
■内容＝区内に住民登録がある18歳以上の方から無作為に選んだ3,000人に、区が委託した調査会
社から調査票を送付■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

区政に関する世論
調査にご協力を

8月13日㈯・14日㈰は消防設備法定点検のため、区役所全
館を閉館します。■問先＝本庁舎管理係　☎3880-5824

お休みします 駐車場・庁舎
ホール・展望レストラン など

20222022年（令和4年）77月2525日（第18841884号）8 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

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

　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。

第4弾 親子で楽しめる講座がたくさん！

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

　ミニコミ紙「よいしょ」は、センター・図書館の講
座やイベント情報のほか、近隣地域のお店などを紹
介する「I

イ コ ウ

ko W
ワ ー ク ス

orks」も掲載。表紙は、講座「伊興写
真サロン」の参加者とボランティアの投稿写真の中
から、毎月人気投票で1位になった作品を掲載して
います。

伊興地域学習
センター東西新井消防署前

●西新井
　消防署

●西伊興小学校

西
口

●伊興区民事務所
十四中学校●

●伊興地域学習センター

伊興地域学習
センター東

尾
竹
橋
通
り

●伊興地域学習センター

竹
ノ
塚
駅

　四季の豊かな自然が楽しめる立地で、
建物内は木材をたくさん使い、窓も大
きく開放的な空間です。3階のレクリ
エーションホールは定員100人で、ダ
ンスやヨガなど幅広い用途に使えます。
トレーニングルームや体育館などスポ
ーツ用の設備も充実！

！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）
※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

■講座の参加について
　◦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

日時  8月17日㈬、午前10時30分～11時30分 
対象  4歳～小学生と保護者 定員  8組 
費用  1,500円 申込  事前（先着）

　お好みの香りを選んで、天然の精油入りのバ
スボムを親子で作ってみませんか？　夏休み
の自由研究にピッタリ！　香りに癒やされる
バスタイムを楽しみたい方にもオススメです。

講座紹介  夏休み 親子でアロマのバスボム作り

…パソコンなどの画面上から参加可能 …各施設のオススメ講座オス
スメ

オンライン

＼各施設をリレー形式で紹介！／

伊興地域学習センター
ゆるキャラ「いこもさん」▶︎

▲ オリジナルのバスボム
（入浴剤）を作ろう

オススメよ

押
お し

尾
お

コータロー アコースティックギターコンサート 20th S
ス ペ シ ャ ル

pecial
■日時＝9月11日㈰、午後4時30分開演　※3時30分開場■場所＝西
新井文化ホール■内容＝1本のギターで奏でる迫力の音楽と温かく多
彩な音色を体感する、デビュー20周年スペシャルライブ■定員＝902
人（先着順）　※就学前の子どもは入場不可。全席指定■費用＝▷前売
り…5,500円（友の会会員は5,000円）　▷当日…6,500円■申込＝窓
口／ホームページからオンライン申請■申先＝ギャラクシティ／地域
学習センター など　※当日はギャラクシティのみ■問先＝ギャラクシ
ティ　　　　　　　　　　☎5242-8161　HP https://galaxcity.jp/

あだちの遊び場

夜のカエル観察会
■日時＝8月20日㈯、午後6時30分
～8時30分　※荒天中止■対象＝小
学生と保護者■内容＝夜に活動する
カエルを観察して、身近な生きもの
への理解を深める■定員＝4組（1組5
人まで。抽選）■費用＝1,000円■申
込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年
齢（学年）・電話番号、「夜のカエル
観察会」を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入。1組1回のみ
申し込み可■期限＝8月3日㈬必着■
場・申・問先＝生物園　〒121-0064
保木間2-17-1 ☎3884-5577

ギャラぽんのぬりえコンテスト
■対象＝小学生以下の方　※保護
者の同意が必要■内容＝ギャラクシ

ティのマスコットキャラクター「ギャ
ラぽん」のぬりえ作品を募集　※入
賞者に記念品を贈呈。コンテストの
内容など、くわしくはホームページ
を参照■申込＝応募用紙と作品を
郵送・持参　※応募用紙とぬりえ
用紙はギャラクシティで配布するほ
か、ホームページからもダウンロー
ド可■申込期間＝7月31日～8月31
日必着■申・問先＝ギャラクシティ　
〒123-0842栗原1-3-1
 ☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

有機農家に教わる「おいしい
野菜の作り方教室」（8日制）

■日時＝9月10日㈯・23日㈷、10
月8日㈯・29日㈯、11月12日㈯・
19日㈯、12月10日㈯・25日㈰、
午前9時40分～正午■対象＝8日
間参加できる中学生以上の方■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＝10人

（抽選）■費用＝8,000円（授業料）
■申込＝全員の住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢（学年）・電話番号、「おい
しい野菜の作り方教室」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23日㈫必着■場・申・問先＝

都市農業公園　〒123-0864鹿浜
2-44-1 ☎3853-4114

夏のバッタ大調査
■日時＝8月7日㈰、午前10時～
11時／午後2時～3時■内容＝バッ
タを捕まえ、観察する■定員＝各
10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＝桑袋ビオトー
プ公園　 ☎3884-1021

川あるきの日
■日時＝8月28日㈰、午前10時～
正午■内容＝千住新橋～西新井橋右

岸（上流を背にして右）をゆっくり歩き
ながら生きものを観察する■定員＝
20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時から荒川ビジターセ
ンターで参加証を配布■問先＝荒川
ビジターセンター ☎5813-3753

※地図は簡略図

▲夜行性のカエルの生活を観察しよう

▲ショウリョウバッタ捕まえた !



