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日 付（5/18～29） 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
測定値（マイクロシーベルト／時）0.08 - 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

�放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問い合わせ先＝足立保健所生活衛生課�生活衛生係�☎3880-5374

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

�やってみよう　荒川で魚つり
■日時＝7月12日㈰、午前10時～午後3時　※荒天時は20日㈷に順延
■場所＝荒川ビジターセンター、荒川河川敷■対象＝小学生以上の方
※小学生は保護者同伴■内容＝魚釣りを楽しみながら、魚の生態と荒
川の環境を考える■定員＝30人（抽選）■費用＝50円（エサ代）■期限
＝7月3日㈮必着

――いずれも――
■申し込み方法＝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　※往復
ハガキは返信面にも宛名を記入。1通で5人まで

�世界を知る／異文化を学ぶ「東アフリカ・ケニアの料理を作ろう」
■日時＝7月12日㈰、午前11時～午後2時■対象＝小学3年生～高校
生　※小学3年生は保護者同伴■内容＝元青年海外協力隊員からケニ
アについて学び、現地の家庭料理を作って試食■定員＝16人（6月13
日から先着順）■費用＝無料■申し込み方法＝電話
西新井文化ホール夏フェス「T
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rogram」
　身近で気軽に本格的な芸術へ触れられる様々なワークショップを開
催します。■日程＝7月19日～25日■対象＝5歳～高校生■内容＝
ミュージカル／影絵／和太鼓／打楽器／お笑い芸人「もう中学生」との
工作／バイオリンの工作または演奏　※いずれも有料・定員あり。申
し込み方法など、くわしくはホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。■期限＝6月22日㈪必着

荒川ビジターセンター
☎5813-3753  3870-8544  http://ces-net.jp/ara-vc/

〒120-0034千住5-13-5
「学びピア21」4階

ため池のかい掘り体験
イチ
オシ

■日時＝7月12日㈰、午前10時～正午■内容＝水を抜いた園内の
ため池で、網を使った生き物捕りとヘドロのかき出しをする■定
員＝50人（抽選）　※小学2年生以下の方は保護者の申し込みも必
要■費用＝無料■申し込み方法＝窓口または全員の住所、氏名（フ
リガナ）、年齢、電話・ファクス番号、「ため池のかい掘り体験」をファ
クス・往復ハガキで送付　※往復ハガキは返信面にも宛名を記入
■期限＝6月30日㈫必着

 まるちたいけんドーム特別コンサート
「銀河鉄道の夜コンサート」

イチ
オシ

■日時＝6月28日㈰、午後2時30分～3時30分■内容＝大型映像
番組「銀河鉄道の夜」の音楽を担当した加賀谷玲氏による生演奏■
定員＝▷事前…100人（6月13日から先着順）　▷当日…70人（先着
順。午前9時から観覧券を販売）■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は無料
■申し込み方法＝▷事前…電話　▷当日…不要　※直接会場へ

あらかわ冒険キャンプ i
イン

n あだち（1泊2日）
イチ
オシ

■日時＝8月4日㈫、午前10時30分～5日㈬、午前10時　※荒天
中止■場所＝宮城ゆうゆう公園、荒川河川敷■対象＝小学3～6年
生　※7月18日㈯の事前説明会に保護者同伴で参加が必要■内容
＝荒川でスタッフと子どもだけでキャンプを行い、普段は味わえ
ない夕方や早朝の荒川の様子を楽しむ■定員＝20人（抽選）■費用
＝500円（食費）■期限＝7月1日㈬必着

ギャラクシティ
☎5242-8161（午前9時～午後8時）  http://galaxcity.jp/

〒123-0842栗原1-3-1

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

イチ
オシ 古民家で七夕飾りを作ろう

■日時＝7月5日㈰、午後1時～3時　※時間内随時受け付け■場所
＝都市農業公園内・古民家■内容＝折り紙で七夕飾りを作り、公
園内で切り出した竹に飾る■定員＝100人（先着順）　※小学2年生
以下の方は保護者同伴■費用＝無料■申し込み方法＝不要　※当
日直接会場へ

生物園に泊まろう（1泊2日）
イチ
オシ

■日時＝7月22日㈬、午後7時～23日㈭、午前9時■対象＝小学4
～6年生■内容＝生物園に宿泊し、生き物の夜の姿を観察■定員＝
20人（抽選）■費用＝500円■申し込み方法＝全員の住所、氏名（フ
リガナ）、年齢（学年）、電話番号、「生物園に泊まろう」を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記入■期限＝7月6日㈪必着

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

〒121-0064保木間2-17-1

あだちの遊び場
6月～8月の催し

　オオガハスは、1951年に千葉県・落合遺
跡で発見された古いハスの実を、故・大賀
一郎博士らの手により発芽させ開花に成功
したもの。発見者にちなみ「大賀ハス」と命
名されました。桑袋ビオトープ公園のハス
田では、毎年6月下旬から7月いっぱいまで、
オオガハスの花を楽しむことができます。

