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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10 凡 

例

陶芸体験教室
■日時＝6月11日㈬、午前10時～
11時30分／午後1時～2時30分
■場所＝都市農業公園内工房棟■
対象＝区内在住・在勤・在学の方
■内容＝自由作品を1人1点つく
る　※作品の引き渡しは8月中旬
以降■定員＝各16人（抽選）■費
用＝500円（材料費）■申込＝全
員の住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号、希望時間、「6月11日
陶芸体験教室」を往復ハガキで送
付　※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
■期限＝5月25日㈰必着■申・問
先＝障がい福祉センター社会リハ
ビリテーション室　〒121-0816
梅島3-31-19 ☎5681-0131

足立シティオーケストラ室
内楽演奏会2014
■日時＝6月1日㈰、午後2時～4
時　※午後1時30分開場■場所＝
竹の塚地域学習センター■内容＝
管楽、弦楽のアンサンブル（木管
五重奏のための幻想曲／ヘ短調　
Ｋ.608、弦楽のためのカプリオー
ル組曲など）　※来場者に定期演
奏会パンフレットデザインのポス
トカードをプレゼント（先着200
人）■定員＝306人（先着順）　※
全席自由■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝文化団体支援係
 ☎3880-5986

文化芸術の展示「美
び ゆ う

遊展」
■日時等＝表1■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＝文化団体支
援係 ☎3880-5986

催し物は、
9面からの続きです

表1　美遊展日時等
日時 内容

5/19㈪～23㈮、午
前10時～午後5時 展示（手芸・俳句）

5/21㈬、
①午前10時開始
②午後2時開始

体験教室
（①ハワイアンリボ
ンレイ　②ファブ
リックステンシル）

5/21㈬～24㈯、午
前10時～午後5時
※24㈯は正午まで

展示（さつき）

5/22㈭、
午前10時開始

体験教室
（アメリカンフラ
ワー）

5/24㈯～29㈭、午
前10時～午後5時

展示（華茶道・盆
景）

5/24㈯、
①午前11時～正午
②午前11時～午後
2時

体験教室（①さつ
き　②華茶道）

※いずれも、23㈮・29㈭は午後3時まで

千住街歩き「大千住散策と
魚河岸食堂」
■日時＝6月14日㈯、午前8時30
分～11時30分■内容＝南千住か
ら千住地域の史跡を歩き、足立市

場で食事■定員＝40人（抽選）■
費用＝1,000円程度（昼食代）■
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
■申込期間＝5月12日～20日■
申先＝ＮＰＯ法人千住文化普及会
 ☎・ 3888-2343
■問先＝区・観光交流協会（観光
交流課内） ☎3880-5853

おしゃべりサロン「ママの
息抜きマンガカフェ」
■日時＝6月2日㈪、午前10時～
11時■場所＝エル・ソフィア■
対象＝女性■内容＝家事や育児の
合間の息抜きに、おすすめのマン
ガを参加者で紹介し合い交流する
※子どもの同席参加可■持ち物＝
おすすめのマンガ本、飲み物（ふ
たつき容器のもの）■申込＝不要
※当日直接会場へ■問先＝男女参
画プラザ ☎3880-5222

  荒川の干潟でいきものさがしi
イ ン

n新田
■日時＝5月17日㈯、午前10時30分～
正午　※午前9時から新田わくわく♡水
辺広場内トイレ脇広場で参加証配付■場
所＝新田わくわく♡水辺広場■内容＝水
が引いた干潟で生き物を探す■定員＝
30人（先着順）　※小学3年生以下の方
は保護者同伴■申込＝不要　※当日直接
会場へ

  石垣島の生きものたち展
■期間＝開催中～6月1日■内容＝南国・石垣島に暮らす生きものたちを展示
  両生類展
■期間＝5月10日～7月13日■内容＝両生類の不思議な生態を紹介
  生物園うらがわ探検ツアー
■日時＝5月11日㈰、午前11時～正午　※毎月第2日曜日開催■内容＝
いつもは見られない飼育の現場を見学■定員＝15人（先着順）
  探す　育てる　観察　「チョウ」
■日時＝5月18日㈰、午後2時～3時■対象＝小学生以上の方■内容＝チョ
ウの育て方や観察方法を学ぶ■定員＝20人（先着順）■費用＝300円

