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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

都市計画案の縦覧
東京都市計画一団地の住宅施設
東栗原一団地の住宅施設の変更
■区域＝一ツ家2地内
東京都市計画地区計画一ツ家二
丁目北地区地区計画の決定
■区域＝一ツ家2地内
東京都市計画公園の変更
■区域＝新田1地内

――いずれも――
■公告日＝6月12日㈮■縦覧・意
見書提出期間＝6月12日～26日
※区のホームページでも閲覧可■
縦覧場所・意見書提出先・問先＝
都市計画係� ☎3880-5280

「ＮＰＯパワーアップセミ
ナー」（2日制）
■日時＝6月27日㈯、7月4日㈯、
午前9時30分～午後0時30分■対
象＝ＮＰＯ団体の会員■内容＝Ｎ
ＰＯが地域づくり活動の輪を広げ
ていくために必要な、ほかのＮＰ
Ｏや企業・行政・大学などとの連
携方法を実践的に学ぶ■定員＝24
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、
氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、
Ｅメールアドレス、「ＮＰＯパワー
アップ」をファクス■期限＝6月

24日㈬■場・申・問先＝ＮＰＯ活
動支援センター（日・月曜日、祝
日を除く、午前9時～午後8時）　
☎3840-2331　� 3840-2333

今知りたい　
食品表示の裏話（2日制）
■日時＝7月2日㈭・16日㈭、午
後6時30分～8時■場所＝エル・
ソフィア■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝生鮮食品や加工
食品のニュースになったあの事件
を解説／この春に大きく変わった
ルールや新たな機能性表示食品を
解説■定員＝60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
入力または氏名、電話・ファクス
番号、「消費者講座」をファクス■
申・問先＝消費者センター　
☎3880-5385　� 3880-0133

住民基本台帳の26年度閲覧
状況
■閲覧状況の概要＝▷国または地
方公共団体が法令で定める事務の
遂行に必要で行うもの（住民基本
台帳法第11条の規定による請求）
…2件　▷統計調査、世論調査、
学術研究そのほかの公益性が高い
と認められる調査研究（住民基本
台帳法第11条の2の1項1号の規
定による請求）…73件　▷公共的
団体が行う地域住民の福祉の向上
に寄与する公益性の高い活動（住
民基本台帳法第11条の2の1項2
号の規定による請求）…17件■問
先＝住民記録係　�☎3880-5724

地域デビュー応援講座
「地域活動って面白い」
■日時＝7月11日㈯、午後2時～
4時30分■場所＝エル・ソフィア
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝地域活動で活躍する
醍
だ い ご み

醐味や楽しさ、魅力を実際の活
動者が紹介■定員＝50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、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号、Ｅメー
ルアドレス、「地域活動面白い」を
ファクス■期限＝7月10日㈮
■申・問先＝区民参画支援係　
☎3880-5020　� 3880-0133

雪印メグミルクのチーズセミ
ナー「牛乳パックリサイクル
とチーズの味わい方を学ぶ」
■日時＝7月14日㈫、午後1時～

3時■対象＝区内在住・在勤・在
学で乳製品アレルギーのない方
■内容＝牛乳パックのリサイク
ル方法／チーズをおいしく食べ
るノウハウなどを8種類のチーズ
の試食を交えて学ぶ　※プレゼ
ントあり■定員＝20人（抽選）■
費用＝600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、「チーズセ
ミナー」をファクス・ハガキで送
付■期限＝7月7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

パソコン講座（7月分）
■日時等＝表1■場所＝あだち産
業センターＩＴ支援室■申込＝
電話またはホームページ■申・問
先＝ランディック㈱ＩＴ事業部
（区協働事業者）� ☎6802-7829
http://www.landic.co.jp/

■問先＝区・創業支援係（あだち
産業センター内）� ☎3870-8400

■日時＝6月27日㈯、午前10時
～午後4時／6月28日㈰、午前10
時～午後3時■内容＝ステージ／
模擬店／ミニゲームブースなど
■申込＝不要　※当日直接会場へ
��お笑いライブ
■日時＝6月28日㈰、午後1時～
2時　※午後2時～3時サイン抽
選会■内容＝流れ星、デイエノ
ボル、こまつによるお笑いライ
ブ　※出演者・時間は変更にな

