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暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

暮らし・まちづくり
地域防犯団体活動費・
青色回転灯装備費の助成
▪地域防犯団体活動費の助成
■対象＝防犯・防火パトロールな
どの自主的な活動を継続して行う
町会・自治会など■内容＝活動に
必要なベスト、懐中電灯などの購
入費の一部を助成■助成限度額＝
１団体10万円■申込＝申込書類を
区 へ郵送または持参 ※申込書類
は危機管理課 生活安全推進担当で
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可■申込期間
＝6月3日～12月20日消印有効
▪青色回転灯装備費の助成
■対象＝区内在住・在勤の方で結
成され、青色回転灯を装備し、防
犯パトロールを行う団体である証
明書を警察から交付された
（交付
見込みを含む）防犯活動団体■内
容＝青色回転灯、パトロール表示
板などの購入費を助成■助成限度
額＝車両1台につき10万円 ※申
し込み方法など、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。
―いずれも―
■申・問先＝危機管理課 生活安全
推進担当
☎3880-5838

美化推進協議会による
春の清掃活動
町会・自治会、商店街
（会）
、事
業所などで構成する北千住・綾瀬・
西新井・竹の塚・五反野・梅島美
化推進協議会が、ビューティフル・
ウィンドウズ運動の一環として、

6駅周辺で
「春の清掃活動」を実施
します。まちの美化推進のために、
皆さんもぜひご参加ください。■
日時等＝表1■申込＝不要 ※当
日直接会場へ■問先＝美化推進係
☎3880-5856
表1 6駅周辺の清掃活動日時等
日程 集合時間
5/28
㈫

場所

北千住駅
（東京電機大
午後
学キャンパスプラザ
2時
〈千住旭町5〉
集合）

6/5
午後 梅島駅
㈬ 1時30分（梅島小学校集合）
6/6
㈭

6/10
㈪
6/13
㈭

竹ノ塚駅
（竹ノ塚駅東口広場集合）

午後 西新井駅
2時 （西新井公園集合）

綾瀬駅
（都立東綾瀬公
園
〈ハト広場〉
集合）

6/28 午後 五反野駅
㈮ 1時30分（足立小学校集合）

雇用・生活・こころと法律の
総合相談会
■期間＝6月3日㈪～8日㈯、午前
10時～午後3時 ※4日㈫・7日㈮
は午後5時終了■場所＝東京芸術
センター9階・会議室■内容＝仕
事が見つからない、働く自信がな
い、多重債務がある、眠れないな
どの悩みに専門相談員が応じる■
申込＝不要 ※当日直接会場へ■
問先＝くらしとしごとの相談セン
ター
☎3880-5705

こころのケア講座
「自分にOK出しませんか」
（2日制）
■日時＝6月7日㈮・14日㈮、午
後6時30分～8時30分■場所＝エ
ル・ソフィア■対象＝区内在住・
在勤・在学の20歳以上で、パー
トナーや家族との関係などに悩み
を抱えている女性■内容＝自己肯
定感を育むためのセルフケアやア
サーティブ
（自己表現）トレーニン
グの手法を学ぶ ※グループワー

クあり■定員＝20人
（5月13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、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、
「こころのケア講座」を
ファクス■申・問先＝男女参画プ
ラザ
FAX 3880-0133
☎3880-5222

あだち環境ゼミナール
受講生募集（10日制）
■日時＝6月～2年3月の第4土曜

日、午後2時～4時30分 ※11月・
12月は第3土曜日■場所＝生涯学
習センター
（学びピア21内） ※7
月は足立清掃工場■対象＝区内在
住・在勤・在学で高校生以上の方■
内容＝専門家の講義やグループ
ワークを通して、様々な角度から
環境について学ぶ ※修了者を
「あだち環境マイスター」に認定■
定員＝20人
（抽選）■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、電話番号、
Eメールアドレス、
「 環境ゼミナー
区
ル」
を へハガキで送付■期限＝5
月31日㈮必着■申・問先＝環境政
策課 計画推進係
☎3880-6049