――いずれも――
※別途入場料が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ

「星空に響くタンゴ」会田桃子アルゼンチンタンゴ四重奏
■日時＝5月25日㈰、午後3時～4時30分■対象＝小学生以上の方■内
容＝ギャラクシティリニューアルオープン記念オリジナル番組「ソラ
ノユキサキ」の主題歌を作曲したプロヴァイオリニストが、プラネタリ
ウムで演奏■定員＝170人（先着順）■費用＝500円　※高校生以下の
方は100円。就学前の子どもは保護者と同じ席に座る場合無料■申込
＝不要　※当日直接会場へ

 さつき展
■日時＝5月23日㈮・24日㈯、午前9時～午後5時■場所＝都市農業交
流館■内容＝東京さつき愛好会によるサツキの展覧会■申込＝不要　
※当日直接会場へ

――いずれも――
※場所は都市農業公園内

あだちの遊び場
5月・6月の催し

荒川ビジターセンター
☎5813-3753  http://www1.adachi.ne.jp/ara-vc/

〒120-0034千住5-13-5
｢学びピア21｣4階

ギャラクシティ
☎5242-8161  http://galaxcity.jp/

〒123-0842栗原1-3-1

生物園
☎3884-5577  3884-8996  http://www.seibutuen.jp/

〒121-0064保木間2-17-1

桑袋ビオトープ公園
☎3884-1021  3884-1041  http://www1.adachi.ne.jp/biotop/

〒121-0061花畑8-2-2

都市農業公園
☎3853-4114  3853-3729  http://www.seibu-la.co.jp/adachi-agri/

〒123-0864鹿浜2-44-1

■日時＝6月15日㈰、午前10時～午後0時30分■対象＝小学生以上
の方　※小学2年生以下の方は保護者の申し込みも必要■内容＝園
内で集めた自然素材を使って、鳥の巣型のかごをつくる■定員＝20
人（抽選）■申込＝窓口または全員の氏名（フリガナ）、年齢、住所、
電話・ファクス番号、「鳥の巣バスケットをつくろう」をファクス・
往復ハガキで送付■期限＝6月3日㈫必着

自然素材で鳥の巣バスケットをつくろうイチ
オシ ■日時＝6月20日㈮、午後1時30分～3時■場所＝みはらし茶屋■

対象＝20歳以上の方■内容＝元プリンスホテルのシェフソムリエと
一緒にカリフォルニア産ロゼワインをテイスティングして、色、香
り、味の見方を学ぶ（フランスパン付き）　※車両での来場不可■
定員＝20人■費用＝2,000円（材料費）■申込＝窓口または全員の
住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、「ワイン講座」をファクス・
ホームページまたは往復ハガキで送付　※往復ハガキは返信面にも
宛名を記入。1通で2人まで。重複申し込み不可■期限＝6月9日㈪
必着

家庭で楽しむワイン講座「初めての方でも美
お い

味しく飲める、
口当たりの良いロゼワインを楽しもう」

イチ
オシ

■日時＝6月1日㈰、午前10時30分／
午後1時30分　※各90分程度■対象
＝小学3年生～中学生　※保護者同伴
可。小学3・4年生は保護者同伴が必
須■内容＝「鋳金」という技法でオリ
ジナルの模様をつけた錫

すず

製
せい

のペーパー
ウエイトをつくる　※火気の使用あり
■定員＝各15人（先着順）■費用＝
1,000円（材料費）■申込＝電話

金属を知ろう
「鋳

ちゅう

金
きん

でつくるペーパーウエイト」ワークショップ
イチ
オシ

▲干潟は生きものの宝庫
▲ オリジナルの模様をつけて
ペーパーウエイトをつくろう
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左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照

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、報道広報課へ   ☎3880–5815

■日時＝10月19日㈰、午前8時
～午後2時　※マラソンスタート
は午前8時30分。雨天決行■場
所＝荒川河川敷・虹の広場など
�参加者募集
■対象＝15歳以上の方　※中学
生を除く。体の不自由な方や電
動車いすの方なども参加可。
ハーフマラソンへの参加は3時
間以内で完走できる方。親子ペ
アは小学生と保護者■内容＝▷
マラソンの部…ハーフ／10km
／5km　▷ウオーキングの部…
10km／5km　▷親子ペアの部
…1.6km■定員＝1万2,000人
（先着順）　※定員に達した場
合は、手数料を差し引いた金額
を返金■費用＝▷マラソンの部
（ハーフ）…5,000円　▷マラ
ソンの部（10km）…3,500円　
▷マラソンの部（5km）・ウオー
キング…3,000円　▷親子ペア
の部…2,000円　※障がいのあ