る場合あり■定員＝▷前売り…
100人（6月11日から先着順）　
▷当日…50人（先着順）■費用＝
▷前売り…500円　▷当日…
1,000円■申込＝▷前売り…電
話、ホームページ内の専用フォー
ムに入力　▷当日…不要　※直
接会場へ

――いずれも――
■場所＝東京未来大学（千住曙
町34-12）■申・問先＝東京未
来大学　� ☎5813-2525
http://www.tokyomirai.

ac.jp/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

東京未来大学の催し

東京未来大学学園祭
「第9回　未来祭」

暮らし・まちづくりは、
9 面からの続きです

表1　パソコン講座（7月分）日時等
コース名等 日時 費用

（テキスト代除く）
ゼロから始めるE

エ ク セ ル
xcelマクロ「マクロの基本概要や簡

単操作」
1㈬、午後7時～9
時 3,240円

A
ア ク セ ス
ccess2010応用コース「テーブル活用・リレー

ションシップと参照整合性・クエリの活用・アク
ションクエリと不一致クエリ・フォームの活用・
メインサブフォームとレポート作成まで」（6日制）

2㈭・6㈪・9㈭・
13㈪・16㈭・27
㈪、午後7時～9
時

16,500円

Excel2013基礎コース「Excelって何？から入力・
簡単な表計算（四則演算）と書式・カレンダー作成・
グラフ作成・データベースまで」

4㈯、午前10時～
午後5時 8,100円

楽々簡単ホームページ作成導入セミナー「ＣＭＳ（コ
ンテンツマネージメントシステム）・W

ワ ー ド プ レ ス
ordpress

による、簡単なホームページ操作体験」（1日制）
4㈯・25㈯、午後
7時～9時 無料

Excel2013応用コース「R
ラ ウ ン ド
ound・I

イフ
F・D

デ イ ト デ ィ フ
atedIF・

V
ブイルックアップ

lookupとIFの組み合わせ・ユーザ定義・入力規則・
保護パスワード・複合グラフ・複数ブック統合・デー
タベース・ピボットテーブル・マクロまで」（2日制）

5㈰・11㈯、午前
10時～午後5時 16,500円

Wordpressで 作 る ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 コ ー ス
「Wordpress導入から設定・サーバー申し込み・ド
メイン取得・ひな形利用・基本の操作方法」（4日制）

7㈫・10㈮・14㈫・
17㈮、午後7時～
9時

12,960円

P
パ ワ ー ポ イ ン ト
owerPoint2013基本コース「スライド作成から

図・表・グラフ挿入・アニメーション・プレゼン
設定まで」

12㈰、午前10時
～午後5時 8,100円

Ｗ
ウ ェ ブ

ｅｂクリエイター初級試験対策コース「ＨＴＭＬ
とＣＳＳの基本・記述、タグ・フォント・背景・ボッ
クス・配置・疑似クラス・ＩＤ・過去問題まで」（5
日制）　※合格するまでサポート体制あり

15㈬・21㈫・23
㈭・28㈫・30㈭、
午後7時～9時

16,200円

W
ワ ー ド

ord2013基本コース「Word基礎知識から文字
の編集・文書作成・コピー・配置表作成・レイア
ウト・グラフィック機能の利用」

18㈯、午前10時
～午後5時 8,100円

Wordで差し込み印刷（シール・名刺作成） 22㈬、午後7時～
9時 2,700円

W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indows8の基本操作方法 25㈯、午前10時
～午後5時

