずれも金曜日
午前10時～10時45分

6人 9,130円

4

パパダンサーが教える、
パパの赤ちゃん抱っこ
ダンス（2日制）
◆首が据わった3カ月～抱っこ
可能な2歳の子どもと保護者

9/5㈰・19㈰
午前10時30分～11時30分 10組 1,800円

5
大人のためのクラシック
バレエ教室「初級編」

（4日制）
9/5～26の毎週日曜日
午後6時45分～7時45分 15人 3,560円

6 親子リトミック（2日制）
◆4カ月～1歳の子どもと保護者

9/11㈯・25㈯
午前9時40分～10時20分 12組 1,780円

7 夜のアロマセラピー 
香りで安眠ルームスプレー

9/19㈰
午後6時～7時30分 10人 1,550円

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

1
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

9/3㈮
午前9時50分～10時50分 4組 1,010円

事前先
着

2
子どもクラシックバレエ

（4日制）
◆6歳～小学3年生の女性

9/3～24の毎週金曜日
午後5時～6時 14人 2,680円

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

3
荒川が氾

はんらん

濫したらどうなる？ 
家族の防災リストを作ろう
◆小学生以上の方と保護者

9/4㈯
午後1時～2時30分 10組 無料

事前先
着

4
飾って育て食べられる
ハーブと秋のお花の
アレンジメント

9/6㈪
午前10時30分～正午 12人 2,450円

5
音読広場 
図書館で脳トレしよう
◆おおむね60歳以上の方

9/7㈫
午後2時～3時 10人 無料

6 姿勢シャキッと教室 9/14㈫・28㈫
午後1時～2時

各
14人

1回
560円

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

1
産後ママのための
ママフィットネス 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

8/23㈪
午前10時～11時 10組 650円

事前先
着

2 ハンドメイドサロン　
パッチワークのピンクッション

8/24㈫
午前10時～午後1時 20人 500円

3 佐野写真サロン 8/28㈯
午前10時～正午 10人 100円 当日

4 ギターとウクレレ「ポリナヘ」
ハワイアンコンサート

8/29㈰
午後2時～3時30分 30人 1,300円

事前先
着

5
気軽に簡単　
指でごしごし
パステルアート

8/31㈫
午後1時～3時 10人 700円

6
元気いきいき体操Ａ・Ｂ

（8日制）
◆おおむね60歳以上の方

9/3～10/22の毎週金曜日
Ａ：午前11時～午後0時30分
Ｂ：午後1時30分～3時

Ａ：25人
Ｂ：40人 3,520円

7 女性のためのヨガ（6日制）
◆16歳以上の女性

9/7～12/7の第1・3火曜日
（10/5を除く）
午後5時30分～6時30分
午後7時～8時

各
6人 3,360円

鹿浜地域学習センター　　　　  　    〒123-0864 鹿浜6-8-1　☎3857-6551

1 心も身
か ら だ

体もすっきり太極拳
（8日制）

9/2～10/28の毎週木曜日
（9/23を除く）
午後1時30分～3時

25人 4,000円

事前先
着

2 ペルビックストレッチ 
お試し（2日制）

9/3㈮・10㈮
午前10時30分～11時30分 20人 1,620円

3
バランス能力アップ
きっずトランポリン

（6日制）
◆5歳～小学生

9/8～10/13の毎週水曜日
午後3時30分～4時30分
午後4時40分～5時40分

各
12人 2,280円

4 抱っこで親子ベビーダンス
◆3カ月～1歳6カ月の子どもと保護者

9/17㈮・24㈮
午前10時30分～11時30分

各
10組

1回
820円

5
元気いっぱいキッズ体操

（6日制）
◆4歳～就学前の子ども

9/17～10/22の毎週金曜日
午後3時30分～4時30分 40人 2,760円

6
ジュニア体操 基礎体力編

（6日制）
◆小学生

9/17～10/22の毎週金曜日
午後4時40分～5時40分 45人 2,760円

7
親子でハワイアンリトミック
Ａ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：6カ月～1歳6カ月の子どもと保護者
◆Ｂ：1歳7カ月～3歳の子どもと保護者

9/27～10/18の毎週月曜日
（10/11を除く）
Ａ：午前10時～10時45分
Ｂ：午前11時～11時45分

各
10組 2,970円

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

1 プリザーブドフラワー
箱庭アレンジ

8/26㈭
午前10時～正午 20人 3,500円

事前先
着

2
1000分の1秒に挑め　
スポーツスタッキング体験
◆どなたでも

8/28㈯
午後2時～4時 20人 200円

3
ゆかたの着方から始める
日本舞踊体験と
和のたしなみ塾（4日制）
◆小学生以上の方

8/29～9/26の毎週日曜日
（9/12を除く）
午前10時30分～11時30分

15人 2,200円

4 気楽にのびのびヨガ（3日制）
◆16歳以上の女性

9/2㈭・16㈭・30㈭
午後7時～8時 20人 1,845円

5
パターンアートを描いて
オリジナルエコバッグを
作ろう

9/3㈮
午前10時～午後0時30分 10人 1,570円

6 気楽にすっきり朝ヨガ（2日制）
◆16歳以上の女性

9/14㈫・28㈫
午前10時30分～11時30分 20人 1,230円


