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お知らせ・情報コーナー
☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料6 凡 

例

催し物は、
5面からの続きです

■日時＝8日㈯、午前11時～正午
※無料公開日■内容＝人間国宝・
野村万蔵氏の舞台や稽古での姿を
通して、科

せ り ふ

白劇として大成した狂
言とは何かを描いた「狂言・野村
万蔵－技とこころ－」の上映■申
込＝不要　※当日直接会場へ■
場・問先＝郷土博物館　
� ☎3620-9393

■日時＝3月29日㈯、午前9時30
分～正午■内容＝大踏切通りの桜
並木や柳原千草園など、千住地域
に咲く桜を巡る■定員＝40人
（抽選）■申込＝電話または住所、
氏名、電話番号、「千住街歩き」を
ファクス■受付期間＝2月25日～
3月5日■申・問先＝NPO法人千
住文化普及会　
� ☎・ �3888-2343
■問先＝観光交流協会（区・観光
交流課内）　� ☎3880-5853

��展示会
■日時＝3月5日㈬、午後1時～5
時／3月6日㈭、午前8時30分～

郷土博物館の映画会（3月分）

千住街歩き
「桜にときめく千住散策」

春花品評展示会

正午■内容＝区内の花農家が栽培
したキンセンカやユキヤナギなど
の展示
��展示品の販売　
■日時＝3月6日㈭、午後2時30
分開始　※午前11時から整理券
を配布。先着約100人。出品数に
よって変更あり。購入は1人1点
のみ

――いずれも――
■場所＝区役所1階区民ロビー■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝農業係　� ☎3880-5866

■日時＝3月16日㈰、午前10時
～正午■対象＝区内在住の小学生
以上の方と保護者　※小学4年生
以上の方は1人で参加可■内容＝
講話「身近な環境問題と、今すぐ
出来ること」／紙パック工作■定
員＝20人（抽選）■申込＝電話・
窓口または住所、氏名（フリガ
ナ）、電話番号、学年、「環境問題っ
てなんだろう」をファクス・ハガ
キで送付■期限＝3月9日㈰必着
■場・申・問先＝あだち再生館
（月曜日、祝日休館）　〒120-
0011中央本町2-9-1　
☎3880-9800� �3880-9801

■日時＝3月15日㈯・22日㈯、
午前10時～正午■対象＝次のす
べてに当てはまる方…区内NPO

あだち再生館親子講座
「環境問題ってなんだろう！？」

区民レポーター養成講座
（2日制）

の取材、原稿作成、街の情報紹介
などに参加できる／パソコンのＥ
メールで連絡がとれる■内容＝読
み手に伝わる文章を書くコツや魅
力的な写真を撮るコツ／取材テク
ニックやマナーなど■定員＝8人
（2月26日から先着順）■申込＝
電話または区のホームページ内の
専用フォームに入力または住所、
氏名、電話・ファクス番号、Ｅメー
ルアドレス、参加目的、「区民レ
ポーター養成講座」をファクス■
期限＝3月8日㈯■場・申・問先
＝NPO活動支援センター（午前9
時～午後8時、日・月曜日、祝日
休館）　
☎3840-2331� �3840-2333

舎人公園防災フェスタ2014
■日時＝3月1日㈯、午前9時
30分～正午　※雨天中止■
場所＝都立舎人公園（陸上競
技場およびその周辺）■内容
＝東京消防庁音楽隊・カラー
ガーズによる演奏・演技／楽
しみながら学べる防災知識プ
ログラム／エア遊具（ふわふ
わとねりん）※1回100円■
申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝舎人公園サービス
センター（毎日、午前9時～
午後5時）� ☎3857-2308

官  公 庁

ギャラクシティのイベント
■場・申・問先＝ギャラクシティ（午前9時〜午後8時）
〒123-0842栗原1-3-1　☎5242-8161� �http://www.galaxcity.jp/

��「東京・足立区の給食室」
掲載の「あだちのおいし
い給食」メニューがギャ
ラクカフェに登場
■販売開始日＝3月3日㈪
※限定5食。今後も、各季
節に合わせた給食メニュー
が登場■営業時間＝▷平日
…午前11時～午後5時　▷
土・日曜日、祝日…午前
10時30分～午後6時
��中学生・高校生のための部活動「Gがくえん」新メンバー募集
■対象＝中学生・高校生■活動内容等＝表2■申込＝電話
表2　Ｇがくえん活動内容等

