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

2
あれっと思うことが増えた方に　　
大人の音楽脳トレ（3日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/1㈮・8㈮・15㈮
午前10時45分～11時45分 20人 1,650円

先
着事前

3 親子リトミック（2日制）
◆4カ月～1歳の子どもと保護者

7/2㈯・16㈯
午前9時40分～10時20分 12組 2,020円

4

助産師さんによる「心地よい
抱っこと抱っこ紐

ひも
のお話」Ａ・Ｂ

◆Ａ：妊娠中～4カ月の子どもと保護者
◆Ｂ：5カ月～1歳の子どもと保護者

7/3㈰
Ａ：午前10時～10時45分
Ｂ：午前11時15分～正午

各
5組 900円

5
英語大好キッズになろう！

 「幼児編」Ａ・Ｂ（6日制）
◆Ａ：1歳6カ月以下の子どもと保護者
◆Ｂ：1歳7カ月～3歳の子どもと保護者

7月・9月の第1・2・4月曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
12組 4,850円

6 子連れOK ヨガ＆
シェイプアップトレーニング

7/7㈭・14㈭
午前10時～11時15分

各
10人

1回
890円

7
みんなで楽しく 子どもクラシック
バレエ教室 Ａ・Ｂ（4日制）
◆Ａ：3歳～就学前の子ども　
◆Ｂ：小学生

7/7～28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 3,560円

8
パパの赤ちゃん抱っこダンス
◆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

7/10㈰・24㈰
午前10時30分～11時30分

各
5組

1回
900円

江南コミュニティ図書館 〒120-0046 小台2-4-18　☎3913-0460
※募集する講座はすべて電話、窓口のみの受け付けとなります。

1 ちょこっとアロマ体験
好きな香りを小瓶に詰めます

6/5㈰
午前11時～正午
※1回10分程度

10人 100円 当日

2 マスクの生活を快適に
おしゃれなアロマスタンプ作り

6/29㈬
午後1時30分～3時 18人 1,630円 先

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

1 牛
うしだき

抱せん夏
か

水無月の怪談ライブ
6/26㈰
午後6時～7時 13人 550円

先
着事前

2 古典文学講座「声に出して読む　
『平家物語』」第10期（5日制）

6/28～10/25の第4火曜日
午後2時～4時 20人 250円

3
心と体を癒やし女子力U

アップ
P

ナイトピラティス（5日制）
◆16歳以上の女性

7/1～29の毎週金曜日
午後7時～7時50分 14人 3,900円

4 ストレッチ d
で
e 体質・姿勢改善　

（3日制）
7/5㈫・12㈫・26㈫
午後1時～2時 15人 1,800円

5
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）
7/15㈮
午後3時30分～5時 15人 110円

