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催し物は、
7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）

講演会「絵本の1ページを
親子でつくろう」

■日時＝6月1日㈯、午後2時～4時
■場所＝生涯学習センター（学び
ピア21内）■対象＝3歳～小学生と
保護者■内容＝区内在住の絵本作
家による講演／絵本の読み語り／
ワークショップ　※手話通訳あり
（5月19日㈰までに要予約）■定員
＝150人（4月27日から先着順）■
申込＝電話または窓口■申・問先
＝中央図書館�読書活動推進係（5月
13日㈪・31日㈮を除く、午前9時
～午後5時）�
☎5813-3745 FAX3870-8415

アトリウムコンサート
■日時＝5月9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＝6月1日㈯に西新
井文化ホールで開催する舞台「生
きる」の主演俳優・ブッチー武

む

者
しゃ

によるトークと歌（みかんの花咲
く丘／鯉のぼり�ほか）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝文
化団体支援係 ☎3880-5986

桜花亭こどもアート講座
「プラバンでキーホルダー作り」

■日時＝5月5日㈷、午前10時～正
午■対象＝4歳～小学生　※小学2
年生以下の方は保護者同伴■内容
＝プラスチック板に好きな絵を描
いて、オリジナルのキーホルダー
を作る■定員＝20人（4月26日、
午前9時から先着順）■費用＝500
円（材料費）■申込＝電話・窓口ま
たは住所、氏名（フリガナ）、年齢（学
年）、電話番号、「プラバン」をファ

クス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795　 FAX3860-0608

郷土博物館の催し（5月分）
▪郷土芸能鑑賞会
■日程＝5日㈷■内容＝足立区郷
土芸能保存会によるお囃

はや

子
し

などの
演奏披露
▪映画会
■日程＝11日㈯■内容＝「カトマ
ンドゥのバザール」「カトマンドゥ
盆地の30年」「ネパールの金

きん

細
ざい

工
く

」
の上映
―いずれも―

※無料公開日■時間＝午前11時～
正午■申込＝不要　※当日直接会
場へ■場・問先＝郷土博物館　� �
� ☎3620-9393

環境楽
が く

習講座
「初夏を飾る苔

こ け

玉作り」
■日時＝5月19日㈰、午後1時～3時
■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝植物の根や苔を使っ
て、環境に優しい緑のインテリア
「苔玉」を作る■定員＝12人（抽選）
■費用＝1,000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、「苔玉作
り」をファクスまたはハガキで送
付■期限＝5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　 FAX 3880-9801

あだちの遊び場

星空音楽室 花の懐メロ集
「花のかおりに」
■日時＝5月17日㈮、午後7時～8時
■対象＝小学生以上の方　※小・
中学生は保護者同伴■内容＝プラ
ネタリウムで「花」がテーマのBGM

を聴きながら、星空生解説をゆっ
たり楽しむ■定員＝170人（先着
順）■費用＝500円　※高校生以下
の方は100円■申込＝不要　※当
日直接会場へ■場・問先＝ギャラ
クシティ� ☎5242-8161

家族で探そう テントウムシ 
ちびっこ自然体験

■日時＝5月26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＝公園ス
タッフと一緒にテントウムシを探
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）■申込＝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、
「家族で探そうテントウムシ」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■期
限＝5月14日㈫必着■場・申・問
先＝桑袋ビオトープ公園　〒121-
0061花畑8-2-2
☎3884-1021　 FAX 3884-1041

学びピアの縁側
「草花ステンシルの
ストラップづくり」

■日時＝5月18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■内容＝荒川の草花をこすっ
て、模様をつけた缶バッジのア
クセサリーを作る■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■場・問先＝荒
川ビジターセンター

