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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）

リサイクル体験講座
「さおり織りで
コースター作り」
■日時＝5月30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T
シャツを使い、さおり織り機で
コースターを織る■定員＝10人
（抽選）■費用＝250円■申込＝電
話・窓口または住所、氏名（フリ
ガナ）、電話番号、「さおり織り」
をファクス・ハガキで送付■期限
＝5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	 FAX3880-9801

パパと遊ぼう
あだちイクメンD

デ イ

AY
■日時＝6月29日㈯、午前10時
～午後1時■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝小学生以下の方と保護
者■内容等＝遊びを通して親子で
触れ合うイベントを開催　※体を
動かす遊び体験コーナー（ふうせ
んバレー〈午前10時15分～11時
15分。就学前の子どもと保護者
対象〉、フラッグ鬼ごっこ〈午前11
時45分～午後0時45分。小学生と
保護者対象〉など。上履き持参）／
NPO団体による出展コーナー／ミ
ニセミナーコーナー／ストラック

G
ゴ ー

o！東京2020大会
「あだち スポーツ チャレンジ」V

ボ リ ュ ー ム

ol.8
　東京2020大会に向けて、2018年7月から区内14施設でオリンピ
アンやトップアスリートを招いたイベントを順次実施しています。
今回は車いすバスケ、水泳、卓球。オリンピック・パラリンピック
種目を体験しよう！
▪埼玉ライオンズによる車いすバスケットボール体験会
■日時＝6月2日㈰、7月7日㈰、午前10時～正午■対象＝小学生以
上の方■定員＝各30人（5月11日、午前9時から先着順）■申込＝電
話または窓口■期限＝▷6月開催…5月26日㈰　▷7月開催…6月30
日㈰■場･申･問先＝花畑地域学習センター�　　　　�☎3850-2618
▪中

なかむら

村真
ま い

衣さんの水泳レッスン
■日程＝6月2日㈰■時間等=▷午前10時30分～11時30分…25ｍ
泳げない小学1～4年生　▷午後1時30分～2時30分…4種目で25ｍ
以上泳げる小学生以上の方■内容＝中村真衣さん（シドニーオリン
ピック水泳女子100ｍ背泳ぎ銀メダリスト）から泳ぎの基礎を学ぶ
■定員＝各20人（抽選）■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■申込期間＝5月11日～25日■場･申･
問先＝千住温水プール（スイミー）�　　　　　　　����☎3882-2601
▪遊

ゆ

澤
ざわ

亮
りょう

さんによる卓球クリニック
■日時＝7月6日㈯、午後3時45分～5時45分■対象＝小・中学生■
内容＝遊澤亮さん（アテネオリンピック卓球男子シングルス・ダブ
ルス日本代表）から卓球のテクニックを学ぶ■定員＝50人（抽選）■
申込＝電話または窓口■申込期間＝5月15日～6月15日■場･申･問
先＝伊興地域学習センター�　　　　　　　　　　　�☎3857-6537

第48回 タートルマラソン国際大会  兼 
第22回 バリアフリー タートルマラソン大会 in

イ ン

 足立
■日時＝10月20日㈰、午前8時～午後2時　※マラソンスタートは
午前9時30分。雨天決行■場所＝荒川河川敷・虹の広場など
▪参加者募集
■対象＝15歳以上の方　※体の不自由な方や車いすの方なども参加
可。中学生はマラソン（5km）・ウォーキングのみ参加可。ハーフマ
ラソンは4時間以内で完走できる方。親子ペアは小学生と保護者■
内容＝▷マラソンの部…ハーフ／10km／5km　▷ウォーキングの
部…5km　▷親子ペアの部…1.6km■定員＝8,000人■費用＝▷マ
ラソンの部（ハーフ）…5,500円　▷マラソンの部（10km）…4,000円　
▷マラソンの部（5km）、ウォーキングの部…3,000円　▷中学生マ
ラソン（5km）・ウォーキングの部、親子ペアの部…2,000円　※障
がいのある方は全種目2,000円。定員に達した場合は、手数料を差し
引いた金額を返金■申込＝ホームページから専用フォームに入力ま
たは申込用紙兼振込用紙を郵便局に持参し、参加費を振り込み　※申
込用紙は地域学習センター、スポーツ施設、区民事務所で配布。ゼッ
ケン・計測チップは事前に参加者へ郵送
▪ボランティア募集
■対象＝16歳以上の方■内容＝給水所・荷物置場・会場案内係員
などの大会運営補助■定員＝200人程度■申込＝電話またはホーム
ページから専用フォームに入力