6
くつ選びのための足

あしいく
育あそび

◆あんよができる11カ月～2歳
の子どもと母親

7/20㈬
午前9時50分～10時50分 6組 1,010円

7 はじめよう、花壇ボランティア　
「花壇の作り方・土づくり編」

7/21㈭
午前10時～11時30分 10人 無料

8
パパの抱っこと
ベビーマッサージ
◆2～10カ月の子どもと父親

7/23㈯
午後2時～3時 6組 1,320円

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

1
ハートをつなぐ
障がい福祉施設 作品展示会
◆どなたでも

6/3㈮・4㈯・5㈰
午前10時～午後4時 なし 無料

当日
2

「地域活動ミニフォーラム」
学びと生きがいを見つけよう

◆どなたでも
6/4㈯
午前10時30分～午後0時30分 50人 無料

3 プランターで育てる
イタリアンハーブ

6/5㈰
午前10時30分～正午 12人 700円

先
着事前

4
女性のための
健康づくり栄養講座
◆16歳以上の女性

6/15㈬
午前10時～正午 20人 無料

5
マスク着用時にも映える 
簡単！ アイメイク術
◆40歳以上の女性

6/16㈭
午後2時～4時
6/18㈯
午後7時～9時

各
8人

1回
1,000円

6 水引で作る
かわいいお花のミニ鉢

6/24㈮
午後1時30分～3時30分 12人 1,400円

7 身近な食材で免疫力アップ 　
かんたん薬膳

6/26㈰
午前10時30分～午後0時30分 12人 1,300円

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

1 楽しく気軽に体力づくり
パドルテニス体験（3日制）

7/5㈫・12㈫・19㈫
午前9時30分～11時30分 10人 30円

先
着事前2

ママと赤ちゃんで楽しむ
産後骨盤ケア＆ベビトレヨガ
◆2カ月～3歳の子どもと母親

7/6㈬
午前10時30分～11時30分 10組 1,000円

3
抱っこで親子ベビーダンス
◆首が据わった3カ月～1歳6カ月
の子どもと保護者

7/10㈰
午後2時～3時 10組 820円

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

4 色彩を楽しむ
はじめての水彩画体験（2日制）

7/12㈫・22㈮
午後3時～5時 10人 無料

先
着事前

5
ママと赤ちゃんで楽しむ
産後骨盤ケア＆ベビーマッサージ
◆2カ月～3歳の子どもと母親

7/13㈬
午前10時30分～11時30分 10組 1,000円

6 しなやかな身
か ら だ

体をつくる
ペルビックストレッチ（6日制）

7/15～8/26の毎週金曜日
（7/29を除く）
午前10時30分～11時30分

20人 4,860円

7
日曜日も親子で
ハワイアンリトミック
◆6カ月～3歳の子どもと保護者

7/24㈰
午前10時～10時45分 10組 990円

8
ドキドキまなぼー おがくず
粘土で小物入れをつくろう

◆小学生と保護者
（小学4～6年生は1人でも参加可）

8/6㈯
午後2時～4時 10組 無料

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

1
親子料理教室 ガッパ
オごはんとタピオカ
ココナッツミルク

◆小学生と保護者

6/19㈰
午前10時30分～午後1時 8組 2,095円

先
着事前

【ネット不可】

2 美
お い

味しく食べよう1日分の
野菜 野菜のリゾットなど

6/28㈫
午前10時30分～午後1時30分 16人 1,850円

先
着事前

3 ハワイアンリボンレイで作る
フラワーパイナップルスタンド

6/30㈭
午前10時～午後0時30分 10人 2,450円

4
夏の女性のからだと血流
漢方茶の試飲付き
◆おおむね30歳以上の女性

7/2㈯
午後5時30分～7時 20人 900円

5 Z
ズ ン バ
UMBAエクササイズで

楽しくリフレッシュ
7/4㈪・18㈷
午後1時45分～2時45分

各
20人

1回
810円

6
はじめてのらくらく
スマートフォン入門編
◆おおむね50歳以上の方

7/6㈬
午前10時～11時30分 20人 無料

7 誰でも描けるパターンアート 
布エコバッグに描こう

7/8㈮
午前10時～午後0時30分 10人 1,570円

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

1 親子ヨガ
◆3歳以下の子どもと保護者

6/15㈬
午前10時30分～11時
午前11時10分～11時40分

各
10組 無料 当日

2 心と体の柔軟レッスン フェル
デンクライスメソッド体験会

7/4㈪
午後6時40分～7時50分 30人 1,000円

先
着事前

3
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

7/8㈮・15㈮
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 1,700円

4 ことばの力 V
ボリューム

ol.15
◆どなたでも

7/10㈰
午後1時～4時 150人 無料 当日

5

ｔコンサート
「ミーツオリエント！
音楽の歴史に迫る」

◆小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）

