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公園遊具の
点検結果

昨年度、区内436カ所の公園内の全遊具2,102基の定期点検を行った結果、早めに対処を要する遊具が20基あり、補修・撤去しました。　※今年度
の定期点検は5月7日から実施中。点検の結果、使用が危険と考えられる場合は使用中止にすることがあります。■問先＝施設維持係　☎3880-5021

男女共同参画に関する
苦情の受け付け

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

経営改革セミナー
「働きやすい環境が健康で
生産性の高い職場をつくる」
■日時＝6月26日㈬、午後6時30
分～8時30分■場所＝シアター
1010・10階■対象＝区内在住・
在勤の方■内容＝健康的で生産性
の高い職場づくりについて考える
■定員＝30人（5月27日から先着
順）　※保育あり（6月18日㈫まで
に要予約、6カ月～就学前の子ど
も、先着5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、「経営改革
セミナー」をファクス■申・問先
＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

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）

郷土博物館の映画会（6月分）
■日時＝8日㈯、午前11時～正午　
※無料公開日■内容＝「勘
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楽」
の上映■申込＝不要　※当日直接
会場へ■場・問先＝郷土博物館　�
� ☎3620-9393

足立区	夏花品評展示会
▪展示会
■日時＝6月13日㈭、午後1時～14
日㈮、正午■内容＝区内の花

か き

卉農
家が育てたナツギクやアジサイ、
花苗のニチニチソウなどを展示
▪展示品の販売
■日時＝6月14日㈮、午後2時30
分開始　※なくなり次第終了。購
入は1人1点のみ（複数回購入可）

──いずれも──
■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＝農業振興係
� ☎3880-5866

消費者講座	
「夏を乗り切る体をつくる
野菜の力」

■日時＝6月20日㈭、午後2時～
4時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤・在学の方■
内容＝暑い夏を元気に過ごすため
の体をつくる野菜の効能や選び
方、簡単なレシピなどを野菜ソム
リエプロから学ぶ■定員＝60人
（5月27日から先着順）■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、「野菜の力」をファクス■申・
問先＝消費者センター
☎3880-5385	 FAX3880-0133

足立シティオーケストラ
室内楽演奏会2019
■日時＝6月23日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
竹の塚地域学習センター■内容＝
管楽・弦楽のアンサンブル（モー
ツァルト・セレナード第10番「グ
ラン・パルティータ」／メンデル
スゾーン・弦楽のための交響曲第
9番�ほか）■定員＝306人（先着順）　
※全席自由■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝文化団体支援
係� ☎3880-5986

抱っこひもでパパと
ベビーダンス
■日時＝6月22日㈯、午前10時
～正午■場所＝エル・ソフィア■
対象＝6カ月～2歳の子どもと父
親■内容＝親子でベビーダンスを
楽しむ■定員＝15組（2人1組。
5月25日から先着順）　※保育あ

り（6月14日㈮までに要予約、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、「ベビーダンス」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

陶芸体験教室
■日時＝6月15日㈯、午前10時～
11時30分／午後1時～2時30分■
場所＝都市農業公園■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝自
由作品を1人1点作る　※作品の
引き渡しは8月中旬以降■定員＝
各16人（抽選）■費用＝500円（材
料費）■申込＝全員の住所・氏名
（フリガナ）・年齢・電話番号、希
望時間、「6月15日陶芸体験教室」
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＝6
月5日㈬必着■申・問先＝障がい
福祉センターあしすと�社会リハビ
リテーション室　〒121-0816梅
島3-31-19� ☎5681-0131

足立区産の花苗で
寄せ植えづくり
■日時＝6月26日㈬、午前10時
～11時30分■場所＝区役所庁舎
ホール前■内容＝区内の花

か き

卉農家
が育てた花苗で寄せ植えづくり
■定員＝30人（先着順）■費用＝
600円程度（材料費）■申込＝不要　
※午前9時ごろから整理券を配布
■問先＝みどり事業係