クラブ名 活動内容等 日時

天文部
星についての勉強／星空の観察／
ミニドーム投影実習など　定員＝
15人

毎月第2・3土曜日、
午後5時～7時
※季節により時間変更あり

映画部 映画監督と一緒に短編を中心とし
た映画を制作　定員＝20人

毎月第3日曜日、
午前10時30分～午後4時
30分

パソコン
ゲーム部

ゲーム作成ソフトでオリジナル
ゲームを制作　定員＝10人

毎月第1・3土曜日、
午後5時～8時

けいおん部
楽器練習（ギター、ベース、キー
ボード、ボーカル、ドラム）／ラ
イブイベント企画・運営など　定
員＝15人

毎週水曜日、
午後4時～8時／
毎週日曜日、
午後3時～6時

ダンス部
ダンスの練習／イベント企画・運営
など　※毎週火曜日はプロのダン
サーによる指導あり　定員＝15人

毎週火・木・土曜日、
午後4時～7時　
※土曜日は午後5時～8時

※いずれも2月26日から先着順

■日時＝3月22日㈯、午後3時30分
～4時30分■内容＝ギャラクシティ
春フェスのなかで、ダンス・映画・
パソコンゲーム部のこれまでの活動
を発表■定員＝170人（先着順）■申
込＝不要　※当日直接会場へ

「Gがくえん」活動発表会開催

▲ 発表に向け猛練習する
ダンス部

▼ 小松菜のクリームパスタ（サラダ、
スープ付き）が登場

「Gがくえん」新メンバー募集

��春フェス特別観望会「木星を見よう」
■日時＝3月23日㈰、午後7時～8時
30分■対象＝小学生以上の方（中学生
以下の方は保護者同伴）■内容＝木星の
観察と春の星座を探す■定員＝50人
（3月1日から先着順）■申込＝電話

梅まつり

表1　梅まつり内容等
内容等 時間

花と緑の即売会／大谷田三丁目商店会模擬店／
アンケート記入・景品交換／切手の販売／出張朝
市（都市農業公園内や区内農家でとれた野菜の販
売など）

午前10時開始　
※なくなり次第終了

苗木の配布／緑のサポーターカフェ
※いずれも募金あり

午前10時開始　
※なくなり次第終了。
正午～午後1時を除く

俳句教室／公園紹介／郷土博物館PR（一部有料） 午前10時開始

梅の説明会 午前10時30分～11時／
午後1時～1時30分

園芸教室　
定員＝各25人（先着順）　費用＝700円～

午前10時～正午／
午後1時～3時

※いずれも申し込み不要。当日直接会場へ

■日時＝3月2日㈰、
午前10時～午後3時
※荒天中止■場所＝
大谷田公園　※車で
の来園不可■内容等
＝表1■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

▲ 大谷田公園の梅園内には様々な種類の梅の木が
約120本ある

▶ 給食のレシピを掲載　
発行：㈱アース・スターエン
ターテイメント

ⓒNASA/JPL/University of Arizona
▲太陽系最大の惑星、木星

3月11日㈫は、東日本大震災から3年目にあたります。当日、国立劇場で実施される追悼式では、発災時刻の午後2時
46分から1分間の黙とうを行います。皆さんも黙とうにご協力ください。■問先＝総務係� ☎3880-5821

東日本大震災3周年
追悼に伴う黙とう
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左記マークがある
申し込みは、
P2左中を参照 7

都市農業公園
〒123-0864�鹿浜2-44-1
☎3853-4114� �3853-3729
�adachi-toshino@seibu-la.co.jp

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
�ara-vc@adachi.ne.jp

身近で
自然を
体感！

桑袋ビオトープ公園
〒121-0061�花畑8-2-2
☎3884-1021� �3884-1041
�bio-park@adachi.ne.jp

�川あるきの日
■日時＝3月16日㈰、�午前10時～正午　※午前9時50分から都市農業
公園管理事務所前で受け付け。小雨決行■場所＝都市農業公園～鹿浜
橋左岸■内容＝荒川河川敷の草花や野鳥などを歩きながら観察　※就
学前の子どもは保護者同伴

――いずれも――
■定員＝20人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ

「あだち自然の遊び場」3月・4月の催し

�がんばろう日本　そなえパークの日　防災ずきんちゃんと防災対策
■日時＝3月9日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝都市農業交
流館ギャラリー■内容＝防災
クイズラリー�（先着100人）／
防災手ぬぐいなどの防災グッ
ズの販売／新聞紙で紙食器作
り（100円）　※紙食器を作っ
た方に甘酒を提供。午前10時
30分／11時30分／午後1時
30分／2時30分の4回。15分
前から受け付け開始。各回先
着10人
�五色桜まつりにあわせて
　開催する写真展の展示作
　品募集
■対象＝都市農業公園内
で撮影した桜や春の花、
生き物の写真　※A4サイ
ズ、1人2点まで。写真展
終了後、作品を引き取り
にくる必要あり。人物が
写っている場合は事前に
許諾が必要■期限＝3月
31日㈪必着
�今日から始めるデジタル一眼レフ教室「桜の撮影のポイント」
■日時＝4月4日㈮、午前9時30分～正午■場所＝会議室■対象＝18歳
以上の方■内容＝デジタル一眼レフで桜を大きくきれいに撮るコツを学
び、公園内で撮影する■定員＝15人（抽選）■費用＝100円■期限＝3
月24日㈪必着