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

1
なりきりY

ユ ー チ ュ ー バ ー
ouTuberで

自己紹介チャンネルづくり
◆小学3～6年生

8/23㈫
午後1時30分～4時30分 10人 1,500円

先
着事前

2
就学前の子どものためのプログ
ラミング 描いた絵を動かそう
◆5歳～就学前の子どもと保護者

8/27㈯
午後1時～2時30分
午後2時30分～4時

各
10組

1回
500円

3 富士山科学研究所防災講座
富士山の火山噴火とその災害

9/4㈰
午前10時～11時30分 50人 600円

4 占領・復帰から辿
たど

る沖縄の
教育格差とその背景

9/4㈰
午後1時30分～3時

対面：
20人

オンライン：
10人

800円

5 太
だ

宰
ざい

治
おさむ

と日本の近代
（3日制）

9/4㈰・11㈰・18㈰
午後2時～4時

対面：
40人

オンライン：
10人

2,400円

6
暮らしに役立つスマホ活用 防災編
◆スマートフォンでアプリのインストール
ができるおおむね60歳以上の方

9/6㈫
午後2時～4時 20人 無料

7
フランス人講師が教える！
はじめてのフランス語（12日制）
◆初めてフランス語を学ぶ16歳以上の方

9/8～12/1の毎週木曜日
（10/6を除く）
午後7時～8時30分

20人 13,060円

8 戦国を生き抜いた武
もののふ

士
伊
だ て

達政
まさむね

宗歴史学（2日制）
9/17㈯、10/1㈯
午前10時～正午 40人 1,400円

9「空飛ぶクルマ」って何？
次世代の乗り物の可能性

9/23㈷
午後2時～3時30分 40人 800円

10 学びピアコンサート
愛と情熱のフラメンコ

9/24㈯
午後2時～3時30分 190人 1,000円

11 ★江戸庶民と武士の暮らし入門
（3日制）

9/9㈮・17㈯・24㈯
午後2時～4時 50人 2,000円

8/26必着

12 ★江戸のヒロイン
歴史をつくった女性たち

9/23㈷
午後2時～4時 99人 1,000円

9/9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～4時）
伊興地域学習センター　　　　　    〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537

1
機械の中身を見てみよう！
ドキドキ解体ショー
◆小学3～6年生と保護者

8/11㈷
午前10時～正午 6組 20円

先
着事前

2
レッツエンジョイ
ファミリー体操
◆2・3歳の子どもと保護者

8/21㈰
午前10時～11時 10組 800円

3
和室でゆったり子連れヨガ
◆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

8/23㈫
午後1時30分～2時20分 8組 650円

4

土曜日に踊ろう キッズヒップホップ
サークル体験Ａ～Ｃ（4日制）
◆Ａ：4～6歳
◆Ｂ：小学1～3年生
◆Ｃ：小学4～6年生

9/3～24の毎週土曜日
Ａ：午後0時30分～1時15分
Ｂ：午後1時20分～2時5分
Ｃ：午後2時10分～2時55分

各
10人 40円

5 子連れで楽しむヨガ＆ダンス
◆小学生以下の方と保護者

9/4㈰
午後1時～2時 15組 520円

6 ちびっこ体操（7日制）
◆4歳～就学前の子ども

9/6～10/25の毎週火曜日
（9/20を除く）
午後3時30分～4時30分

40人 3,290円

7 楽しい俳句づくり サークル体験 9/8㈭
午後1時～3時 5人 20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
梅田寄席

（古
こ

今
こんてい

亭駿
しゅん

菊
ぎく

・林
はやし

家
や

まめ平
へい

）
◆小学生以上の方

8/6㈯
午後2時～3時30分 50人 1,000円 当日

2
ママと一緒にぴよぴよ教室

「体操&読みがたり」（2日制）
◆6カ月～1歳4カ月の子どもと母親

9/7㈬・21㈬
午前10時～11時15分 15組 1,800円

先
着事前

3
親子でＡＢＣ Ａ・Ｂ（6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

9/8～10/13の毎週木曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
15組 4,720円

4
能楽＆琵

び わ
琶語り レクチャー

コンサート 平家物語の世界
◆どなたでも

9/10㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

5

こどもリトミックＡ～Ｃ
（8日制）
◆Ａ：4カ月～1歳未満の子どもと保護者
◆Ｂ：1歳の子どもと保護者
◆Ｃ：2・3歳の子どもと保護者

9/12～11/28の第2・4月曜日、
10/31㈪、12/5㈪
Ａ：午前9時40分～10時20分
Ｂ：午前10時30分～11時10分
Ｃ：午前11時20分～正午