7/17㈰
午後2時～4時 300人 1,000円

先
着事前

【ネット不可】

6 ちびっこ体操 体験会
◆3歳～就学前の子ども

7/18㈷
午後3時30分～4時30分 15人 660円 先

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

1
歌声サロン

「懐かしの音楽を歌おう」
◆どなたでも

7/3㈰
午後1時～2時30分 30人 550円

先
着事前

2 韓国語入門編 第2期（10日制）
◆ハングル文字の読める16歳以上の方

7/9～9/17の毎週土曜日
（8/6を除く）
午前10時～11時

20人 7,500円

3
韓国語初級編 第2期（10日制）
◆簡単なハングル文法の分かる
16歳以上の方

7/9～9/17の毎週土曜日
（8/6を除く）
午前11時20分～午後0時20分

20人 7,500円

4
災害からペットを守る方法
まずは自分が生き残る
◆どなたでも

7/23㈯
午後1時～3時10分 40人 500円

5
初級者のための将棋教室
勝つための終盤術（2日制）
◆駒の動かし方が分かる小学生
以上の方

7/30㈯・31㈰
午後2時～4時 8人 500円

6
コンサート・アイルランドの
歌とハープと物語
◆どなたでも

7/31㈰
午後2時～3時 30人

1,000円
（中学生以下の

方は500円）
東和地域学習センター 〒120-0003 東和3-12-9　☎3628-6201

1 元気いきいき体操（5日制）
◆おおむね60歳以上の方

6/29～7/27の毎週水曜日
午後1時30分～3時 10人 3,000円

先
着事前

2 歌うボイスエクササイズ
（4日制）

7/2～23の毎週土曜日
午前11時～正午 20人 2,400円

3
スポーツ栄養学（応用編）　
パフォーマンスのための
食事と試合の勝ち方

◆区内在住・在勤・在学の方

7/3㈰
午前10時～11時30分 30人 500円

10 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
9面参照

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

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ



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

4 ヘルシーエクササイズ
（3日制）

7/4㈪・11㈪・25㈪
午前10時30分～正午 20人 1,800円

先
着事前

5
おててでお話 ベビーサイン 
絵本も工作も（2日制）
◆6カ月～2歳の子どもと保護者

7/11㈪・25㈪
午前10時30分～11時30分 8組 1,000円

6 頭の健康 脳カツサロン
◆おおむね50歳以上の方

7/13㈬
午前10時～11時30分 12人 150円

7
女性のためのパステルアート

（初級編）
◆16歳以上の女性

7/14㈭
午後1時30分～3時30分 12人 800円

8
親子でつくろう
夏にぴったりの灯ろう
◆小学生と保護者

7/30㈯
午後2時～4時 12組 800円

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

1 メンテナンスヨガ 6/4㈯
午後6時30分～7時45分 20人 550円

先
着事前

2 パパと一緒に親子体操
◆2・3歳の子どもと父親

7/10㈰
午前10時～11時 12組 600円

3 親子で楽しむヨガ
◆7カ月～2歳の子どもと母親

7/13㈬・27㈬
午前10時～10時50分

各
10組

1回
650円

4 本と、おしゃべりと
こわいおはなしをテーマに

7/23㈯
午後2時～4時 5人 無料

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

1
大人からはじめるクラシック
バレエ教室 初級・中級（4日制）
◆16歳以上の女性

7/2～23の毎週土曜日
初級：午前10時30分～11時30分
中級：午前11時40分～午後0時40分

各
16人 3,560円

先
着事前

2
親子の料理教室「野菜たっ
ぷりソース焼きそば」

◆小学1～3年生と保護者
7/3㈰
午前10時～午後1時 8組 1,720円

3
楽しみながら全集中
コーディネーションＡ・Ｂ（4日制）
◆Ａ：3歳～小学2年生
◆Ｂ：小学3～6年生

7/7～28の毎週木曜日
Ａ：午後4時15分～5時
Ｂ：午後5時15分～6時

各
20人 2,240円

4
礼儀と自立心が身につく 
こども空手サークル体験

（3日制）
◆5歳～小学生

7/7㈭・14㈭・21㈭
午後6時30分～7時30分 15人 300円

5
小学生の料理教室

「夏野菜のカレーライス」
◆小学4～6年生

7/10㈰
午前10時～午後1時 12人 1,590円

6
ベビーマッサージ教室で
ゆるふわくつろぎタイム
◆2カ月～1歳未満の子どもと保護者

7/13㈬
午前10時30分～正午 3組 1,130円

7 ベテラン管理栄養士が教える花畑
の料理「豆腐入りミートローフ」

7/14㈭
午前10時～午後1時 12人 1,580円

8
幼児向け 感性を刺激する
楽しい工作＆絵画教室（3日制）
◆3歳～就学前の子ども

7/14㈭・21㈭・28㈭
午後3時30分～4時30分 15人 1,440円

