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暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

宿泊施設インフォメーション（8月分）
鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）

■利用日等＝表4■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方、区内の社
会教育団体　※1人のみや、未成年者のみでの利用不可■利用料金＝大人
1泊2食3,650円など■申込＝抽選申し込みハガキを利用施設に郵送　※抽
選申し込みハガキは区民事務所、地域学習センターなどで配布■申込期
間＝6月1日〜10日消印有効　※6月15日㈬以降に抽選結果を通知。抽選
の結果空室がある場合は、7月1日から利用希望日の3日前までに電話予約
表4　宿泊施設利用日等（8月分）

利用施設 利用できる日 受付時間
鋸南自然の家

（予約専用）☎0470-55-4770 1〜3・6〜13・27 平日、午前9時〜午
後5時日光林間学園

（予約専用）☎0288-53-3681 1・2・5〜12・15〜24・27

※ 学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合あ
り。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

ゆがわら水の香
かお

里
り
（区・提携旅館）

■対象＝区内在住・在勤・在学の方　※チェックイン時に住所、勤
務（通学）先のわかる物の提示が必要■利用料金＝平日、大人1泊2
食9,180円など■申込＝電話またはホームページ■受け付け開始日
＝利用希望日の6カ月前の同日■申・問先＝ゆがわら水の香里（毎
日、午前9時〜午後8時） ☎0465-62-1830

www.mizunokaori.com/

屋外プール団体貸し出し
■貸出期間・利用時間＝7月15日
〜8月31日、午後6時〜8時　※7
月16日㈯、8月20日㈯を除く■対
象＝次のすべてに当てはまる団体
…営利を目的としない／利用の際

「日赤水上安全法救助員」有資格者
を配置できる／団体内で責任を
持って指導・監視体制がとれる■
内容＝屋外プール（一般用〈50ｍ〉）
の貸し出し　※申請時に申し出が
あった場合、監視員を配置可■利
用料金＝▷全面…3万7,200円　▷
3分の1面…1万2,400円■申込＝
電話または窓口■受け付け開始日
＝6月1日㈬　※利用日の8日前ま
で受け付け■場・申・問先＝総合
スポーツセンター� ☎3859-8211

第1回区議会臨時会・第2回区議会定例会
■日時等＝表1・2　※本会議・委員会の傍
聴は、区議会事務局で受け付け。開会予定
の１時間前から整理券を発行し、定員を超
えた場合は30分前に抽選。磁気ループ（難
聴者補助設備）の利用を希望する場合は、
傍聴する会議の前日（前日が閉庁日の場合
は、直前の開庁日）の午後５時までに連絡
表1　第1回区議会臨時会日時等

日時 会議名
5/27㈮ 午前10時 議会運営委員会

30㈪ 午後1時 臨時会

表2　第2回区議会定例会日時等
日時 会議名

6/ 9㈭ 午前10時 議会運営委員会
10㈮ 午後1時 本会議

13㈪ 午前10時 総務委員会
午後1時30分 文教委員会

14㈫ 午前10時 議会運営委員会
午後1時 本会議

15㈬ 午前10時 区民委員会
午後1時30分 産業環境委員会

16㈭ 午前10時 厚生委員会
午後1時30分 建設委員会

17㈮ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会
午後1時30分 待機児童・子どもの貧困対策調査特別委員会

20㈪ 午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
午後1時30分 エリアデザイン調査特別委員会

21㈫ 午前10時 議会運営委員会
22㈬ 午後1時 本会議

※臨時会および本会議はＪ
ジ ェ イ コ ム

：ＣＯＭ足立で生中継を予定（6月14日を除く）

日時など、予告なく
変更する場合がある
ので、お問い合わせ
ください。
■問先＝議事係
 ☎3880-5797

男と女のホンネでふぉーらむ
「男女共同参画社会の形成と
女性の活躍推進」

■日時＝6月25日㈯、午後2時30分
〜4時30分■場所＝エル・ソフィア
■内容＝鹿嶋敬氏（内閣府男女共
同参画会議議員）による基調講演／
区内で起業した3人の女性によるパ
ネルディスカッション■定員＝200

来て 見て 話して ITサロン（6月・7月分）

表3　ITサロン（6月・7月分）日程等
場・問先 日程

生涯学習センター（学びピア21内）
 ☎5813-3730

6/1・8・15・22、7/6・13・20
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興 ☎3857-6537 6/11・18、7/9・16　いずれも土曜日
梅田 ☎3880-5322 6/5㈰・18㈯、7/3㈰・16㈯
興本 ☎3889-0370 6/12・26、7/10・24　いずれも日曜日
江北 ☎3890-4522 6/11㈯・25㈯　
佐野 ☎3628-3273 6/4㈯・18㈯　※7月分は要問い合わせ
鹿浜 ☎3857-6551 6/7㈫・19㈰、7/5㈫・17㈰
新田 ☎3912-3931 6/4㈯・12㈰、7/2㈯・10㈰
竹の塚 ☎3850-3107 6/10㈮・16㈭、7/2㈯・8㈮・21㈭
中央本町 ☎3852-1431 6/11・25、7/9・23　いずれも土曜日
舎人 ☎3857-0008 6/2㈭・21㈫・25㈯、7/7㈭・30㈯
花畑 ☎3850-2618 6/4㈯・17㈮、7/2㈯・15㈮
保塚 ☎3858-1502 6/9・23、7/14・28　いずれも木曜日