☎3880-5919

　不法投棄のないきれいなまちをめざして、区は皆さんと一緒に
様々な対策を行っています。その結果、平成30年度の区の不法投
棄処理個数は前年度比2.9％減となり、ピーク時（平成24年度）の
半分になりました。まちをきれいにすることは、東京2020大会
に向けたおもてなしの一環です。不法投棄を見つけたら不法投棄
110番までご連絡ください。
▪めざせ、2,020人！	通報協力員！
　「通報協力員」は通勤・通学・散歩中など、日常生活の中で不法
投棄を見つけたときに、不法投棄110番へ通報するボランティア
です。東京2020大会に向けて、登録者数2,020人（現在約1,070
人）を目標に募集中です。　※登録方法など、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。
▪「地球環境フェア2019（7面参照）」で協力員紹介キャンペーンを実施
　新たに家族、友人を通報協力員としてご紹介いただいたあなたに、
先着でグッズ一つをプレゼント！　ぜひブースへお越しください。
■日時＝6月1日㈯・2日㈰、午前10時～午後4時■場所＝東綾瀬
中学校■申込＝不要　※当日直接会場へ

■日程等＝表1■時間＝午後2時～4時■対象＝中学生以上の方■内
容＝パソコンを囲んだ地域交流の場　※1人1台のパソコンを使った
講習会ではありません。■費用＝1回200円（70歳以上の方・障がい
のある方は140円。証明書提示）■申込＝不要　※当日直接会場へ
表1　ITサロン（6月・7月分）日程等

場・問先 日時
生涯学習センター

（学びピア21内） ☎5813-3730 6/5・12・19・26、7/3・10・17・31　
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興 ☎3857-6537 6/8・15、7/13・27　いずれも土曜日
梅田 ☎3880-5322 6/2㈰・15㈯、7/7㈰・20㈯
興本 ☎3889-0370 6/9・23、7/14・28　いずれも日曜日
江北 ☎3890-4522 6/8・22、7/13・27　いずれも土曜日
佐野 ☎3628-3273 6/15、7/6・20　いずれも土曜日
鹿浜 ☎3857-6551 6/4㈫・17㈪、7/2㈫・15㈷
新田 ☎3912-3931 6/1㈯・21㈮、7/6㈯・19㈮
竹の塚 ☎3850-3107 6/14㈮・20㈭、7/12㈮・18㈭
中央本町 ☎3852-1431 6/8・22、7/13・27　いずれも土曜日
東和 ☎3628-6201 6/13・27、7/11・25　いずれも木曜日
舎人 ☎3857-0008 6/11㈫、7/9㈫
花畑 ☎3850-2618 6/1㈯・21㈮、7/6㈯・19㈮

来て 見て 話して ITサロン（6月・7月分）

東京2020大会に向けて、
まちをきれいに！

　  5月30日〜6月30日は、不法投棄防止強化月間です
　　　■問先＝不法投棄110番（生活環境保全課内）

� ☎3880-5
ゴ ミ ゼ ロ
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もっと！

ステンレスボトル防犯用シールセット防犯用センサーライト

※なくなり次第終了プレゼントするグッズ



■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 7

お休みします　駐車場・庁舎
ホール・展望レストラン	など

男女参画プラザでは、区の男女共同参画社会の推進に関する施策の苦情を受け付けています。　※制度の概要など、
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。■問先＝男女参画プラザ　☎3880-5222

6月8日㈯・9日㈰は衛生害虫駆除のため、区役所
全館を閉館■問先＝本庁舎管理係　☎3880-5824

リサイクル体験講座
	「シルバーアクセサリーを作ろう」
■日時＝6月25日㈫、午前10時
～正午■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝リサイクルから
生まれた銀粘土を使用して、オリ
ジナルのペンダントを作る■定員
＝12人（抽選）■費用＝1,500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、「シルバーアクセサリー」
をファクス・ハガキで送付■期限
＝6月18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

あだちの遊び場

英語と日本語で
コーディネーション運動
■日程＝6月9日㈰■時間等＝▷
午後1時～1時45分…3歳～就学前
の子どもと保護者（16組）　▷午
後2時～2時45分…小学生（16人）　
※いずれも先着順■内容＝体を動
かしながら、楽しく英語を身につ
ける■申込＝不要　※午前9時か
ら整理券を配布（1人3枚まで）■
場・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161

池に入って生き物大調査
■日時＝6月30日㈰・7月7日㈰、
午前10時～正午／午後2時～4時
■内容＝園内のため池に入り、
魚やエビなどの生き物を網で捕
まえて観察■定員＝各20人（抽

選）　※小学2年生以下の方は保
護者の申し込みも必要■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、希望日時（第4希
望まで）、「池に入って生き物大調
査」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＝6月18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

学びピアの縁側「押し花の
レジンアクセサリーづくり」
■日時＝6月15日㈯、午後2時30
分／3時30分開始　※各50分程
度■内容＝荒川の草花を樹脂で固
めて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■費
用＝1人100円（材料費）■申込＝
不要　※午前9時から参加証を配