　ハス田では、茂みから現れるカルガモの
親子やカマキリ、多種のトンボなどの姿を
ハスと一緒に楽しむことができます。中で

も、おすすめなのがトンボ。水辺でよく見
られるシオカラトンボやギンヤンマ、アオ
モンイトトンボだけではなく、ハラビロト
ンボやチョウトンボなど、貴重なトンボが
ハスのつぼみや花に止まっている様子を観
察できることもあります。

　多くのトンボは、水面に光が当たってキ
ラキラ反射するのを見てやってきます。そ
のため、水面が見えなくならないよう毎年
レンコンを掘り、ハス田の中央部がハスで
覆われないようにしています。

　レンコン掘りはイベントとして今年も10
月に実施予定です。実施内容など、くわし
くはホームページをご覧になるか、お問い
合わせください。

2千年以上の時をこえて咲いた古代のハス

様々な生き物が集うハス田

桑袋ビオトープ公園のハス田に
トンボたちが集まる理由は？

オオガハスを見に行こう！
�五感で楽しむオオガハス
■日時＝6月28日㈰、午後2時～3時　
※午後1時45分受け付け開始■内容＝視覚
だけではなく、触覚や嗅覚なども使ってオ
オガハスを楽しむ■定員＝20人（先着順）
※就学前の子どもは保護者の参加が必要
■費用＝無料■申し込み方法＝不要　※当
日直接会場へ

　オオガハスはもちろん、ハス田には様々な魅力がいっぱい。人の手
で環境を整えた桑袋ビオトープ公園のハス田には、自然に生き物たち
が集まり暮らしています。
■場所・問い合わせ先＝桑袋ビオトープ公園（花畑8-2-2）
■開園時間＝午前9時～午後5時■休園日＝月曜日（祝日の場合は翌日）

http://www1.adachi.ne.jp/biotop/ ☎3884-1021

魅力いっぱいの
ハス田を見に行こう！
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母乳育児講演会
■日時＝7月3日㈮、午前10時～
11時30分■対象＝妊娠中・授乳
中の方■内容＝母乳のメリット／
授乳の仕方／おっぱいのトラブル
とケアなど■定員＝40人（6月11
日から先着順）■申込＝電話■場・
申・問先＝江北保健総合センター
地域保健係� ☎3896-4004

栄養教室「離乳食から幼
児食へのステップアップ」

竹の塚保健総合センター
■日程＝7月8日㈬■対象＝26年
3月9日～8月8日生まれの子ども
と保護者
東和保健総合センター
■日程＝7月10日㈮■対象＝26
年3月11日～8月10日生まれの子

どもと保護者
――いずれも――

■時間＝午前10時30分～11時
30分■内容＝1歳児の食生活の話
／レシピ紹介■定員＝20組（6月
11日から先着順）■申込＝電話■
申・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

怒鳴らない子育て「ＣＳＰ
（コモンセンスペアレンティ
ング）講座（入門編）」
■日時＝7月8日㈬、8月26日㈬、
午前10時～正午■対象＝3歳～小
学生の保護者■内容＝より良い親
子関係のために具体的なしつけの
ポイントを学ぶ■定員＝各20人
（抽選）　※保育あり（要予約、1
歳～就学前の子ども）■申込＝住
所、氏名、子どもの名前・年齢、
電話番号、保育希望の有無、希望
日、「ＣＳＰ（入門編）」をハガキで
送付■期限＝▷7月8日分…6月
24日㈬必着　▷8月26日分…8月
12日㈬必着■場・申・問先＝こ
ども総合相談担当（こども支援セ
ンターげんき内）　〒121-0816
梅島3-28-8� ☎3852-3535

母子講演会「産後の女性の
身体と気になる病気」
■日時＝7月1日㈬、午前10時～
11時30分■対象＝区内在住で3
歳以下の子どもの保護者■内容＝

女性専門外来担当医による講演■
定員＝30人（6月11日から先着
順）■申込＝電話■場・申・問先
＝竹の塚保健総合センター地域保
健係　� ☎3855-5082

あだちパパプロジェクト
■日時＝7月4日㈯・18日㈯、午
前10時～正午■場所＝エル・ソ
フィア■対象＝区内在住・在勤・
在学で、子育て中またはこれから
子育てを始める男性■内容＝子育
てを楽しむコツなど、先輩の話を
聞き、来年の講座開催を目標に父
親と子ども向けの企画を考える■
定員＝各20人（6月11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（町名まで）、氏名（フ
リガナ）、年齢、電話・ファクス
番号、「パパプロ」をファクス■申・
問先＝男女参画プラザ　
☎3880-5222　� 3880-0133