☎5813-3753

春の金魚すくい
■日時＝4月27日㈯～29日㈷、午
前10時30分～正午／午後1時30
分～3時■内容＝ワキンやリュウ
キン、デメキンなど、様々な金魚
がすくえる　※持ち帰りは1回に
つき3匹まで。すくえなかった方
には小赤1匹プレゼント。就学前
の子どもは保護者同伴■費用＝1
回100円　※別途入園料が必要■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
場・問先＝生物園� ☎3884-5577
　田んぼソムリエ 入門編
■日時＝5月2日㉁、午前10時30
分～11時30分／午後1時30分～2
時30分　※午前9時から受け付け
■対象＝小学生以上の方　※小学
3年生以下の方は保護者の参加が
必要■内容＝生きもの認証推進協
会・林

はやし

鷹
たか

央
お

講師による田んぼの生
きものの写真や映像、里山ソング
を織り交ぜたトーク・ライブを通
して、環境について学ぶ　※薬膳
のお茶付き■定員＝各60人（先着
順）■費用＝300円　※18歳以下
の方は100円■申込＝不要　※当
日直接会場へ■場・問先＝都市農
業公園� ☎3853-4114

　人権擁護委員とは法務大臣から委嘱され、人権についての相談
や人権の考えを広める活動をしている方々です。区内では、弁護
士や企業経営者、元校長など、様々な経歴を持った17人が活躍
しています。�■問先＝総務課�人権推進係

☎3880-5497　 FAX3880-5609

人権擁護委員Ｑ＆Ａ
　人権擁護委員・中

なかがわ

川美
み ち こ

知子さんに「子ども
の人権」についてお聞きしました。
Ｑ どのような問題が起きていますか？
A 最近は児童虐待のほか、いじめや体罰な
ど、子どもの尊厳を傷つける深刻な問題
が多く発生しています。

Ｑ 人権を守るためにどんな取り組みを
    していますか？
A 区内全小・中学校に「SOSミニレター」を配布しま
した。相談したいことを書いてポストへ入れると、
人権擁護委員などが返事をします。困ったことが
あれば、ぜひご相談ください。

▪あなたの悩みをお聞かせください「人権身の上相談」
■日時＝毎月第2火曜日、午後1時～4時　※1人1時間まで■場所＝
区役所■内容＝人権擁護委員による、人権に関する困りごとの相談
■申込＝電話■申・問先＝区民の声相談課�相談係　�☎3880-5359

人権擁護委員

文化のちから体験会第1弾 ミュージカル「ジパング青春記」
座長遣欧使節団出航　ステージツアー体験会

■日時＝6月8日㈯、午後0時30分～3時45分■場所＝シアター
1010・11階劇場■対象＝区内在住・在勤・在学の方■内容＝リハー
サルの見学と講座の受講後に公演を鑑賞することで、舞台芸術をよ
り深く理解する■定員＝30人（抽選）■申込＝代表者の住所・氏名（フ
リガナ）、会社名または学校名（区外在住の方のみ）、参加人数（2人ま
で）、「ジパング青春記�ステージツアー体験会」を往復ハガキで送付
※返信面にも宛名を記入。1人１回のみ申し込み可■期限＝5月20
日㈪消印有効■申・問先＝シアター1010「文化のちから体験会」係
〒120-0034千住3-92　　　　　　　　　　　　　��☎5244-1011

人権問題のスペシャリスト
広げよう！
人権の輪



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

※費用の記載がないものは無料
区…左記マークがある申し込みは、2面左上を参照 9

！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝4月26日㈮　受付時間＝午前9時〜午後8時
※インターネット申し込みは、24時間受け付け（受け付け開始日は午後1時から）
※庁舎ホール（平日のみ）・平野運動場は、午前9時〜午後5時受け付け
受け付け開始日の午前9時〜午後1時は催しの開催施設のみで受け付け
《対象（◆マーク）》特に記載がない講座の対象は、「16歳以上の方」
《定員》往復ハガキ申し込みは抽選。事前申し込みは、講座により先着順または抽選
《費用》費用は合計金額（保険料・教材費などを含む）。70歳以上の方・障がい