る方は全種目2,000円■申込＝
ホームページまたは申込用紙兼
振込用紙を郵便局に持参し、参
加費を振り込み　※申込用紙は、
地域学習センター、スポーツ施
設、区民事務所で配布。ゼッケン・
計測チップは事前に参加者へ発
送■期限＝7月18日㈮■申・問
先＝（公社）日本タートル協会（月
～金曜日、午前9時30分～午後
5時）� ☎3363-5331
http://www.turtle.or.jp/
�ボランティア募集
■対象＝16歳以上の方■内容
＝給水所・荷物置場・会場案内
係員などの大会運営補助■定員
＝200人程度（先着順）■申込
＝電話または住所、氏名、年齢、
電話番号をファクス■期限＝7
月18日㈮■申・問先＝区・振
興係�
☎3880-5826� 3880-6028

タートルマラソン国際大会兼バリアフリー
タートルマラソン大会 i

イ ン

n 足立

あだち再生館特別講座「夏
の星座と天体望遠鏡づくり」
■日時＝5月25日㈰、午後1時
～3時■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝地球環境・宇
宙についての話と工作■定員＝
15人（抽選）■費用＝2,000円
（材料費）■申込＝電話・窓口ま
たは住所、氏名（フリガナ）、電
話番号、「天体望遠鏡づくり」を
ファクス・ハガキで送付■期限
＝5月18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

足立吹奏楽団
スプリングコンサート
■日時＝5月25日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝林紀人
氏、酒井達哉氏の指揮による、リ
ヤン・エテルネル～浄

きよ

められた天
使たちの愛（八木澤教司）、ボレ
ロ・イン・ポップス（M.ラヴェ
ル／岩井直溥）■定員＝902人
（先着順）　※全席自由■費用＝
800円　※高校生以下の方は500
円■申込＝窓口■申先＝ギャラク
シティ、各地域学習センターなど
■問先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

フラワーアレンジメント
講習会
■日時＝5月24日㈯、午前11時
～午後3時　※30分ごとに開催。
正午～午後1時、午後2時～2時
30分を除く■場所＝千住ミル
ディスⅠ番館屋上広場　※雨天
時は、千住ミルディスⅠ番館12
階エスカレーターフロア■対象
＝小学生以上の方　※小学生は
保護者同伴■内容＝北千住駅
前の花壇を管理する千住花＊花
会の会員によるフラワーアレン
ジメントづくり■定員＝各8人
（5月11日から先着順）■費用＝
各500円（材料費）■申込＝電話
■期限＝5月23日㈮■申先＝お
問い合わせコールあだち（毎日、
午前8時～午後8時）
� ☎3880-0039
■問先＝美化推進係
� ☎3880-5856

＝催し物＝
☆太極拳無料体験講習会　6月
3日㈫、午後1時～2時45分／
千住スポーツ公園相撲場（千
住大橋駅徒歩5分）／元全日本
チャンピオンの模範演技と指
導。初心者歓迎　※室内用運動
靴持参／60人（要予約）／電話
または住所、氏名をファクス／
太極拳を学ぶ会
☎5808-0268� �3876-5311
＝サークル会員募集＝

☆生花アレンジメント＆プリ
ザーブドフラワー教室　火・
金・土曜日、午前10時・午後2
時／舎人／季節の花を楽しく
指導。初心者シニア歓迎／1回
2,000円（花代別）／電話／
牧美恵子� ☎3853-8289
☆シルバーアクセサリー教室
木曜日、午前10時・午後2時／
舎人／純銀アクセサリーの制
作。初心者・中高年歓迎／1回
2,500円（材料費別）／電話／
岡崎眞由美� ☎3855-8215

千住出張博物館と
千住いえまち・まち歩き

�出張博物館
■日時＝6月14日㈯、午前10時～午後3時■場所＝横山家住宅（千
住4-28-1）／下村家住宅（千住5-19-11）■内容＝通常非公開の商
家の店先を特別公開し、千住ゆかりの江戸絵画を展示■申込＝不要
※当日直接会場へ
�千住いえまち・まち歩き
■日時＝6月14日㈯、午後1時～4時■内容＝出張博物館公開にあ
わせ、上記の旧家とリノベーション建築を巡る■定員＝50人（5月
11日から先着順）■費用＝1,000円
（喫茶代など）■申込＝千住いえま
ちプロジェクトのホームページ
（http://1010iemachi.jp/）内の専
用フォームに入力

――いずれも――
■問先＝郷土博物館
� ☎3620-9393

▲江戸時代の紙問屋、横山家住宅
（千住四丁目）




