
2月・3月の催し
※開館（園）時間などは各施設によって異なります

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

▲お花を見つけたよ！

■日時＝2月24日㈰、3月3日㈰、午後
2時～2時30分■内容＝自然を楽しむ

「春を探そう」などのプログラムの中か
ら、好きなものを選んで挑戦する　※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

自然のあそび屋台

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/

■日時＝3月10日㈰、午前10時～
11時30分■対象＝就学前の子ども
と保護者　※小学生以上のきょう
だい同伴可■内容＝河川敷で春の
生きものを探す■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、

「あらかわで小さな春をさがそう」
を往復ハガキで送付　※往復ハガ
キは返信面にも宛名を記入。1通で
5人まで。1人1回のみ申し込み可■期限＝2月28日㈭必着

川のようちえん
あらかわで小さな春をさがそう

川あるきの日 春の色をさがそう
■日時＝3月3日㈰、午前10時～11
時30分　※午前9時50分から荒川
ビジターセンターで参加証を配布■
場所＝荒川河川敷・わんど広場■内
容＝河川敷でどんな色が見つかるか
探しながら歩く■定員＝20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

川あるきの日 春の色をさがそう

▲荒川でどんな色が見つかるかな

▲春が近づく荒川で生きも
のを探そう

■日時＝2月24日㈰、午前
10時30分～正午／午後1時
30分～3時30分■内容＝東
武動物公園のアルパカなど、
普段見ることができない動
物たちのショー　※記念撮
影可。就学前の子どもは保
護者同伴

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

アルパカと愉快な仲間たち

▲もふもふのアルパカと記念撮影しよう

人と虫の「衣・食・住」展
■期間＝開催中～3月31日■内容＝繊維として利用されてきたカイ
コや日本と海外の昆虫食文化、住居に侵入してくる害虫の生態など
を知り、これからの昆虫と人間の関係について考える

―いずれも―
※入園料が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ

人と虫の「衣・食・住」展

■日時＝2月24日㈰、午前10時～午後3時20分■内容＝車いす
バスケットボール競技選手によるデモンストレーション／車い
す体験／交流イベント　※イベント内容など、くわしくはホー
ムページをご覧ください。■申込＝不要　※当日直接会場へ

トライ！　車いす・スポーツ i
イン
n ギャラクシティ

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

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

■日時＝3月9日～7月
27日の第2･4土曜日、
午前10時～正午■対象
＝中学生以上の方■内
容＝有機・無農薬栽培
の実践を通して、土作
りから野菜の種まき・
定植・収穫までを学ぶ
■定員＝15人（抽選）■
費用＝5,000円■申込
＝全員の住所・氏名（フ
リガナ）・年齢（学年）・電話番号、「おいしい野菜の作り方教室」
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。1人1回のみ申し込み可■期限＝2月22日㈮必着

有機農家に教わる
「おいしい野菜の作り方教室」（10日制） 

絵画教室「都市農業公園の植物を描こう」
■日時＝毎月第1・3金曜日、午前10時15分～午後0時30分■内
容＝園内の花や野菜をテーマに、細密な水彩画を描く■定員＝各
20人（先着順）■費用＝1回2,000円（教材費。初参加の方は別途
2,000円が必要）■申込＝電話または窓口■期限＝実施日の4日前

歌声広場ソラシド
■日時＝毎月第2･4水曜日／第4土曜日、午前10時30分～11時50
分　※2月13日㈬は午後1時～2時30分■内容＝ピアノの演奏に合
わせて懐メロ・童謡・唱歌を歌う■費用＝1回500円■申込＝不要　
※当日直接会場へ

ハーブ教室「カレンデュラのハンドクリームづくり」
■日時＝2月24日㈰、午前10時30分～正午■対象＝小学生以上の
方　※小学3年生以下の方は保護者同伴■内容＝公園で採れたカレ
ンデュラの花と蜜

み つ

蝋
ろ う

を使ってハンドクリームを作る■定員＝18人
（抽選）■費用＝1,000円（材料費）■申込＝全員の住所・氏名（フリ
ガナ）・年齢（学年）・電話番号、「カレンデュラのハンドクリーム
づくり」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■期限＝2月13日㈬必着

ハーブ教室「フルーツポマンダーづくり」
■日時＝3月16日㈯・24日㈰、午前10時30分～正午■対象＝小
学生以上の方　※小学3年生以下の方は保護者同伴■内容＝公園で
採れたフルーツを使ってフルーツポマンダーを作る■定員＝各18
人（抽選）■費用＝1,200円（材料費）■申込＝全員の住所・氏名（フ
リガナ）・年齢（学年）・電話番号、希望日、「フルーツポマンダー
づくり」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■期限＝▷16日開催…3月5日㈫必
着　▷24日開催…3月13日㈬必着

絵画教室「都市農業公園の植物を描こう」
日時＝毎月第1・3金曜日、午前10時15分～午後0時30分

歌声広場ソラシド
■日時＝毎月第2･4水曜日／第4土曜日、午前10時30分～11時50

ハーブ教室「カレンデュラのハンドクリームづくり」
■日時＝2月24日㈰、午前10時30分～正午■対象＝小学生以上の

ハーブ教室「フルーツポマンダーづくり」
■日時＝3月16日㈯・24日㈰、午前10時30分～正午

▲旬の野菜の育て方を本格的に学べます

ホトケノザ
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　あだちエンターテイメントチャレンジャー支援事業（えんチャレ）
では、将来メジャーでの活躍をめざす若手アーティストを募集します。
■募集期間＝2月13日～3月29日■選考＝▷1次…書類　▷2次…
実演（5月予定）■申込＝申請書類を持参　※申請書類は区のホーム
ページからダウンロード。申し込み条件など、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。■申・問先＝文
化事業支援係 ☎3880-5467

えんチャレ参加希望者募集

■日時＝3月3日㈰、午後2時開演　※午後1時30分開場■場所＝シ
アター1010・10階ミニシアター■内容＝演劇集団キャラメルボッ
クス演出家・成井豊氏らの指導を受けたドラマ・リーディング教室
受講生による発表会（新

に い

美
み

南
な ん

吉
き ち

原作の「ごん狐」「てぶくろを買いに」
「牛をつないだ椿

つばき

の木」）■定員＝100人（2月11日から先着順）　※就
学前の子どもは入場不可。全席自由■申込＝電話または窓口■申・
問先＝シアター1010 ☎5244-1011

成
なる

井
い

豊
ゆたか

のドラマ・リーディング教室発表会

■日時＝3月3日㈰、午後2時40分開演　※午後2時10分開場■場所
＝西新井文化ホール■内容＝おしゃべりでそばかすだらけの女の子

「赤毛のアン」の夢いっぱいの舞台■定員＝902人（先着順）■費用＝
▷前売り…2,500円　▷当日…2,800円　※2歳以下の子どもは保護
者と同じ席に座る場合は無料。全席指定■申込＝窓口またはホーム
ページから専用フォームに入力■申先＝ギャラクシティ、地域学習
センターなど　※当日はギャラクシティのみ■問先＝ギャラクシ
ティ ☎5242-8161　ﾎhttp://galaxcity.jp/

ふれあいこどもまつり「赤毛のアン�みどりのやねの朝」

■日時＝3月23日㈯、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■内容＝ミス・ワールド・ジャパン
音楽部3人によるプラネタリウムでのコンサート■定員＝170人（2
月10日から先着順）■費用＝500円　※高校生以下の方は100円■
申込＝電話または窓口■場・申・問先＝ギャラクシティ
 ☎5242-8161

星空コンサート「M
ミ ス

iss�W
ワ ー ル ド

orld�J
ジ ャ パ ン

APAN�S
ス プ リ ン グ

pring�N
ナ イ ト

ight�C
コ ン サ ー ト

oncert」

■日時＝3月3日㈰、午前10時～午
後3時　※ライトアップは3月2日㈯・
3日㈰、午後5時～9時■場所＝大谷
田公園　※車での来園不可■内容
等＝梅の花の観賞／プログラム（表
1）■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
�表1　梅まつりプログラム

内容 時間等
都立足立東高校による和太鼓演奏 午前10時開始　※20分程度
都市農業公園で採れた野菜の販売
／ハーブクラフト／花と緑の即売
会／大谷田三丁目商店会による軽
食コーナー／出張みどりのカフェ

午前10時開始
※有料。なくなり次第終了

出張生物園（モルモットなどの小動
物との触れ合い） 午前10時〜正午／午後1時〜3時

有楽町線区内延伸PR／俳句教室／
出張博物館／区内のきれいなお庭
のパネル展示／桑袋ビオトープ公園
紹介／あだちの公園紹介／足立の
保存樹と緑化助成制度の紹介など

午前10時〜午後3時

梅のガイドツアー 午前10時30分〜11時／午後1時〜
1時30分

ブルーベリーの苗木配布 200本
午前10時30分開始
※「緑の募金」募金者(300円以上)の
み。午前9時30分から整理券を配布。
なくなり次第終了

都立足立東高校による野
の

点
だて

と琴演奏
午前11時30分／午後0時10分／午
後1時30分開始　※野点は各20分
前から「緑の募金」募金者（200円以
上）先着20人に参加券を配布

※荒天中止。天候により、内容や時間が変更になる場合あり

▲梅園は3月24日㈰まで開園予定

梅園（一部）のライト
アップを実施！

NEW

東京未来大学の催し

こどもみらい園　ロボットプログラミング体験会
■日時＝2月23日㈯、 午後2時30分～4時30分■対象＝小学2年生
～中学生■内容＝発達に悩みを抱える子どもも安心して取り組め
る、ロボットのプログラミング体験■定員＝15人（2月12日から先
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■
場・申・問先＝東京未来大学こどもみらい園（綾瀬2-30-6）
 ☎0120-791-312　ﾎhttp://miraien.tokyomirai.ac.jp/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　 ☎3880-5840

 

 

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、P2左上を参照 11




