
1月・2月の催し
※開館（園）時間などは各施設によって異なります

めざせ　ちびっこプログラマー

■日時＝1月11日㈮、午後2時30分～4時30分　※時間内随時受
け付け■対象＝5歳～小学生　※就学前の子どもは保護者同伴■
内容＝子ども向けプログラミングアプリを使用した、プログラミ
ング言語体験■申込＝不要　※当日直接会場へ

ギャラクシティ� 〒123-0842　栗原1-3-1
☎5242-8161 http://galaxcity.jp/

年始は

1月2日
から

学びピアの縁側「荒川の剪
せん
定
てい
枝
し
でブローチづくり」

■日時＝2月11日㈷、午後2時30分
～4時30分の間に3回実施　※各30
分程度。午前9時から参加証を配布
■場所＝生涯学習センター・4階ロ
ビー（学びピア21内）■内容＝荒川
の剪定枝でブローチを作る■定員＝
各10人（先着順）　※就学前の子ど
もは保護者の参加が必要■申込＝不
要　※当日直接会場へ ▲荒川の素材で飾りつけよう

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 http://ces-net.jp/ara-vc/

年始は

1月5日
から

味
み
噌
そ
づくり教室

■日時＝2月17日㈰、午後1時～3時■内容＝公園内で収穫した
大豆を使って味噌を作る■費用＝1,500円（材料費）■期限＝2月
6日㈬必着

都市農業公園� 〒123-0864　鹿浜2-44-1
☎3853-4114 http://www.ces-net.jp/toshino/

年始は

1月3日
から

ﾍ都市農野菜ですいとん汁づくり
■日時＝2月10日㈰、午前10時～正午■内容＝公園内の野菜を収穫
して、すいとん汁を作る■費用＝500円（材料費）■期限＝1月31日㈭
必着

―いずれも―
■定員＝15人（抽選）　※小学3年生以下の方は保護者同伴■申込＝
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。1
人1回のみ申し込み可

ﾍ都市農野菜ですいとん汁づくり

うんちで染め物

■日時＝1月14日㈷、午前11時～正
午／午後2時～3時■対象＝小学生
以上の方■内容＝昆虫のうんちを
使った染め物体験■定員＝各15人
（先着順）■費用＝200円 ▲イモムシやナナフシのうんち

を使って布を染めよう

生物園� 〒121-0064　保木間2-17-1
☎3884-5577 http://www.seibutuen.jp/

年始は

1月2日
から

うんちをつくろう
■日時＝1月14日㈷、午前10時30分／午前11時30分／午後2時30
分／午後3時30分開始　※各15分程度■対象＝就学前の子どもと保
護者■内容＝粘土を使って生きもののうんちを模造する■定員＝各5
組（先着順）

―いずれも―
※午前9時30分から受け付け。入園料が必要■申込＝不要　※当日
直接会場へ

うんちをつくろう ビオレンジャーキャンペーン

■日時＝1月5日～2月28日、午前9時
30分～午後4時■対象＝ビオレン
ジャー登録者　※中学生以下の方対
象。未登録の方は当日登録が必要■内
容＝期間限定の特別なビオレンジャー
活動　※活動をしてビオレンジャーカードのスタンプを5つ集め
ると、オリジナルトートバッグがもらえる（1人1つまで）

桑袋ビオトープ公園�〒121-0061　花畑8-2-2
☎3884-1021 3884-1041 http://ces-net.jp/biotop/

年始は

1月5日
から

作って飛ばそう　まねっこ綿毛
■日時＝1月27日㈰、午後2時～3時　※午前9時からあやせ川清流館
で参加証を配布■内容＝糸やポリエステルで植物の綿毛に似せた模型
を作り、飛ばして遊ぶ■定員＝20人（先着順）　※就学前の子どもは保
護者の参加が必要

野鳥のバッジづくり
■日時＝2月17日㈰、午前9時30分～正午■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＝公園周辺の
野鳥を観察し、樹脂製の型に色づけをしてオリジナルのバッジを作る
■定員＝20人（抽選）■費用＝100円（材料費）■期限＝2月5日㈫必着

―いずれも―
■申込＝▷野鳥のバッジづくり…窓口または全員の住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢（学年）・電話番号・ファクス番号、「野鳥のバッジづくり」を
ファクス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人1回のみ申し込み可　▷そのほか…不要　※当日直接会場へ

作って飛ばそう　まねっこ綿毛

野鳥のバッジづくり

催し物は、
9面からの続きです

催し物
※�先着順で、特に記載が
ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

日本文化に触れる�その5
「津軽三味線の世界」
■日時＝2月11日㈷、午後2時～

3時30分■対象＝小学生以上の方　
※小学生は保護者同伴■内容＝津
軽三味線の最高峰・澤田流名

な

取
とり

の
実力派、澤

さわ

田
だ

勝
かつ

春
はる

氏による演奏会
■定員＝100人（1月6日、午前9
時から先着順）■費用＝1,000円　
※小学生は500円■申込＝電話ま
たは窓口■場・申・問先＝桜花亭
� ☎3885-9795

音まち千住の縁�アサダワタル
千住タウンレーベル
「試作品（デモ）発表会�V

ボリューム
ol.2」

■日時＝1月27日㈰、午後1時30
分～5時　※午後1時開場■場所
＝東京藝術大学千住キャンパス
（千住1-25-1）■内容＝千住のま
ちの言葉や音を収録・編集して制
作した音楽の試作品を発表■定員

＝50人（先着順）■申込＝電話ま
たはホームページから専用フォー
ムに入力■申・問先＝「アートア
クセスあだち�音まち千住の縁」事
務局（1月1日㈷～3日㈭と火・木
曜日を除く、午後1時～6時）
� ☎6806-1740
ﾎhttp://aaa-senju.com/
■問先＝区・プロモーション係
� ☎3880-5803