5月11日～20日は

春の全国交通安全運動
■問先＝交通対策課 推進係

☎3880-5912

交通安全運動の重点項目の一つは
「子どもと高齢者の安全な通
行の確保」です。昨年、区内で発生した子どもが関与する事故件
数は89件(都内ワースト3）
、高齢者が関与する事故件数は613件
(都内ワースト1）でした。交通事故は減少傾向にあるものの、依
然として子どもと高齢者の事故は多く、注意が必要です。
＼ここに注意！／

＼ここに注意！／

子どもの交通事故

高齢者の交通事故

多くが登下校中、交差点での
飛び出しが原因。道路を渡ると
きは、
左右の安全をよく確認し、
車の運転手とアイコンタクト
を取ることが大切です。

多くが自宅から500ｍ以内で
発生。また、横断歩道以外を横
断中の事故が多いため、少し遠
くて面倒だと思っても必ず横
断歩道を渡りましょう。

「普段歩き慣れた道だからといって油断しない」ことが大切で
す。常に周囲の安全を確かめてから通行しましょう。
▪交通安全パネル展
■期間＝5月11日～20日■場所＝区役所1階区民ロビー■内
容＝交通安全に関するパネルや写真の展示 ※5月15日㈬、
午後2時から反射材をプレゼント(なくなり次第終了)■申込＝
不要 ※当日直接会場へ

おもしろ遊具や公園をご紹介する月1コラム
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都市農と「魔女フラクサ」

田んぼや畑などの自然、遊具広場・工房棟など
のレクリエーション施設、熱帯植物が育つガラス
温室など、様々な施設が同居する都市農業公園
（通
と し のう
称・都市農）
。
実はハーブ使いの
「魔女」がいること、皆さんは
ご存じですか？

魔女直伝のハーブ講座

ハーブ教室「ラベンダークラフト」

ふるさわまさ み

「魔女フラクサ」こと都市農自然解説員・古澤正美さ
んは、
ハーブ100種類以上を自在に扱うハーブ研究家。
平成9年から都市農でハーブ研究を行う傍ら、ハーブ
講座の講師を務めています。
ニックネームの由来は、児童文学に
登場する魔女の名
「フラクサ」
。都市農
の畑のハーブをお茶や石けん、化粧品
や料理など、様々なものに変身させる
（〒123-0864 鹿浜2-44-1）
☎︎3853-4114
姿は、まるで魔法のようです。
◀イベント情報は
魔女と一緒に学べるプログラムも実
コチラ
施しているので、ぜひお越しください。

ガラス温室

古澤正美さん

都市農業公園

魔女特製ハーブティー

■日時＝6月23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＝園内のラベンダーを使っ
て、香りを楽しむクラフト
（スティック、香り
袋など）を作る■定員＝18人
（抽選）■費用＝
600円
（材料費など）
■申込＝全員の住所・氏名
（フリガナ）
・年齢
（学年）
・
電話番号、
「ラベンダーク
ラフト」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＝6月12日㈬必着 ラベンダースティック

■ 申込…申し込み方法 ■ 期限…申込期限
■ 場・申・問先 … 場所・申込先・問い合わせ先

建築物の定期報告を
共同住宅・飲食店・診療所・病
院など、多数の人が利用する一定
規模以上の建物の所有者や管理者
は、建物の適切な維持管理のた
め、毎年または3年ごとに、建物
の定期調査と報告書の提出
（特定
建築物定期調査）が義務付けられ
ています。また、建物に設置され
ている防火設備（火災時に煙や熱
を感知して閉鎖または作動する防
火扉・防火シャッターなど）
、建
築設備（換気・排煙・給排水設備、
非常用の照明装置）
、昇降機など
も、毎年の定期検査と報告書の提
出が義務付けられています。
報告対象建築物や報告時期な
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。■提出・問先＝▷特定建
築物定期調査報告・防火設備定期
検査報告…
（公財）
東京都防災・建築
まちづくりセンター 渋谷区渋谷
2-17-5 シオノギ渋谷ビル8階
（特定建築物）
☎5466-2001
（防火設備）
☎5466-4031
▷建築設備定期検査報告…
（一財）
日
本建築設備・昇降機センター 港
区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビ
ル
☎3591-2421
▷昇降機等定期検査報告…
（一社）
東
京都昇降機安全協議会 渋谷区
代々木1-35-4 代々木クリスタル
ビル2階
☎6304-2225
■問先＝区・設備係 ☎3880-5278