各
15組 6,000円

6
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

9/13～10/18の毎週火曜日　
午前10時～11時 15組 3,600円

7
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

9/13㈫
午前10時30分～11時30分 10組 1,510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

8 時短料理術 五目稲荷と
太巻きずし・えびの茶わん蒸し

9/14㈬
午後6時30分～8時 20人 1,550円

先
着事前9

カレーの達人養成講座
健康長寿の薬膳豆カレー
◆おおむね60歳以上の方

9/16㈮
午前11時～午後1時 20人 510円

10
田辺薬局管理栄養士 筋力U

アップ
P

手軽にたんぱく質をとろう
◆18歳以上の方

9/23㈷
午前10時30分～午後0時30分 20人 1,250円

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

1
夏休み工作 親子で描こう
世界に一つだけのうちわ
◆小学生と保護者

8/6㈯
午前11時～正午 8組 770円

先
着事前

2
きれいな字を学ぼう
夏休みこども硬筆教室（2日制）
◆小学生

8/23㈫・30㈫
午後5時～5時50分 10人 1,560円

3
夏休み自由研究 荒川の生き物
を探してS

エスディージーズ
DGsを学ぼう

◆小学生と保護者

8/27㈯
午前10時30分～11時30分 10組 130円

4 誰でも簡単 筆文字アートで
お月見を楽しもう

8/27㈯
午後2時～3時30分 10人 1,980円

5
夏休み体験 親子で踊ろう
クラシックバレエ
◆4歳～小学生と保護者

8/27㈯
午後4時～5時 15組 1,010円

6 子連れOK ヨガ＆
シェイプアップトレーニング

9/1～29の毎週木曜日
（9/15を除く）
午前10時～11時15分

各
10人

1回
890円

7
親子リトミックと
ちょこっとリンパ体験

◆4カ月～1歳の子どもと保護者
9/3㈯
午前9時40分～10時20分 12組 1,010円

8 みんなで踊ろう スコットランド
のフォークダンス（6日制）

9/6～10/25の毎週火曜日
（9/13・20を除く）
午前9時30分～11時

16人 3,360円

9
どうしたら良いの!?
N
ニ ー サ
ISAとi

イ デ コ
DeCo

9/6㈫・25㈰
午前10時～11時30分

各
10人 無料

10 文字と心を整える写経体験
（2日制）

9/9㈮・16㈮
午後1時30分～3時 10人 1,760円

11
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

9/11㈰・25㈰
午前10時30分～11時30分

各
5組

1回
900円

12
いつも健やか
からだワーク教室（5日制）
◆おおむね65歳以上の方

9/12・26、10/3・24・31
いずれも月曜日
午後3時15分～4時25分

25人 2,250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 牛
うしだき

抱せん夏
か

月夜の怪談ライブ
9/3㈯
午後6時～7時 20人 550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
ママリフレッシュ！
骨盤ストレッチケアＡ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：5カ月～就学前の子どもと母親
◆Ｂ：5カ月～小学生の母親

9/1㈭・15㈭・29㈭
午後1時～2時

Ａ：
5組
Ｂ：

15人

Ａ：
1,710円

Ｂ：
1,530円

先
着事前

2 こども体操 とび箱編（6日制）
◆小学生

9/1～10/6の毎週木曜日
午後4時40分～5時40分 30人 2,040円

3 親子トランポリン（7日制）
◆2歳～就学前の子どもと保護者

9/2～10/28の毎週金曜日
（9/23、10/14を除く）
午後3時15分～4時15分

15組 6,090円

4
ゆったりヨーガ
心身を癒やしリラックスしよう
◆16歳以上の女性

9/2～30の毎週金曜日
（9/23を除く）
午後3時20分～4時20分

各
20人

1回
560円

5 屋内で楽しめるパドルテニスを
体験しよう（4日制）

9/2・9・30、10/7
いずれも金曜日
午後3時40分～5時

20人 40円

6 ストレッチ d
で
e 体質・姿勢改善

（3日制）
9/6㈫・13㈫・27㈫
午後1時～2時 15人 1,800円

7 今日からできる薬膳講座 
美肌対策編

9/7㈬
午前10時～10時40分 20人 750円

8
子育ておしゃべり会 
ママと子どものふれあいタイム
◆2カ月～3歳の就園前の
子どもと母親

9/7～28の毎週水曜日
午前10時15分～午後0時15分

各
10組

1回
1,000円

9
自分の身は自分で守る
基礎から学ぶ空手教室（3日制）
◆5歳～小学生

9/7㈬・14㈬・21㈬
午後6時30分～7時30分 20人 300円

10
ネイティブ講師と親子で楽しむ
英語のおはなし会
◆1歳～小学3年生と保護者

9/10㈯
午後1時30分～2時 12組 無料

11 E
イングリッシュ
nglishC

カ フ ェ
afé みんなで

読もう、足立の桜（3日制）
9/14㈬・28㈬、10/12㈬
午後7時～8時 6人 300円

■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面左中を参照 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

10面に続きます

オス
スメ

オス
スメ

オンライン

オンライン

オス
スメ

オス
スメ

オス
スメ