▲カワセミのイラスト入り
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えんチャレまつり2019

■日時＝1月12日㈯、午後1時開演　※午後0時30分開場。途中入退
場可■場所＝東京芸術センター21階・天空劇場■内容等＝V

ヴィーベ

ive（金
管楽器演奏、1時）／U

ユ ー マ

MAファミリー�&�C
カ ラ ー

olor�S
シ ュ ガ ー

ugar（歌・劇、1時
30分）／青空ピー介プー子（漫才、2時10分）／金

かな

谷
や

ヒデユキ（漫才、
2時20分）／つっちょ（ポップス、2時30分）／D

ダ ー テ ィ

irty�p
ポエティックス

oetix（R&B、
3時10分）／舞音M

マ イ ネ

eine（クラシック、3時40分）／どりーむぽっけ
（ミュージカルメドレー、4時20分）／宮

みや

浦
うら

清
きよし

（サックス演奏、4時50分）　
※プレゼント抽選あり（なくなり次第終了）■定員＝400人（先着順）■
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
（1月1日㈷～3日㈭を除く毎日、午前8時～午後8時）� ☎3880-0039�

ドームフェスタウィーク2019

◆J
ジェイ
-W
ウォルト
alt�P

パ フ ォ ー マ ン ス
erformance

「L
ルーシッド
ucid�D

ド リ ー ム ス ケ ー プ ス
reamscapes�2019�i

イン
n�T

トーキョー
okyo�J

ジ ャ パ ン
APAN」

■日程＝2月16日㈯■内容＝コンピューター・音楽・映像を組み合
わせ、リアルタイムでドームに表現するエンターテインメントショー
◆星空ピアノコンサート
「世界的ピアニスト�E

エリック
ric�A

アーロン
ron�VS�プラネタリアン」

■日程＝2月23日㈯■内容＝プラネタリウム解説員が繰り出す映像
に、即興演奏で応じる対決イベントが見所のコンサート

―いずれも―
※そのほかにも、2月13日～25日のスペシャルウィーク中に特別イ
ベントを実施。内容など、くわしくはホームページをご覧ください。
■時間＝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■定員＝170人（1月6日から先着順）■費用＝
500円　※高校生以下の方は100円■申込＝電話■場・申・問先＝
ギャラクシティ� ☎5242-8161　ﾎhttp://galaxcity.jp/

区内小学校�特別支援学級
児童の工作や絵画などを展示
■日時＝2月5日㈫～7日㈭、午前
10時～午後6時　※7日は午前9時
～午後2時■場所＝ギャラクシティ
■内容＝絵画、染め物、陶器、手
芸などの展示■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝新田小学校
� ☎3912-9436

　　�友好都市観光PR物産展
「KYU＋A（キュア）」

■日時＝1月19日㈯・20日㈰、午
前10時～午後8時30分■場所＝
ルミネ北千住店前（北千住駅コン
コース内）■内容＝友好2都市（栃
木県鹿沼市・新潟県魚沼市）の特
産品（はちみつ、お米など）販売な
ど　※販売はなくなり次第終了■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝（一財）足立区観光交流協会
� ☎3880-5853

　昨年12月19日、東京女子医科大学
東医療センターの建設および運営等
に関する基本協定を締結
しました。2021年度の
病院開設に向けて、また
一歩前進しました。
■問先＝大学病院整備担
当課� ☎3880-5462

東京女子医科大学
東医療センターが江北エリアへ移転

▲近藤区長と吉岡理事長
▲ くわしくは
　コチラ

ﾍ
親子料理講座
「『一汁一菜』で
きちんとごはん」

■日時＝2月23日㈯、午前10時
30分～午後1時30分■場所＝花
畑地域学習センター■対象＝小・
中学生と保護者■内容＝簡単で栄
養バランスのとれた季節の料理を
作る■定員＝8組（2人1組。1月7
日から先着順）�　※保育あり（2月
15日㈮までに要予約、6カ月～就
学前の子ども、先着5人）■費用
＝300円（材料費）■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、全員
の氏名（フリガナ）・年齢、保育希
望の場合は子どもの名前（フリガ
ナ）・年齢、電話・ファクス番号、
「親子料理」をファクス■申・問先
＝男女参画プラザ
☎3880-5222� ﾌ3880-0133

児童館の育メン食育講座
「親子でうどんを作って
食べよう」
■日時＝1月26日㈯、午前10時
～午後2時■対象＝小学生と父親
■内容＝親子で小麦粉からうどん
を作る■定員＝12組（1月8日、
午前10時から先着順）■費用＝1
人100円（材料費）■申込＝電話ま
たは窓口■期限＝1月23日㈬■

場・申・問先＝鹿浜いきいき館
� ☎3853-5071

姉妹都市・ベルモント市
写真展
■期間＝1月10日～17日■場所＝
区役所1階区民ロビー■内容＝
オーストラリア・ベルモント市の
使節団来日に合わせ、区学生使節
団の活動や西オーストラリア州

パース近郊の風景を写真で紹介■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝（一財）足立区観光交流協会
� ☎3880-5853

リサイクル体験講座「メガネ
ケースにトールペイント」
■日時＝1月30日㈬、午前10時
～正午■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝持参したメガネ
ケースにペイントを施し、オリジ

ナルの絵柄のケースを作る■定員
＝10人（抽選）■費用＝300円（材
料費など）■申込＝電話・窓口また
は住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
「トールペイント」をファクス・ハ
ガキで送付■期限＝1月23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� ﾌ3880-9801

東医療センターが江北エリアへ移転
正式決定

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

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　�ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� ﾎ…ホームページアドレス　�ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P3左上を参照 11