エル・ソフィアに親子サロン
を開設
■開室日時＝7月9日～12月24日
の第2・4木曜日（10月は8日㈭・
29日㈭）、午前9時～正午■場所
＝エル・ソフィア■対象＝就学前
の子どもと保護者■内容＝子ども
を連れた保護者が休憩できる場所
「親子サロン」を開設　※7月9日
㈭、午前10時30分／23日㈭、午
前10時から絵本の読み語りや手
遊び会などを開催■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝男女参
画プラザ� ☎3880-5222

あだち食の健康応援店
から学ぼう「こども食育
チャレンジ教室」

■日時等＝表1■申込＝電話■
申・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

郵送申し込み記入例

切 手
〒120︲8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

☎…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

凡 

例

■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お知らせ・情報コーナー

「その時期に合わせた食材と
調理方法を」

◉�セサミトースト
◉�グリーンサラダ
◉�ハンガリアンシチュー
◉�冷凍みかん
◉�牛乳

グリーンサラダ（オリジナルドレッシング） を紹介
エネルギー47kcal　野菜量80ｇ　塩分0.3ｇ
調理時間10分　材料費約76円
※エネルギー、材料費などは1人あたりの目安

献立の中から

栄養士が教え
る

今日の献立

栄養士が教え
る

栄養士が教え
る

料理の
ポイント

ドレッシングは火を通すことで、
まろやかな味になります。

インタビュー
■問先＝おいしい給食担当� ☎3880-5427

第十二中学校
伊藤 昌香さん

■材料（4人分）
キャベツ：３枚　キュウリ：3分の1本　アスパラガス：４本
パプリカ（黄色）：6分の1個
～ドレッシング～
サラダ油：大さじ１　酢：大さじ１弱　塩：ひとつまみ
こしょう：少々　洋がらし：少々　レモン汁：小さじ１
砂糖：小さじ2分の1　タマネギのすりおろし：大さじ１

苦手なものでも形を変えて食べやすく
　給食には、子どもたちが苦手な食材や食
べ慣れない食材も多く登場します。
　たとえば、苦手な子どもが多い食材の１
つに豆類があります。細かくきざんで目立
たないようにハンバーグに混ぜたり、油で
さっと揚げてサラダに入れたり、やわらか
くゆでてシチューに加えたりと、豆類が苦
手な子でもおいしく食べられるように、形
を変えながら給食に取り入れています。
野菜をおいしく食べるポイントは
��ドレッシング
　今日の給食の一品は、旬の野菜であるアス
パラガスを使った「グリーンサラダ」です。
給食のサラダにかけるドレッシングは、調味
料から手作りしています。調味料のちょっと
した加減で味が変わるので、子どもたちの反
応もうかがいながら、いろいろな種類のド
レッシングを考えています。「今日のサラダ
おいしかった」「また出してください」と言わ
れると、とてもうれしい気持ちになりますね。

■作り方
①キャベツは短冊切り、キュウリは小口切り、アスパラガス
は斜め切り、パプリカはスライスにする　②切った野菜を
さっとゆでて水に取り、粗熱をとる。水分を
よくきっておく　③ドレッシングの材料
を小鍋に入れて火にかけ、タマネギの
辛味がなくなるまで煮たら、火を止め
て冷ます　④ゆでた野菜とドレッシ
ングを和

あ

える

表1　こども食育チャレンジ教室日時等
場所 日時 内容等

千住保健総
合センター

7/5㈰、午前
11時～午後1時

ハンバーグをつくろう　対象＝小学3～6年生　
定員＝20人　費用＝250円

エル・
ソフィア

7/19㈰、午前
10時～正午

夏休みの自由研究にイチオシのお茶のヒミツとおい
しいいれ方　対象＝小学生と保護者　定員＝15組
費用＝1人100円

7/26㈰、午前
11時～午後1時

国産大豆を使った豆腐づくりにチャレンジ　対象＝
小学3～6年生と保護者　定員＝12組（2人1組）　
費用＝800円

足立市場
（千住橋戸
町50）

8/7㈮、午前9
時～正午

市場で知ろう魚のすべて／市場見学とさんまごはん・
つみれ汁づくり　対象＝小学4年生～中学生と保護者
定員＝10組（2人1組）　費用＝1,200円

※いずれも6月15日から先着順

対象者へ5月中に受診券を発送しました。健診は早めに受けま
しょう。■問先＝ジェネリック・保健事業担当� ☎3880-5018

特定健診・後期高齢者
医療健診を受けましょう

このマークは、野菜を食べやすい環境をつくり、糖尿病予防を進める
「あだち�ベジタベライフ～そうだ、野菜を食べよう～」関連事業です。

関連事業など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。■問先＝健康づくり係� ☎3880-5433