☎…電話番号 FAX …ファクス番号
HP …ホームページアドレス
…Eメールアドレス

明海大学連携事業｢小・中学
校の英語教材で学ぶ 大人の
初級英会話講座｣（5日制）
■日時＝6月2日〜7月7日の毎週
日曜日、午前10時～正午 ※6月
16日を除く■場所＝梅島小学校
※6月30日はこども支援センター
げんき■対象＝区内在住で16歳以
上の英会話初心者■内容＝区と英
語力向上のために連携協定を結ん
でいる、明海大学のネイティブ講
師と日本人講師が教える英会話講
座■定員＝40人
（抽選）
■申込＝住
所、氏名
（漢字とローマ字）
、年齢、
電話番号、｢初級英会話講座｣を 区
へ往復ハガキで送付 ※返信面に
も宛名を記入■期限＝5月17日㈮
必着■申・問先＝学力定着推進課
学力定着推進係
☎3880-5702

消費者センターの講座
▪賢く買って家計を節約
■日程＝6月5日㈬■内容＝ショッ
ピングアドバイザーから、スー
パーマーケットなどで良いものを
「安く・賢く・楽しく」買うための
コツを学ぶ■定員＝60人
▪テレビでは言えない食品表示の
裏話
■日程等＝▷6月7日㈮…生鮮食
品編 ▷7月10日㈬…加工食品編
■定員＝各50人
―いずれも―
※5月13日から先着順■時間＝午
後2時〜4時■場所＝エル・ソフィ

※ 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

ア■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■申込＝電話・窓口または区
のホームページから専用フォーム
に入力または氏名
（フリガナ）
、電
話・ファクス番号、講座名をファ
クス■申・問先＝消費者センター
FAX 3880-0133
☎3880-5385

都営住宅地元割り当て（単身者・
家族向け）／区営住宅（単身者・
家族向け・定期使用）入居者募集
■募集のしおり配布期間＝5月24
日～31日 ※土・日曜日を除く
■配布場所＝住宅課 住宅管理係／
区民事務所 ※なくなり次第配布
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終了。申し込み資格など、くわし
くは募集のしおりまたは区のホー
ムページをご覧ください。■問先
＝お問い合わせコ－ルあだち
（毎
日、午前8時～午後8時）
☎3880-0039

経済センサス 基礎調査に
ご協力を
■調査期間＝6月1日～2年3月31
日■内容＝すべての産業の実態を
明らかにする調査を実施 ※調査
対象の事業所には、腕章を付けタ
ブレット端末を持った調査員が訪
問■問先＝統計係 ☎3880-5251

パソコン講座（6月分）
■日時等＝表2■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話また
はホームページ ※いずれも定員あり
（5月13日、
午前9時から先着順）
。
くわしくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。■申
先＝ランディック㈱IT事業部
（区協働事業者）
☎6802-7829 HP http://www.landic.co.jp/
■問先＝▷パソコン講座について…ランディック㈱IT事業部 ▷協働事
業について…区･イノベーション推進担当
☎3880-5496
表2 パソコン講座
（6月分）
日時等
コース名

日時

費用
（テキスト代・税込）

エ ク セ ル

Excel2013基本1日コース
1㈯・4㈫、
「Excel基礎、データ編集、オートフィル、 午前10時～午後5時
表作成、グラフ、データベース」
ワ

ー

ド

Word2013基本1日コース
2㈰・5㈬、
「Word基礎、文字の編集、文書作成、表・ 午前10時～午後5時
グラフィック機能の利用」
モ

各9,396円

ス

MOS Excel2013資格取得夜6日コース
「Excel環境の管理、書式設定、ブックの 4〜20の火・木曜日、
管理、関数、データ共有など試験傾向と 午後6時30分～9時
対策」
（6日制）