7,580円
（テキスト

代含む）

Wordで作るお店のP
ポ ッ プ
OPチラシ・ポスター 26㈰、午後1時～

4時 4,500円

G
グ ー グ ル
oogleアナリティクスで簡単Ｗｅｂ解析「ホーム

ページ解析ソフトを使いアクセスの傾向を分析し、
業務改善・売上Ｕ

ア ッ プ
Ｐを計る」

29㈬、午後7時～
9時 3,240円

パソコンスタートビギナーコース「ＯＳ・インター
ネット・メール・ワードパッドで入力の基本」

31㈮、午前10時
～午後5時 6,500円

※いずれも定員あり（6月11日から先着順）。くわしくはお問い合わせください。

■日時＝6月27日㈯、午前11
時開始　※なくなり次第終了■
場所＝北足立市場（入谷6-3-1）
■内容＝新鮮野菜の直販／果物
の販売／フラワーアレンジメン

ト／メロンなどが当たる抽選会
など■申込＝不要　※当日直接
会場へ■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

健康野菜まつり i
イ ン

n 北足立市場



代　 表        澤井 利雄
        　（読売新聞社社友）
カウンセラー　澤井 良枝
           （結婚47年です）

（公益法人）足立法人会会員

ワンプラスワン

地元密着の『地域一番店』を目指して創業15年。
成婚実績多数。親子でも、お一人でも、内緒でも…
親御さんのご相談が増えています。

地元密着の『地域一番店』を目指して創業15年。
成婚実績多数。親子でも、お一人でも、内緒でも…
親御さんのご相談が増えています。

結婚の話題、
出た時が適齢期
早過ぎる事はありません
迷ったらお気軽にお電話下さい。

結婚の話題、
出た時が適齢期
早過ぎる事はありません
迷ったらお気軽にお電話下さい。

より良い結婚をするために（無料）
NPO「婚活セミナー」5月24日（日）午後1時
北千住芸術センター9階の3（要事前ご連絡）

より良い結婚をするために（無料）
NPO「婚活セミナー」6月28日（日）午後1時
北千住芸術センター9階の3（要事前ご連絡）
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足立区ホームページアドレス
http://www.city.adachi.tokyo.jp/

左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照 11
して食べる　※足立区特産のお土
産あり■定員＝8組（2人1組。抽
選）■費用＝1,800円（収穫代、昼
食代など）■申込＝住所、全員の
氏名（フリガナ）、子どもの学年、
電話番号、「あだちの魅力発見」を
ハガキで送付■期限＝6月22日
㈪必着■申・問先＝観光交流協会
（観光交流課内）� ☎3880-5853

七夕飾りを作ろう
■日時＝6月28日㈰、午後1時～
3時　※荒天中止■場所＝佐野い
こいの森緑地■内容＝七夕飾り

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

足立区展
■日時等＝▷6月23日㈫～28日㈰
…絵画、彫刻、図工・美術（平面・
立体部門）　▷6月30日㈫～7月5
日㈰…書道（一般・少年部門）、写
真　※いずれも午前10時～午後6
時（6月28日、7月5日は午後5時
終了）■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝区民が
制作した美術作品などを発表・展
示■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝文化団体支援係　�
� ☎3880-5986

アトリウムコンサート
■日時＝6月26日㈮、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝「フラ・マヒ
プア」によるフラダンス■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
文化団体支援係� ☎3880-5986

読み語り入門講座（2日制）
■日時＝7月2日㈭・7日㈫、午前
9時30分～11時30分■場所＝生
涯学習センター（学びピア21内）■
内容＝読書アドバイザー・児玉ひ
ろ美氏から乳幼児向けの読み語り
の方法を学ぶ■定員＝30人（6月
11日から先着順）■申込＝電話■
申・問先＝中央図書館子ども読書
推進係（6月30日㈫を除く、午前9
時～午後5時）� ☎5813-3745

親子で上履きデコ
■日時＝6月27日㈯、午後3時～
4時30分■場所＝東京未来大学
（千住曙町34-12）■対象＝3歳以
上の方と保護者■内容＝東京未来
大学学生やアートボランティアと
一緒に、持ってきた上履きや布袋
にペーパーナプキンでデコパー
ジュ（模様や絵の切り抜きを貼る
装飾）をする■定員＝15組（2人�

1組。6月11日から先着順）■申
込＝区のホームページ内の専用
フォームに入力または氏名、電話
番号、「親子で上履きデコ」をファ
クス■申・問先＝青少年教育担当�
☎3880-5273　� 3880-5641

あだちの魅力発見
「親子で採ろう夏野菜　
作ろうヘルシーランチ」

■日時＝７月11日㈯、午前9時～
午後2時■対象＝小学3・4年生と
保護者■内容＝区内農園で夏野菜
を収穫し、ギャラクシティで調理

と短冊を作る　※就学前の子ど
もは保護者同伴■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝施設
活用係� ☎3880-5897
（当日のみ）� ☎080-2264-2341

おわびと訂正
　あだち広報5月25日号掲載記
事に誤りがありました。訂正し、
おわび申し上げます。
◆10面掲載「中央本町地域学習セ
ンター『石けんカービングサーク
ル体験』」　〔訂正前〕7月8日㈬・
22日㈬の2日制。定員8人で、費
用500円　〔訂正後〕7月8日㈬ま
たは22日㈬の1日制。定員各8人
で、1日ごとに費用500円
■問先＝学習事業係
� ☎3880-5467■期間＝7月18日～26日■場

所＝ＳＫＩＰシティ（埼玉県川
口市上青木3-12-63）　※ＪＲ
川口駅東口より無料送迎バスを
運行■内容＝世界各国の映画作
品を上映／家族向けイベント■
費用＝前売り1回券600円／当
日800円など　※チケットぴあ
などで購入可。そのほかにも券
種あり。前売り券の券種など、
くわしくは映画祭公式ホーム
ページをご覧になるか、お問い
合わせください。■申込＝不要
※当日直接会場へ■問先＝ＳＫ
ＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭
事務局� ☎048-263-0818
http://www.skipcity-dcf.

jp/

■内容＝「東京における都市計
画道路の整備方針　中間のまと
め」に対するパブリックコメン
トを募集　※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30日㈫消
印有効■問先＝都・都市整備局
都市基盤部街路計画課
� ☎5388-3379
http://www.toshiseibi.

metro.tokyo.jp/kiban/tokyo/
index.html

■日時＝▷予行演習…6月17
日㈬　▷訓練…6月30日㈫　
※いずれも午前10時～午後5
時。荒天の場合、一部訓練を7
月1日㈬に順延■場所＝都立舎
人公園　※一部立ち入り制限
あり■内容＝災害時の大規模
救出救助活動拠点に指定され
ている都立舎人公園で、自衛
隊、都などが連携して活動拠
点の設置・運営訓練を実施　
※ヘリコプターによる搬送訓
練も実施。近隣にお住まいの
方々には、騒音などでご迷惑
をおかけいたしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
■問先＝都・総務局総合防災
部防災対策課� ☎5388-2484

官  公 庁
S
ス キ ッ プ

KIPシティ国際Ｄシネマ映画
祭2015

「東京における都市計画道路
の整備方針　中間のまとめ」
のパブリックコメント

自衛隊・東京都などによる防
災訓練

＝催し物＝
☆第19回さんさんフラワー
フェスティバル　6月20日㈯、
午前10時～午後2時／綾瀬
7-2-7／イベント・パン販売・
模擬店／当日直接会場へ／綾
瀬ひまわり園・松本
� ☎3629-3231
＝サークル会員募集＝

☆カラオケ　はまなすクラブ
毎月第1・3火曜日、午後7時～
9時／竹の塚地域学習センター
など／作曲家のピアノで発声
法と歌唱法を学び、カラオケ音
楽を練習する／月額2,000円　
※別途入会金1,000円／電話／
益田� ☎090-6515-1822
☆初心者脳トレ旅行英会話　
毎月3回木曜日、午前10時～
11時／エル・ソフィアなど／
60歳以上の英会話初心者／旅
行で使える英会話の練習／月
額4,200円　 ※ 別 途 入 会 金
1,000円／電話／島田
� ☎080-5378-4173