のある方は費用が割引となる講座あり（支払い時に証明書を提示）。支払い方
法は申し込み時に確認

《申込》事前…電話・窓口またはインターネットで事前申し込み（一部ネット不可の場合あり）
　当日…当日直接会場で申し込み　
　 …開催施設へ往復ハガキの郵送による申し込み（講座名〈希望コース名〉・住

所・氏名〈フリガナ〉・電話番号・生年月日〈年齢〉、返信面に住所・氏名を明記）  
※マークの下の日付必着。1人1通（親子講座に限り、親子の氏名〈フリガナ〉・性
別・生年月日を明記。きょうだいで申し込みをする場合は、全員分記載）。★マ
ークを除き、定員に達しない場合は5月20日㈪、午前9時から受け付け開始

《持ち物など（申し込み方法欄に記載）》持…運動着・運動靴持参（プールは水着・
水泳帽子持参）／用…用具貸し出しあり
■講座の参加上の注意
　・中学生以下の方が午後6時以降に参加する場合は、原則保護者の同伴が必要
　・妊娠中の方はスポーツ系の催しへの参加不可
　・高血圧・心疾患の方はプールで開催する催しへの参加不可

　講座の予約はインターネットからも可能です（一部例外あり）。また、掲載
されているほかにも各種講座などを開催しています。くわしくは区のホーム
ページ、または各施設で配布するチラシなどをご覧になるか、お問い合わせ
ください。

講座の予約はインターネット（講座予約システム）からもできます

近所deまなびナビ 検索

学びで絆（きずな）を
強めてみませんか

生涯学習施設・スポーツ施設の催し
（5月・6月分）

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　☎5813-3730
学びっこフェスタ
◆どなたでも

5/4㈷～6㉁
午後1時～5時 なし 無料

当日
おはよう親子
ふれあい居場所サロン
◆主に3歳以下の子どもと保護者

5/11・18・25
いずれも土曜日
午前10時～正午

各
10組 無料

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
5/12㈰･26㈰
午後2時～4時 なし 無料

車いすダンスを楽しみましょう！
◆小学生以上の方

5/18㈯
午前10時～正午 20人 210円 当日用

トライ！
生涯学習センターで
ボランティア体験（3日制）

6/1㈯・30㈰
午前10時30分～正午
6/2～29のいずれか1日
(活動体験日を選択)

20人 10円

事前

初夏の花を楽しむ
初心者のための寄せ植え講座

6/2㈰
午後2時～3時30分 30人 2,400円

すくすくベビーオイル
マッサージ【ママの日】
◆首が据わった1歳未満の子どもと母親

6/4㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

購入を検討しているシニアの
ためのスマホ体験教室
◆60歳以上でスマートフォン
の購入を考えている方

6/4㈫
午後2時～4時 20人 無料

FP（ファイナンシャルプラン
ナー）2級資格取得応援（9日制）
◆16歳以上でFP3級相当の
知識がある方

6/16～8/25の毎週日曜日
（7/21・28を除く）
午後1時～5時30分

20人 12,852円

東京未来大学 公開講座
「西洋と日本の城 比較と検証」

6/21㈮
午後7時～8時30分 30人 1,000円

★大政奉還から箱館戦争まで
徳川家臣の戦い（3日制）

6/8・15・22
いずれも土曜日
午後2時～4時

30人 1,500円 5/27必着

★千住の酒店店主が語る
國酒「日本酒」の魅力（2日制）
◆20歳以上の方

6/17㈪・24㈪
午後2時～4時 50人 1,000円 6/3必着

※★マークのついている講座のハガキ申し込みの宛名は「あだち区民大学塾事務
局(生涯学習センター内)」(所在地は、生涯学習センターと同じ)。問い合わせ先は 
☎5813-3759(平日、午後1時～5時)
伊興地域学習センター 〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537
子ども同伴もOK！
カラダすっきりヨガ