17,280円

パ ワ ー ポ イ ン ト

PowerPoint2013基本1日コース
8㈯・11㈫、
「スライド作成から図・表・グラフの挿入、
午前10時～午後5時
アニメーション・プレゼンテーション設定まで」

各9,396円

ホームページ

楽々簡単HP作成導入セミナー夜1日コース 8㈯、
「ひな形が豊富なソフトを使用し、簡単に 午後7時～9時
HP作成体験」
ア ク セ ス

CIDユネスコ東京 グローバルダンスフェスティバル2019
■日時＝6月8日㈯、午後2時～8時30分 ※午後0時30分から雑貨
などの出店・パフォーマンスあり■内容＝出演者と観客の心を一
つにして平和を築く、あらゆるジャンルが集結したダンスの祭典
※小学生以下の方は保護者同伴■費用＝▷前売り…S席4,500円／A
席4,000円／B席3,500円
（区内在住・在勤・在学の方は各500円割引）
▷当日…S席5,000円／A席4,500円／B席4,000円 ※3歳以下の子
どもは入場不可。全席指定
ボリューム

ブリランテ25周年記念コンサート
「音楽って楽しい vol.1」
■日時＝7月7日㈰、午後2時開演 ※午後1時30分開場■内容＝
「身
近で気軽にクラシック」
をモットーに活動する区内演奏家団体
「ブリ
バ
ズ
ファイブ
ランテ」
のコンサート
（金管五重奏団
「Buzz Five」
がゲスト出演） ※5
月26日㈰、午前11時／午後1時から、ブリランテによるプレコンサー
ト
（無料）を開催
（申込不要）■費用＝▷前売り…1,200円 ▷当日…
1,500円 ※3歳～高校生は前売り500円、当日900円。2歳以下の
子どもは入場不可。全席自由
―いずれも―
■場所＝西新井文化ホール■定員＝902人
（先着順）■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 HP http://galaxcity.jp/

Access2013基本1日コース
「Accessって何？ から概要と
データベースの基本」

9㈰・12㈬、
午前10時～午後5時

Excel2013中級1日コース
「表示形式書式の表作成、シート間で
15㈯・18㈫、
グループ化、便利な印刷方法、効率の良い 午前10時～午後5時
グラフとデータベース作成など」

無料

各10,500円

各11,880円

Accessでゼロからテーブル・クエリ作成 16㈰・19㈬、
1日コース
午前10時～午後5時
イラストレーター
17㈪・19㈬・21㈮、
（3日制） 午後7時～9時
Illustratorビギナー夜3日コース
ワ

ー

ド

プ

レ

ス

WordPress速習作成1日コース

22㈯・26㈬、
午前10時～午後5時

各10,800円

PHPビギナー1日コース
23㈰、
「PHPって何？ から初期設定・問い合わせ
午前10時～午後5時
フォーム・変数などプログラム入門」
Excel1日コース
「ゼロからマクロ、仕事で使う関数、
ピボット集計分析」

25㈫・29㈯、
午前10時～午後5時

各9,720円

Wordで差込印刷1日コース
「宛名シール・QRコード付き名刺を
Excelでデータ作成」

30㈰、
午前10時～午後1時

3,780円

子ども向けプログラミング言語
「スクラッチ新バージョンでゲーム、
30㈰、
アニメーション作り」基本編
午後2時～4時
■対象＝マウス・キーボード操作ができ
る小学1～3年生（保護者同伴）

ボイストレーニング・ジャズピアノレッスン募集中！サミーミュージックワールド tel : 090-3594-5700（田中）
足立区花畑 4-25-3 他に千駄木教室もあり。未経験者大歓迎！楽しくレッスン出来ます！

1,944円