布■場・問先＝荒川ビジターセン
ター� ☎5813-3753

ウクレレ教室
■日時＝6月15日㈯、午後1時30
分～3時■対象＝中学生以上の方
■内容＝ハワイの定番楽器ウクレ
レを弾き歌う、初心者歓迎の教室
■定員＝16人（5月27日から先着
順）■費用＝2,000円　※ウクレ
レのレンタルは別途500円が必要
■申込＝電話・窓口または氏名（フ
リガナ）、年齢、電話・ファクス

番号、「ウクレレ教室」をファクス
■場・申・問先＝都市農業公園
☎3853-4114	 FAX3853-3729

企画展「迫りくるクビアカツヤ
カミキリの脅威」
■期間＝開催中～7月15日■内容
＝特定外来生物「クビアカツヤカ
ミキリ」による樹木の食害や生態
について学ぶ　※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

オトナのフリースタイルフットボールP
パ ー ク

ARK
■日時＝6月21日㈮、午後7時～8時■対象＝16歳以上の方■内容＝
フリースタイルフットボール世界王者・H

ヒ ロ

IRO-Kによる、未経験者歓
迎の大人向け体験教室■定員＝20人（5月25日から先着順）■費用＝
2,000円■申込＝電話■場・申・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161

舞台「囚
とら

われのパルマ	失われた記憶」
■期間＝6月27日㈭～30日㈰　※時間など、くわしくはお問い合わ
せください。■場所＝シアター1010・11階劇場■内容＝太
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郎ら出演による、
大人気新感覚乙女ゲームの舞台化作品■定員＝各701人（先着順）■
費用＝▷S席（特典付き）…10,800円　▷S席…8,800円　▷A席…
6,800円　※フレンズ会員割引あり（くわしくはホームページ参照）。
就学前の子どもは入場不可。全席指定■申込＝電話・窓口またはホー
ムページから専用フォームに入力■申・問先＝シアター1010

☎5244-1011　HP http://t1010.jp/

東京未来大学の催し

こどもみらい園 学習体験会
■日時＝6月8日㈯・16日㈰、午後1時～4時■対象＝小・中学生■
内容＝学校の勉強で分からない内容を復習し、効果的な学習方法を
知る■定員＝各15人（5月29日から先着順）■申込＝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
HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp/

C
チ ゴ

higo C
カ フ ェ

afe「手作りを楽しむ」
▪かえるちゃん作りとカップケーキ作り
■対象＝おおむね小学2年生以下の方と保護者■内容＝牛乳パック
を利用したかえるのおもちゃ作り／レンジでカップケーキ作り
▪花火作りとカップケーキ作り
■対象＝おおむね小学3年生以上の方と保護者■内容＝鉄粉を利用
した火薬不使用の花火作り／レンジでカップケーキ作り

―いずれも―
■日時＝6月9日㈰、午後1時～3時■定員＝各16組（5月27日から先
着順）■費用＝1人200円■申込＝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（千住曙町34-12）

☎5813-2525　HP http://chigocafe.blog.fc2.com/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

6月1日㈯・2日㈰
午前10時～午後4時

2050年。海を泳ぐのは…
“プラスチック”

地球環境フェア
2019�
場所 	東綾瀬中学校
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
イベントのみどころ
エコバッグ作り／丸太の掛け時計
作り／気象キャスター体験／
あだち環境かるた体験／区の友好
都市などの名物試食／企業・団体の使い捨てプ
ラスチック削減の取り組み紹介／「BMX」体験
コーナー（6月2日㈰のみ）�など

�――いずれも――
　環境保護のため、エコバッグをご持参ください。
出展日時や内容は変更となる場合があります。各
ブースのイベント実施時間など、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。■申込＝不要　※当日直接会場へ

＝サークル会員募集＝
☆日常英会話　土曜日、午前
11時～正午／ギャラクシティ
など／60歳以上の方対象／月
額4,000円　※体験無料／電話
／菊地� ☎080-1520-8481
☆シニアのためのやさしい英
会話　毎月3回木曜日、午前�
10時～11時・午前11時～正午
／エル・ソフィアなど／60歳
以上の方対象／定員各4人（先
着順）／月額4,200円　※別途
入会金1,000円。体験無料／電
話／小川（平日、午前9時～午
後3時）� ☎070-3519-7394

しょうぶまつり＆
世界の食広場と初の同日開催！

（1面参照）

▲「BMX」