保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502

1
こそだて英語
親子で楽しもう（3日制）
◆3歳以下の子どもと保護者

6/19㈰・26㈰、7/3㈰
午前10時30分～11時30分 8組 3,690円

先
着事前2

赤ちゃんの音あそび
◆首が据わった3カ月～1歳未満
の子どもと保護者

6/21㈫
午後1時10分～1時50分 9組 580円

3 親子でドレミファリトミック
◆1・2歳の子どもと保護者

6/21㈫
午後2時10分～2時50分 9組 600円

保塚地域学習センター 〒121-0072 保塚町7-16　☎3858-1502

4
イライラと向き合い子育てに
活
い

かす アンガーマネジメント
◆18歳以上の方（子ども同伴可）

6/26㈰
午後1時～2時30分 15人 1,300円

先
着事前

5 肌に優しい
アロマの虫よけスプレー作り

6/29㈬
午後1時30分～3時 10人 1,650円

6
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

7/6㈬
午前10時30分～11時20分 12組 600円

7 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

7/9㈯
午前10時～11時 12組 580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

1
小学生水慣れクラスＡ・Ｂ

（4日制）
◆泳げない小学生

Ａ：7/4㈪・5㈫・7㈭・8㈮
Ｂ：7/11㈪・12㈫・14㈭・15㈮
午後4時30分～5時20分

各
12人 5,500円 先

着事前

2
短期クロール息継ぎクラス
Ａ・Ｂ（4日制）

◆呼吸無しクロールができる小学生

Ａ：7/4㈪・5㈫・7㈭・8㈮
Ｂ：7/11㈪・12㈫・14㈭・15㈮
午後5時30分～6時20分

各
12人 5,500円

6/10必着

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
1 アロマと呼吸体操＆

ストレッチ
6/17㈮
午後3時30分～4時30分 20人 920円 先

着事前
2 フィットネス・フラ（11日制） 7/6～9/14の毎週水曜日

午後3時40分～4時50分 30人 6,160円

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

1 ヘルシーエクササイズ
（11日制）

7/1～9/16の毎週金曜日
（8/12を除く）
午後2時～3時30分

30人 6,160円

先
着事前

2 フィットネス・フラ（7日制）
7/4～9/5の毎週月曜日

（7/11・18、8/8を除く）
午前10時～11時

30人 3,920円

3 お気軽体操（7日制）
◆おおむね60歳以上の方

7/4～9/5の毎週月曜日
（7/11・18、8/8を除く）
午前10時～11時10分

25人 3,920円

4 月曜ヨガ（7日制）
7/4～9/5の毎週月曜日

（7/11・18、8/8を除く）
午後7時～8時

25人 3,920円

5 姿勢改善ストレッチポール
（10日制）

7/5～9/13の毎週火曜日
（7/12を除く）
午後1時15分～2時15分

24人 5,600円

6

卓球教室 初級・中級
（10日制）

◆初級：16歳以上の方
◆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

7/5～9/27の毎週火曜日
（7/12・26、8/23を除く）
午後3時30分～5時30分

各
20人 9,300円

7 トリム体操（12日制）
◆おおむね50歳以上の方

7/6～9/21の毎週水曜日
午前10時～11時30分 30人 6,720円

8 わいわいエアロビクス
（11日制）

7/7～9/22の毎週木曜日
（8/11を除く）
午後7時15分～8時25分

30人 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

1 アクアエクササイズ 6/2～30の毎週木曜日
午前11時30分～午後0時20分

各
30人

1回
660円 持当日

2 フィンスイミング教室
◆25m以上泳げる16歳以上の方

6/3～24の毎週金曜日　
午後0時30分～1時20分

各
10人

1回
660円

平野運動場　　　　　　　    　　〒121-0076 平野2-12-1　☎3883-8079

1 グラウンドゴルフ広場 6/6㈪・20㈪
午前10時～正午

各
25人

1回
310円 用当日

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係へ   ☎3880-5815

耳ツボダイエット資格取得講座開催！ 資格は１日で取得できます！手に職をつけてお仕事してみませんか？
Body care salon 美珠　足立区足立 3-12-15　 090(8265)9842

5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 11

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

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ


