
官  公 庁
家内労働「委託状況届」は
5月7日㈫までに提出
■対象＝家内労働者へ仕事
（内職など）を委託している事
業主■提出方法＝「委託状況
届」に4月1日現在の家内労働
者数などを記載し、労働基準
監督署に郵送または持参■期
限＝5月7日㈫必着■問先＝
東京労働局労働基準部賃金課 
家内労働係 ☎3512-1614

表1　スポーツ広場一覧（4月1日現在）

種目 場所 曜日 時間 対象 費用
（傷害スポーツ保険料を含む）

アーチェリー 総合スポーツセンター 日
午後1時～3時
（受け付けは午後2時
終了）

総合スポーツセンターの
「三世代アーチェリー」を
修了またはアーチェリー
経験がある小学2年生以
上の方　※小学2･3年生
は保護者同伴

310円
（小･中学生は210円）

一輪車
伊興地域学習センター★1 月（第3を除く）午後3時30分～5時

5歳以上の方
310円
（中学生以下の方
は210円）

鹿浜地域学習センター★2 木 午後4時～5時30分
総合スポーツセンター 水 午後3時30分～5時

ジュニア・
シニア卓球 総合スポーツセンター 水 午後3時30分～6時 小･中学生または

60歳以上の方

310円
（小･中学生は110円、
いきいきフリーパス
所有者は100円）★3

ソフトテニス 平野運動場
月 午前10時～午後1時 16歳以上の方 310円

（中学生は110円、
高校生は210円）土（不定期） 午後1時～5時★4 中学生以上の方

太極拳 総合スポーツセンター 木 午後1時～3時 16歳以上の方 310円

卓球

梅田地域学習センター
（エル･ソフィア内） 金 午後6時30分～9時

小学生以上の方

310円
（小･中学生は110円、
いきいきフリーパス
所有者は100円）★3

江北地域学習センター
水

午後0時30分～3時
佐野地域学習センター 午後6時30分～9時

バウンド
テニス

梅田地域学習センター
（エル･ソフィア内） 金 午前10時～正午 310円

（小･中学生、いきいき
フリーパス所有者は
110円）

佐野地域学習センター 水 午後1時～3時
総合スポーツセンター 月（第2を除く）午前10時～正午
中央本町地域学習センター 水 午後7時～9時

バレーボール 東和地域学習センター 金 午前10時～正午 310円
（小･中学生は110円）

ビーチボール
バレー★2

伊興地域学習センター★1 月（第3を除く）午後7時～9時

中学生以上の方 310円
（中学生は110円）

梅田地域学習センター
（エル･ソフィア内） 金 午後1時～3時

興本地域学習センター 木 午後7時～9時

佐野地域学習センター 水 午後3時30分～
5時30分

ファミリー
テニス

伊興地域学習センター★1 月（第3を除く★5）
午後1時～3時

小学生以上の方 310円
（小･中学生は110円）

興本地域学習センター 木
佐野地域学習センター 水

午前10時～正午
鹿浜地域学習センター 木
総合スポーツセンター 月（第2を除く）

午後1時～3時
中央本町地域学習センター 水

※ いずれも運動ができる衣服・室内運動靴（アーチェリー・ソフトテニスは外履き）を持参。ジーンズ、キュロット・
スカートでの参加は不可。用具の無料貸し出しあり。夜間（午後6時30分以降）に小・中学生が参加する場合は、16歳
以上の同伴者が必要。個人利用回数券は利用不可。休館日など休みの場合あり。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。
★1…8月26日～2020年6月末（予定）は改修工事のため開催休止　★2…8月は開催休止　★3…いきいきフリーパス（卓球）
は4月末で終了。5月から小・中学生、障がいのある方（障がい者手帳を持参）は210円　★4…11月2日～2020年2月末は午
後1時～4時　★5…7月は開催

気軽に参加 　ちょっと身
か ら だ

体を動かしたいときにぴったりのプログラムで
す（表1）。指導者もいるので初心者・一人でも安心して参加
できます。■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝スポー
ツ施設支援係 ☎3880-5989

気軽に参加

スポーツ広場

＝催し物＝
☆ハワイアンバンド＆フラ祭
出演者募集　10月27日㈰、午前
9時～午後6時／西新井文化
ホール／7人以上で構成された
バンド・フラ団体が対象／定員
15団体（先着順）／1人1,500円
（文化団体賛助会費など）／住
所、氏名、電話番号をファクス
／4月5日㈮期限／石松
☎3859-5139 ﾌ3885-9646

リサイクル体験講座
「着物地で作る
ドレープベスト」（2日制）
■日時＝4月16日㈫・23日㈫、午前
10時～正午■対象＝区内在住・在
勤・在学の方■内容＝不用になった
着物地でドレープベストを作る■
定員＝10人（抽選）■費用＝400円
■申込＝電話・窓口または住所、氏

日光林間学園「春　奥日光の
大自然とゆば工場見学・
東照宮巡りツアー」（1泊2日）
■日時等＝5月6日㉁、午後1時～
7日㈫、午後3時　※東武日光駅
集合・解散■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
年者のみでの参加不可■内容＝華
厳の滝、ゆば工場、日光東照宮な
どを見学するツアー　※自由見学
（見学料は自己負担）。行程など、
くわしくはお問い合わせくださ
い。■定員＝20人（4月6日から先
着順）■費用＝5,270円など（宿泊

費・食事3回分など。3歳～中学
生は3,370円、2歳以下の子ども
はお問い合わせください。）■申込
＝電話または代表者の住所・氏名
（フリガナ）・年齢・電話番号・ファ
クス番号、参加人数、「ツアー」を
ファクス■期限＝4月26日㈮■
申・問先＝日光林間学園（予約専
用。午前9時～午後5時）
 ☎0288-53-3681
 ﾌ0288-54-1661

みどりのがっこう（5月分）
◆つる性植物を育てよう
■日時＝11日㈯、午前10時～正
午■場所＝区役所庁舎ホール■内
容＝つる性植物の特徴や効用、育
て方などを学ぶ　※緑のカーテン
の苗をプレゼント（生育状況調査
への協力が必要）■定員＝50人程
度■期限＝4月5日㈮必着
◆春の剪

せん

定
てい

講習会
■日時等＝▷16日㈭…伊興地域学
習センター　▷17日㈮…区役所庁
舎ホール前　※いずれも午後1時
～4時■内容＝講習と実習から庭
木などの剪定の基礎を学ぶ■定員
＝各20人■期限＝4月12日㈮必着
―いずれも―

※抽選■対象＝区内在住の方■申
込＝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）、電話番号、希望日（春
の剪定講習会のみ）、講座名をｿへ
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1
人まで■申・問先＝みどり推進課 
みどり事業係 ☎3880-5919

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）

催し物は、
5面からの続きです

名（フリガナ）、電話番号、「ドレープ
ベスト」をファクス・ハガキで送付
■期限＝4月9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

春のふれあいコンサート
■日時＝4月14日㈰、午後0時30分
開演　※正午開場■場所＝西新井
文化ホール■内容＝区内で活動し
ている合唱団や、区民で結成され
た「春のふれあい合唱団」によるコ
ンサート■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝文化団体支援係
 ☎3880-5986

マイナンバーカード交付
千住特設会場は3月28日㈭で終了

4月1日からは千住区民事務所でカード交付などを実施（要
予約）■問先＝個人番号カード交付担当 ☎3880-5698

下校時安全放送の
文言を一部変更

■内容＝小学生の安全な下校のために、月・木曜日に行っている下校時安全
放送の文言を4月から一部変更■問先＝学校支援課 庶務係 ☎3880-5961
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4月・5月の催し
※開館（園）時間などは各施設によって異なります

■日程＝5月18日～7月13日の毎週土曜日　※6月8日、7月6日
を除く。時間など、くわしくはホームページをご覧ください。
■対象＝16歳以上の方■内容＝星空や宇宙の楽しみ方を教える
「星空案内人®」の資格取得をめざす■定員＝20人（3月30日から
先着順）■費用＝1万円■申込＝電話または窓口

総合天文講座「星空案内人®」になろう（7日制）

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

桜でストール染め

■日時＝4月21日㈰、午後1時30分～3時■内容＝桜の枝を使って
ストールを染める■定員＝15人（抽選）■費用＝1,500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、「桜
でストール染め」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＝4月10日㈬必着

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

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/

■日時＝4月28日㈰、午前10時30分～
11時30分■対象＝就学前の子どもと保
護者■内容＝スタッフと一緒にダンゴ
ムシを探して観察する　※保護者向け
に「生き物ものしりシート」あり■定員＝
20人（抽選）■期限＝4月16日㈫必着