―いずれも―
※先着順■期限＝7月31日㈬
■申・問先＝（公社）日本タートル協会（平日、午前9時30分～午後5時）

☎3363-5331　HPhttp://www.turtle.or.jp/
■問先＝区・スポーツ振興課�振興係　　　　　　　�☎3880-5826

アウトなど■申込等＝▷ふうせん
バレー、フラッグ鬼ごっこ（各25
組〈2人1組。抽選〉　※当日枠あり〈各
5組。先着順〉）…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（町名まで）、全員
の氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・
ファクス番号、イベント名をファ
クス　▷そのほか…不要　※当日
直接会場へ■申込期間＝5月10日
～6月14日■申・問先＝男女参画
プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

文化芸術の展示「美
び

遊
ゆ う

展
て ん

」
■期間等＝▷5月20日㈪～24日㈮
…写真・俳句・盆景・さつき　▷
5月26日㈰～30日㈭…いけばな・
手芸　※期間中にいけばななどの
体験教室も開催。日時など、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。
■場所＝区役所1階区民ロビー■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝文化団体支援係�
� ☎3880-5986

■日時＝6月9日㈰、午後4時開演　
※午後3時30分開場■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＝パフォーマー集団
「S

シ ロ

IRO-A」による、ダンスとプロ
ジェクションマッピングを融合
させた近未来型のスペシャルパ
フォーマンス■定員＝500人（抽
選）■申込＝代表者の住所、全員
の氏名（フリガナ）、会社名また
は学校名（区外在住の方のみ）、
「日本文化再発見」を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入。
1通で4人まで。1人1回のみ申し込み可■期限＝5月20日㈪消印有
効■申・問先＝「SIRO-A�L

ラ イ ブ

IVE事務局」（シアター1010内）〒120-
0034千住3-92� � � 　　��☎5244-1011

▲この日限りの足立区特別版を披露！

ホタル観賞会 i
イ ン

n 花畑記念庭園・桜花亭
■場・申・問先＝桜花亭　〒121-0061花畑4-40-1　☎3885-9795
■期間＝5月28日㈫～6月2日㈰、午後
7時45分～9時15分　※15分ごとに実
施。各30分程度。天候により中止の場
合あり■内容＝日本庭園の水辺を飛び
交う、幻想的なホタルのきらめきを観
賞する　※スタッフによるガイド付き
■定員＝各日100人（抽選）　※小学生
以下の方は保護者同伴■費用＝300円　
※小学生は150円。就学前の子どもは
無料。お弁当希望の場合は1,000円追
加■申込＝代表者の住所・氏名・電話
番号、全員の年齢（学年）、希望日、参加人数（5人まで）、お弁当
希望の有無、「ホタル観賞会」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。時間指定不可■期限＝5月
22日㈬必着

2020年
は

すぐそこ
！

「日本文
化」を

みつけよ
う！

日本文化
再発見

ビヨンド ザ タイム
「時代を越えた」パフォーマンス　あだちの歴史を表現



■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 11

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

パパ料理講座
「夏野菜カレーをつくろう」

■日時＝6月1日㈯、午前10時～
午後1時■場所＝エル・ソフィア
■対象＝小学生以上の方と父親■
内容＝季節の野菜を使った料理を
通して、親子で触れ合う■定員＝
8組（2人1組。5月11日から先着順。
ひとり親家庭の優先枠あり。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。）　
※保育あり（5月24日㈮までに要
予約、6カ月～就学前の子ども、
先着10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、「夏野菜カレー」
をファクス■申・問先＝男女参画
プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

あだちの遊び場

女流棋士に教わる
こども将棋教室
■日時＝5月18日㈯、午前10時／
午前11時20分／午後1時20分／
午後2時40分開始　※各1時間■
対象＝18歳以下の方　※就学前の
子どもは保護者同伴■内容＝女流
棋士と指導対局ができる初心者向
けの将棋教室■定員＝各16人（先
着順）■申込＝不要　※午前9時か
ら整理券を配布■場・問先＝ギャ
ラクシティ� ☎5242-8161

身近な外来種を食べてみよう
■日時＝6月9日㈰、午前10時～
午後1時30分■対象＝小学生以上
の方　※小学1・2年生は保護者
の申し込みも必要■内容＝水辺に
暮らす身近な外来種について学
び、食用のアメリカザリガニやウ

シガエルを調理して試食する■定
員＝20人（抽選）■費用＝400円
（食材費）■申込＝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、
「身近な外来種」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■期限＝5月28
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　　 FAX3884-1041

川のようちえん
水辺の生きものをさがそう
■日時＝6月30日㈰、午前10時
～11時30分■場所＝荒川ビジ
ターセンター、荒川河川敷■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＝荒川の干潟で水辺に生息する
カニなどの生きものを探す■定員
＝20人（抽選）■申込＝全員の住

所・氏名（フリガナ）・年齢・電話
番号、「川のようちえん水辺」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■期限＝6月17
日㈪必着■申・問先＝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

標本展
■期間＝開催中～7月7日■内容＝
昆虫や脊椎動物の骨格など、様々な
標本の観察を通じて、生きものの多
様性を学ぶ　※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

絵手紙教室
■日時＝毎月第4土曜日、午後1時
～3時■対象＝16歳以上の方■内
容＝水彩絵の具を使って、ハガキ
に季節の花や野菜などを描く■定
員＝10人（先着順）■費用＝1,100
円（材料費）■申込＝不要　※午前
9時から受け付け■場・問先＝都
市農業公園� ☎3853-4114

田植え体験
■日時=6月2日㈰、午後1時30分～
3時30分／9日㈰、午前9時30分～
11時30分・午後1時30分～3時30
分■対象＝5歳以上の方　※小学
3年生以下の方は保護者の申し込
みも必要■定員＝各20人（抽選）■
費用＝200円　※イネのお土産付
き■申込＝住所、氏名（フリガナ）、
年齢（学年）、電話番号、希望日時、
「田植え体験」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
22日㈬必着■場・申・問先＝都市農
業公園　〒123-0864鹿浜2-44-1

　☎3853-4114

　あだちの魅力を伝える「合言葉」5案を、ワークショップ
で区民の皆さんと一緒に考えました。約2カ月の投票の結
果、決定した合言葉が「はじまりは	あだち」です！

　「合言葉」を区内外の多くの皆さんに
使ってもらえるようなロゴデザインを募
集します。条件など、くわしくは区のホー
ムページをご覧ください。
■募集内容＝合言葉に込めた想いがわか
りやすく伝わるロゴデザイン■申込＝応
募用紙・ロゴデザインを区へ郵送・持参・
Eメール　※応募用紙は区
のホームページからダウン
ロード■期限＝6月28日㈮
必着■申・問先＝協働・協
創推進担当課�協働・協創
推進担当　�☎3880-5748
kyoso@city.adachi.tokyo.jp

▲区のホームペー
ジはコチラ

総投票数　3,692票
�1位　�はじまりは��あだち� 1,384票
�2位�　わいてます��足立� 811票
�3位　�アクセス良好アダチ� 601票
�4位　�出口��入口��足立� 516票
�5位　�アダチ。ひとりになれないT

ト ー キ ョ ー

OKYO� 359票
� ※そのほか　21票

込めた想い
　「あ」からはじまる足立区。都会も田舎もあだちからはじまる。都
心へのアクセス抜群なのに物価が安くて自然も多い。芭蕉も大名も
庶民も、出発はあだちから。誰をも受け入れる、あだちの不思議な
空気感は、人が行き交う長い歴史が醸成したもの。だから、このま
ちでスタートできる。個人が活躍でき、一人ひとりの力がまちの魅
力になる。

あだちの魅力を伝える「合言葉」
はじまりは あだち ロゴデザインを募集

協賛企業より
副賞あり！

1 位