※参議院議員選挙の影響により、日時が変更になる場合あり

■日程等＝表3■時間＝午後2時
〜4時（保塚地域学習センターの
み午前10時〜正午）■対象＝中学
生以上の方■内容＝パソコンを
囲んだ地域交流の場　※1人1台

のパソコンを使った講習会ではあ
りません。■費用＝1回200円（70
歳以上の方・障がいのある方は
140円。証明書の提示が必要）■
申込＝不要　※当日直接会場へ

特別親子講座「いきものワク
ワクたんけん隊」

■日時＝6月19日㈰、午後1時〜3
時■対象＝区内在住・在勤・在学
の5歳以上の子どもと保護者■内
容＝佐々木洋氏（プロ・ナチュラリ
スト）と中央公園内の自然観察をす
る■定員＝15組（抽選）■費用＝1
人100円■申込＝電話・窓口または
住所、全員の氏名（フリガナ）、電
話番号、「いきものワクワクたんけ
ん隊」をファクス・ハガキで送付■
期限＝6月12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

地域活動お役立ち講座
「足立区の不思議な
魅力に迫る」

■日時＝6月25日㈯、午前10時〜
正午■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内容
＝東京未来大学モチベーション行
動科学部・石阪督規教授から区の
魅力と地域を元気にするコツを学
ぶ■定員＝50人（5月26日から先
着順）■申込＝電話または区のホー
ムページから専用フォームに入力
または住所、氏名、年齢、電話番号、
Eメールアドレス、「地域活動講座」
をファクス■期限＝6月23日㈭必

千住温水プールは学校利用などのため一時利用を休止する日があります
　以下の日程でプールの利用が一時休止になります。

日程
6月 2㈭・14㈫・21㈫・23㈭・24㈮・28㈫・30㈭ 11月 22㈫
7月 1㈮・5㈫・7㈭・8㈮・12㈫・14㈭・15㈮・

21㈭・22㈮・25㈪〜29㈮ 29年1月 24㈫
8月 1㈪・26㈮・30㈫ 29年2月 7㈫・14㈫・

21㈫9月 1㈭・2㈮・6㈫・8㈭・9㈮・27㈫
※いずれも、総合受付窓口は営業。休止時間帯など、くわしくはお問い合わせください。
■問先＝ 千住温水プール(スイミー) ☎3882-2601

竹ノ塚駅付近の下り急行線高架化
　24年11月に着手した鉄道高架
化工事（東武伊勢崎線竹ノ塚駅付
近約1.7km）の第一段階として、下
り急行線が5月29日㈰の始発電車
から、高架橋の上を走ります。■
問先＝立体化担当� ☎3880-5484

人（先着順）　※保育あり（要電話
予約、6カ月〜就学前の子ども、5
月26日から先着10人）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■申・問先
＝男女参画プラザ� ☎3880-5222

着■申・問先＝区民参画支援係
☎3880-5020� 3880-0133

■対象＝▷乳がん･･･40歳の女性　▷子宮頸がん･･･20歳の女性　※年齢は28年4月1日現在。4月20日以降に区
へ転入した方はお問い合わせください。■問先＝健診保健サービス係� ☎3880-5121

乳がん・子宮頸
けい

がん検診無料
クーポン券を6月中旬に送付
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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、
P2左中を参照
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援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が身に
つけています。■問先＝障がい施策推進担当 ☎3880-5407

ヘルプマークを
覚えてね

あだちの遊び場
6月・7月の催し

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

〒120-0034千住5-13-5
「学びピア21」4階

川あるきの日
■日時＝6月5日㈰・19日㈰、午前10時〜正午　※午前9時50分から集
合場所で参加証配布■場所＝▷6月5日…わんど広場（荒川ビジターセ
ンター集合）　▷6月19日…江北橋〜扇大橋右岸（江北橋下右岸集合）■
内容＝草花や昆虫などを観察しながら歩く■定員＝20人（先着順）　※就
学前の子どもは保護者同伴■申込＝不要　※当日直接会場へ