家族で探そうダンゴムシ 
ちびっこ自然体験

▲ダンゴムシを触ろう

レジンで作ろう　押し花バッジ
■日時＝4月7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＝園内
で探した草花を押し花にし、透明な樹脂で加工し
てバッジを作る■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＝200円
（材料費）
自然のあそび屋台
■日時＝4月14日㈰、午後2時～2時30分■内容＝自然を楽しむ
「葉っぱ探しビンゴ」か「ハス田でコケ観察」の好きな方を選んで挑戦
する　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

―いずれも―
■申込＝▷家族で探そうダンゴムシ…窓口または全員の住所・氏名（フ
リガナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、「家族で探そうダンゴムシ」
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人1回のみ申し込み可　▷そのほか…不要　※当日直接会場へ

レジンで作ろう　押し花バッジ

自然のあそび屋台

▲お気に入りの草花を
バッジにしよう

■期間＝4月2日～5月6日■内容＝昆
虫やヒトデ、オタマジャクシなど様々
な生きものに触れられる　※土・日曜
日、祝日は外国産カブトムシやチンチ
ラなど珍しい生きものも登場

生きものタッチ展

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

ちびっこプログラム
■日時＝4月10日㈬・24日㈬、午前11時～11時30分　※午前9時
30分から受け付け■対象＝就学前の子どもと保護者■内容＝生き
ものクラフトや触れ合い体験などを通して、生きものに親しむ■定
員＝各5組（先着順）

―いずれも―
※入園料が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ

ちびっこプログラム

▲どんな触り心地かな？

■日時＝5月11日㈯、午後1時～12
日㈰、午前11時　※4月27日㈯、午
後2時～2時30分の事前説明会への
参加が必要■場所＝宮城ゆうゆう公
園、荒川河川敷■対象＝小学3～6年
生　※4月1日現在■内容＝荒川でス
タッフと子どもだけでキャンプし、野外での料理や普段は味わ
えない夕方・早朝の荒川を楽しむ■定員＝20人（抽選）■費用＝
1,500円（材料費など）■期限＝4月9日㈫必着

春のあらかわ冒険キャンプ 
i
イ ン

n あだち（1泊2日）

▲野外料理を楽しもう

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/

川あるきの日　
荒川の桜と春の生きものさがし
■日時＝4月7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
＝荒川の桜を学びながら、春の生き
ものを探して歩く■定員＝20人（先
着順）　※就学前の子どもは保護者の参加が必要
学びピアの縁側　
「春の野草のアレンジメント」
■日時＝4月20日㈯、午後2時30分
／午後3時10分／午後3時50分開始　
※各30分程度。午前9時から荒川ビ
ジターセンターで参加証を配布■場
所＝生涯学習センター・4階ロビー
（学びピア21内）■内容＝荒川の野草
でアレンジメントを作る■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

―いずれも―
■申込＝▷春のあらかわ冒険キャンプ…全員の住所・氏名（フリガ
ナ）・学年・電話番号、「春のあらかわ冒険キャンプ」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。1人1回のみ申
し込み可　▷そのほか…不要　※当日直接会場へ

川あるきの日　
荒川の桜と春の生きものさがし荒川の桜と春の生きものさがし

学びピアの縁側　
「春の野草のアレンジメント」

▲荒川の野草を生けてみよう

▲荒川の桜にはどんな特徴が？

荒川堤五色桜ウォークラリー
■日時＝4月7日㈰、午後1時～3時30分　※午前9時から受け付け
■内容＝荒川の桜を学びながら、歩いて桜を楽しむ■定員＝20人（先
着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ

―いずれも―
※小学3年生以下の方は保護者同伴

荒川堤五色桜ウォークラリー

①エサを断つ…生ごみは紙などに包んでからごみ袋に入れるか、中身が見えないふた付きの容器に入れる　②巣を作らせない…針金ハンガーは外に放置せず、枝葉は適宜剪
せん

定
てい

する　③巣やヒナに注意す
る…繁殖期の親カラスは卵やヒナを守るために攻撃的になるので、巣やヒナを見つけたらできるだけ近づかず、帽子をかぶるなどして防御する■問先＝足立保健所生活衛生課 庶務係 ☎3880-5375

カラスの被害
を防ぐために

■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 7