――いずれも――
※場所は都市農業公園内。小学2年生以下の方は保護者同伴■申込＝▷
としのう塾、一眼レフ教室…窓口または全員の住所、氏名（フリガナ）、
年齢（学年）、電話番号、イベント名をファクス・往復ハガキで送付ま
たはホームページ（http://www.seibu-la.co.jp/adachi-agri/）　※往
復ハガキは返信面にも宛名を記入。1通で2人まで。重複申し込み不可
▷そなえパーク…不要　※当日直接会場へ　▷写真展…写真裏面に出
展者の住所、氏名（フリガナ)、電話番号、Ｅメールアドレス、作品タ
イトル、撮影場所、撮影日を記入し、郵送または持参

▲ 新聞紙を使って紙食器を作ろう

▲ 写真は4月5日から6月1日まで展示

生物園
〒121-0064保木間2-17-1
☎3884-5577� �3884-8996
�seibutu@adachi.ne.jp

�チョウ飼育ボランティア
■対象＝高校生以上の方■内容＝幼虫のエサ替え、成虫の吸

きゅう

蜜
み つ

作業な
ど■活動期間＝4月12日～27年3月31日■定員＝30人（抽選）■費用
＝600円程度（保険料）■申込＝住
所、氏名（フリガナ）、年齢、電話
番号、「チョウ飼育ボランティア」
を往復ハガキで送付　※返信面に
も宛名を記入■期限＝3月31日㈪
必着　※参加条件など、くわしく
はホームページ（http://www1.
adachi.ne.jp/seibutu/）をご覧に
なるかお問い合わせください。

�生物園が4月1日にリニューアルオープン
　設備改修工事のため休園していた生物園がリニューアルオープ
ンします。3月末～4月上旬のイベントはあだち広報3月10日号に
掲載予定です。

�自然のあそび屋台
■日時＝3月9日㈰、午後2時～2時30分■内容＝解説員が、自然の見ど
ころや遊びを園内に出す屋台で紹介

――いずれも――
■申込＝不要　※当日直接会場へ

■日時＝3月16日㈰、午後2時～3時　
※午後1時45分受け付け開始■内容＝
この時期しか見ることができないツク
シを探して観察し、ブローチを作る　
※就学前の子どもは保護者同伴■定員
＝20人（先着順）

イ チ オシ! ツクシのもこもこブローチづくり

■日時＝3月8日㈯、午前10時～11時
30分　※午前9時から荒川ビジターセン
ターで参加証配付■場所＝荒川ビジター
センター、荒川河川敷■対象＝就学前の
子どもと家族■内容＝春の荒川河川敷で
草花遊びやクラフトをする

イ チ オシ! 自分たちでつくる　川のようちえん
「春の荒川であそぼう」

▲ 春を見つけに行こう

▲ 園内で羽ばたくチョウを飼育

■日時＝4～7月の第
1・3土曜日、午後1
時45分～3時45分■
場所＝長屋門■対象
＝19年4月2日～21
年4月1日生まれの子
ども■内容＝田んぼ
と畑を舞台にした学
習塾。区文化財の長
屋門で、言葉の学習
や図画、自然体験を
教師OBが指導。学校生活の相談にも対応　※保護者説明会を3月
22日㈯、午後2時～3時に開催■定員＝20人（抽選）　※参加者が
10人に満たない場合は中止■費用＝1万2,000円（講師料、教材費
など）■期限＝3月10日㈪必着

イ チ オシ! 自然に学ぶ寺子屋「風と緑のとしのう塾
（前期）」（8日制）

▲ 明治30年ごろに建てられた長屋門で言葉や自然を勉強

▲ 

よ
く
観
察
し
て
自
分

だ
け
の
ブ
ロ
ー
チ
を

作
ろ
う

春の火災予防運動が都内全域で展開されます。■問先＝千住消防署　☎3882-0119　足立消
防署　☎3852-0119　西新井消防署　☎3853-0119　区・災害対策係　☎3880-58373月1日㈯〜7日㈮は春の火災予防運動