川のようちえん「水辺の生きものをさがそう」イチ
オシ
■日時＝6月19日㈰、午前10時〜11時30分■場所＝荒川ビジター
センター、荒川河川敷■対象＝就学前の子どもと保護者■内容＝荒
川の干潟で生き物を探す■定員＝20人（抽選）■申込＝窓口または
全員の住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、「川のようちえん」を
往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入。1通で5人まで。重複
申し込み不可■期限＝6月5日㈰必着

桑袋ビオトープ公園
☎3884-1021  3884-1041  http://ces-net.jp/biotop/

〒121-0061花畑8-2-2

植物染めで布うちわづくりイチ
オシ
■日時＝6月26日㈰、午前10時〜午
後3時■内容＝園内で野草を採取し
て染液を作り、その染液で染めた布
を使ってうちわを作る■定員＝20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＝200
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・ファクス番号、「植物染めで布うちわづくり」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14日㈫必着

▲好きな模様をつけよう

スポーツチャンバラ体験
■日時等＝7月3日㈰　▷午前10時〜10時40分…4歳〜就学前の子ど
も　▷午前11時〜11時40分…小学1〜3年生 　※保護者同伴■内容
＝誰でも楽しめるニュースポーツとして発展してきた「スポーツチャ
ンバラ」を体験■定員＝各10人（5月29日から先着順）■申込＝電話

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

〒123-0842栗原1-3-1

プラネタリウムライブ「光と音の世界遺産」イチ
オシ
■日時＝6月25日㈯、午後2時30分〜3時30分■内容＝写真家・貫
井勇志が撮影した美しい世界遺産の映像と、弦楽・ピアノによる世
界遺産をイメージした音楽（浜渦正志作曲）の生演奏■定員＝▷事
前…120人（5月28日から先着順）　▷当日…50人（先着順）■費
用＝500円　※小・中学生は100円■申込＝▷事前…電話　▷当日
…不要　※午前9時から観覧券を配布

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

〒121-0064保木間2-17-1

ヒツジのショーイチ
オシ
■日時＝6月4日㈯、午後1時10分〜1時25分■
内容＝ヒツジのマシュマロがメェー演技を披露　
※入園料が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ ▲毛刈り姿でお出迎え

ハーブ教室「ラベンダースティック＆サシェ作り」
■日時＝6月25日㈯、午前10時30分〜正午／午後1時30分〜3時■場所＝
工房棟■内容＝ラベンダーの束にリボンを編み込んだ、ラベンダースティッ
クとサシェ（香り袋）を作る■定員＝各16人（抽選）■費用＝1,500円（材
料費など）■期限＝6月13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＝窓口、
ホームページまたは全員の住所、氏名（フリガナ）、年齢（学年）、電話番号、
希望時間（ハーブ教室のみ）、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2人まで。重複申し込み不可

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

園芸講習会「食虫植物ハエトリソウの育て方」イチ
オシ
■日時＝7月2日㈯、午前10時30分〜正午■場所＝人と自然の共生
館■内容＝ハエトリソウの育て方や植え替えの方法を学ぶ■定員＝
10人（抽選）■費用＝1,000円（材料費）■期限＝6月20日㈪必着

※開館（園）時間などは各施設によって異なる

＝催し物＝
☆太極拳無料体験講習会　6月
7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）／上級指導
員の模範演技と指導。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

足立シティオーケストラ
室内楽演奏会2016

■日時＝6月19日㈰、午後2時開演　
※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（モーツァル
ト作曲「ディベルティメント第1番」
／ダンツィ作曲「木管五重奏曲ト
短調」ほか）■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

郷土博物館の映画会
■日時＝6月11日㈯、午前11時
〜正午　※無料公開日■内容＝

陶芸体験教室
■日時＝6月18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点作
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18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

講座「自分に自信をつける
方法」（2日制）

■日時＝6月11日㈯、7月9日㈯、午
前10時〜午後0時30分■場所＝エ
ル・ソフィア■対象＝20歳以上の

女性■内容＝自分への理解を深め、
その場に合った自己表現をするた
めのトレーニングやストレスケアの
方法を学ぶ　※グループワークあ
り■定員＝20人（5月26日から先
着順）　※保育あり（要予約、6カ
月〜就学前の子ども、先着10人）■
申込＝電話または区のホームペー
ジから専用フォームに入力または
住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話・
ファクス番号、保育希望の有無（希
望の場合は子どもの名前〈フリガ
ナ〉、年齢）、「6月11日講座」をファ
クス ■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� 3880-0133

通で2人まで。重複申し込み不可
■期限＝6月8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

「トルコの管楽器ズルナ」／「ドイ
ツのソーセージづくり」の上映■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
場・問先＝郷土博物館
� ☎3620-9393

衛生害虫駆除のため庁舎ホール・駐車場・展望レストランなど
の利用ができません。■問先＝本庁舎管理係� ☎3880-5824

6月11日㈯・12日㈰は
区役所全館を閉館
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