
　区内の小学校の特別教室などを活用して、さまざまな講座を開講しています。

　既に定員に達している講座、途中で内容が変更になる講座もありますので詳細につきましては直接、

　各小学校教頭先生または連絡先へお問い合せください。　　　　　　　　      《令和元年10月現在》

ルーム名・連絡先 講 座 名 開 講 日 開 講 時 間 会　 費 備   　考

ヨガ教室  第2(土) 14:00～15:30 月/    800円

 三軒家西小学校 スポレク体操  第1(金) 19:30～21:00 年/ 1,000円

歌の教室  第1(土) 13:00～14:30 月/ 1,000円 プチ・フルール

連絡先:三軒家西小 和服を楽しむ会  第３(土) 14:00～16:00 月/    500円

  (TEL 6551-0022) 万葉集  第４(火) 19:00～21:00 月/    500円

読み聞かせ  第2(木) 13:30～15:00 月/    ５00円 ひまわりの会

書道のつどい  第1・3(土) 10:00～11:30 月/ 1,000円

俳句教室  第1(日) 14:00～15:00 月/    500円 泉尾東社会福祉会館

泉尾東小学校 詩吟教室  第1・3(月) 19:00～21:00 月/    500円

 連絡先:泉尾東小 フラワーアレンジメント  第3(土) 13:30～15:00 材料費1,700円/1回
年4回 (6,9,12,3月)
年会費1,200円

 （TEL 6551-0081) 英会話教室  第1・3(火) 19:30～20:30 月/ 1,500円 初回教材費別

フラダンスA  第1・3(木)  19:00～       月/1300円

 泉尾北小学校 フラダンスB  第2・4(木)  19:00～       月/1300円

はじめての写真  第2(土) 14:00～      月/   500円

よさこい教室  第2・4(月)  19:00～       月/   200円 初回教材費別

生け花  第3(月)  19:00～       月/   400円 教材費実費

楽しみましょ茶道  第1(金)  19:00～       月/   800円 菓子代を含む

 連絡先:松井 韓国語講座 毎週(木)  19:00～       1回　500円 テキスト代別

  (TEL 6551-0324 ) オカリナ教室 毎週(火)  19:00～       1回　500円

 中泉尾小学校 リフォーム手芸教室  第4(土) 13:00～15:00 年/２,５00円 全7回 教材費実費

新舞踊教室  第2(日) 13:00～15:00 月/500円

 連絡先:中泉尾小 パッチワーク教室  第1(土) 13:00～15:00 年/３,０00円 全7回 教材費実費

きめこみ手芸教室  第3(土) 13:00～15:00 年/２,５00円 全6回 教材費実費

 （TEL 6551-0068) 生け花・フラワーアレンジ教室  第４(月) 13:00～16:00 年/３,000円 5月～全6回 教材費実費

北恩加島小学校 写真教室  第2(土)  13:30～15:30 無 料

水墨画教室  第2(土)  19:00～21:00 月/   500円 教材費別

盆栽菊づくり教室 随時開催 無 料 教材費別

フラダンス教室  第１・３(火)  19:00～21:00 月/１,000円

万葉集を読む会  第2(火)  19:00～21:00 月/   500円

 連絡先 フラワーアレンジメント教室  第１(金)  19:00～20:00 月/   500円 教材費別/1,500円

推進員:野間 絵画教室 毎週(日)  13:00～15:00
1回　1,890円(大人）

　　　1,350円（子供）

 (TEL 6554-9743) ウクレレ教室 第2・４(金)  19:00～21:00 月/   500円程度

健康体操教室 第1・3(木)  19:00～20:30 月/ １０００円程度

大正区生涯学習ルーム講座一覧表

 三軒家東小学校
連絡先：三軒家東小

（TEL 6551-4508）



ルーム名・連絡先 講 座 名 開 講 日 開講時間 会　　費 備　　考

フラダンス  第1・3(月)  19:00～20:30 月/ 2,000円

小林小学校 健康体操  毎週(火)  19:00～20:00 月/ 1,000円 月4回

ミュージックベルメルヘン  第2・4(木)  13:00～15:00 月/ 2,000円 都合により会場変更あり

民謡・銭太鼓  第1・3(金)  19:00～21:00 月/    500円 日本民謡

沖縄踊り  第2・4(金)  19:00～21:00 月/　 500円 沖縄踊り

和太鼓  毎週(金)  19:00～21:00 月/ 2,500円 募集なし

実用書道  第3(土)  13:00～15:00 募集なし

連絡先:小林小 リフォーム教室  第2(土)  13:00～16:00 5ヵ月/  ３,500円 募集なし

 (TEL 6553-0010) 絵手紙 第1(火)  13:30～15:30 月/   500円 千島住宅集会所での活動

レクレーション体操 第２・４(土)  13:30～15:00 月/   ５00円

平尾小学校 切り絵教室  第3(水)  13:00～15:00 年8回程度　材料費

美ら☆ちゅら  第1・2・(土)  14:00～16:00 月/　 500円

ペイント＆クラフト・らぼ  第1・3(木)  10:30～12:30 １回/   500円 材料費実費

ハッピー・マザーズ  第2・4(土)  16:30～18:30 月/ 2,000円

連絡先:平尾小 生け花  第2(木)  14:00～16:00 月/ 1,300円

 (TEL 6551-8600) 絵本よみきかせ教室 第4（月） 16:00～18:00 無料

トールペイント  第４(土)  13:30～       1回   500円 年7回 材料費実費

 南恩加島小学校 フラダンス  第2・4(土)  19:00～20:30 月/１,500円

連絡先:南恩加島小 手芸教室  第2(金) 13:30～15:30 月/　500円 材料費実費

 (TEL 6551-0047) 書道教室  第3(土)  14:00～16:00 年/７,０00円 楷書,行書,草書,かな等

絵画教室  第2(月)  13:30～15:30 月/   500円

 鶴町小学校 読書サークル  第2(月)   9:30～11:30 月/   100円

童謡をたのしむ会  第2(木)   9:30～11:30 月/   100円

折り紙教室  第4(月)   9:30～11:30 月/   100円

習筆教室  第３(金)   9:30～11:30 月/   300円 小筆(かな文字、百人一首、写経)

園芸クラブ  毎週(木)  13:30～15:30 無 料 自由参加

書道教室  第1・２・3(火)  13:00～15:00 月/2,000円 募集

茶道教室  第1(月)  13:00～16:30 年/7,000円 (表千家)募集

 (TEL 6551-0023) 手芸教室  第2・4(火)   9:00～12:00 無料 手芸いろいろ　募集

　　　★生涯学習の情報提供と学習相談を実施しています。どうぞお気軽にご相談ください。

 大正区役所(3階)　保健福祉課　TEL　4394-9982　　※講座内容、日時が変更される場合があります
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