5/12㈰
午後1時～2時 16人 550円 事前

伊興地域学習センター 〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537

ヨガ＆ウェイトトレーニング
（6日制）

5/21～8/20の
第1木曜日・第3火曜日
(7/16を除く)
午後7時30分～8時30分

20人 3,300円

事前ピラティス＆リズムエクササイズ
（9日制）

5/29～8/7の毎週水曜日
(第4水曜日を除く）
午後7時30分～8時30分

20人 5,400円

冷房対策にも使えるかぎ針編みの
ミニストール（5日制）

6/1～29の毎週土曜日
午前10時～11時30分 15人 4,600円

伊興写真サロン 6/2㈰
午前10時～正午 10人 無料

伊興おもちゃの病院
◆どなたでも

6/7㈮
午後1時～4時 15人

無料
（場合により
一部負担あり）

当日
触れて楽しむ
ちん・とん・しゃん
三味線サークル体験（3日制）
◆中学生以上の方

6/7・14・21
いずれも金曜日
午後7時～8時30分

7人 530円

事前こそだて英語
親子で楽しもうＡ・Ｂ（3日制）
◆Ａ：1歳以下の子どもと保護者
◆Ｂ：2･3歳の子どもと保護者

6/9・23、7/7
いずれも日曜日
Ａ：午前9時45分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～11時45分

各
10組

Ａ：3,540円
Ｂ：3,870円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも

6/9㈰
午後2時～4時
6/15㈯
午前10時～正午

各
10人 無料 当日

梅田地域学習センター　〒123-0851 梅田7-33-1(エル・ソフィア内)　☎3880-5322
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
5/11㈯・25㈯
午後2時～4時

各
15人 無料 当日

日曜クッキング
具だくさんの手作りピザ

◆小学生以上の方
(小学生は保護者の参加が必要)

6/2㈰
午前11時～午後1時30分 20人 1,500円

事前

キッズバレーボール
「初心者クラス」（6日制）
◆小学生

6/5～7/10の毎週水曜日
午後4時～5時30分 20人 2,640円

Ｌコンサート　t
ト リ オ

Rio“92” 
ラテンアンサンブル
◆どなたでも

6/8㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

楽しく親子体操（5日制）
◆2･3歳の子どもと保護者
託児：6カ月～就学前の子ども

6/11～7/9の毎週火曜日
午前9時30分～10時30分

25組
(託児
5人)

2,800円
(託児付き
4,850円)

食育のプロが教える
野菜料理

6/13㈭
午前10時～正午 20人 1,300円

梅田の梅干し作りと
夏野菜を食べる（3日制）

6/20、7/18、8/22
いずれも木曜日
午前10時～11時30分

20人 3,530円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
5/11㈯・25㈯
午後1時～3時

各
30人 無料 当日

知っておきたい
住宅ローンの仕組みと返済方法

5/12㈰・29㈬
午前10時～11時30分

各
10人 無料

事前

頑張るあなたに 子どもと笑顔 
にっこりベビーマッサージ
◆2カ月～1歳3カ月の子どもと保護者

5/14㈫
午後4時30分～5時30分 10組 1,000円

デジタル一眼レフカメラ
初心者セミナー

5/26㈰
午前10時30分～正午 10人 540円

赤ちゃんの発達を助ける　
親子で楽しいふれあい遊び
◆6カ月～1歳6カ月の子どもと保護者

5/28㈫
午後4時30分～5時30分 15組 500円

挨拶からはじめる韓国語入門
（5日制）

6/1～29の毎週土曜日
午後5時30分～6時30分 15人 3,000円

大人のきれいな字の書き方
「ひらがな行書編」（4日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

6/7～28の毎週金曜日
午後1時30分～3時

12人
(託児
4人）

2,600円
(託児付き
4,600円)

ハンディキャップヨガ体験
◆小学生以上の身体障害者
手帳所持者または体に不自
由を感じている方と介助者

6/15㈯
午前10時45分～正午 10組 1,000円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
未経験者大歓迎！ 男女で
楽しくバスケットボール体験
◆おおむね50歳以下の方

5/12㈰
午前9時～正午 10人 10円

当日はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
5/13㈪・27㈪
午後3時～4時30分

各
4人 無料

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法


