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■場所＝東京芸術センター21階・天空劇場■
内容＝▷両日…伝統工芸品の展示・販売／工芸
品の製作実演・体験　▷9日…玲

れいげつ

月流
りゅう

・森
も り た

田玲
あきら

氏（文化庁芸術祭�新人賞受賞・京都市芸術文化特別奨励者）による篠
しの

笛
ぶえ

演奏（午前11時30分／午後2時30分開始）　※各日先着100人にプ
レゼントあり■申込＝不要　※当日直接会場へ■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

クレジット
カードOK

■日時＝6月6日㈭～9日㈰、午後7時30分～9時　※午後5時に閉園後、
午後6時に再開園。日中（午後4時30分まで）の来園者は再入園可。最
終入園は午後8時30分。小学生以下の方は保護者同伴■内容＝屋外の
昆虫ドーム内を飛び交う、約500匹のホタルの幻想的な光を観賞／ホ
タルの解説コーナー　※ホタルの発生状況により内容が変更になる場
合あり。8日㈯・9日㈰は特に混雑が予想されるため、平日の観賞が
おすすめです。
昼のホタル観賞会
■日時＝6月15日～7月7日の土・日曜日、午後1時～4時の間に7
回開催　※各10分程度■内容＝昼のホタルの幻想的な光を、屋内
で座って楽しむ■定員＝各40人（先着順）　※就学前の子どもは保
護者同伴

――いずれも――
※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

生物園

イ
ル

ミネーション

自
然

が

生んだ

▪販売期間（予定）　令和元年9月下旬～2年2月29日　※販売場所
　は郵便局（区内全67局）、足立成和信用金庫（一部支店・特定の日曜日）　
▪使用できる期間　令和元年10月1日～2年3月31日
▪購入までのステップ

　くわしくは対象者へ送付する制
度案内や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。　
※今年度は足立区商店街振興組合
連合会が発行する「プレミアム
商品券」の販売はありません。

9月下旬販売開始予定！ 令和元年度
足立区プレミアム付
商品券

③9月以降、区が購入引換券を送付

④購入引換券などを販売場所へ持参し、商品券を購入

平成31年度（令和元年度）�住民税非課税者
（課税者の被扶養者・生活保護受給者などを除く）対象1

平成28年4月2日～令和元年9月30日生まれの
子どもがいる世帯の世帯主対象2

 ⇩ 
商品券額 最大25,000円（販売額20,000円）

 ⇩ 
商品券額 最大25,000円（販売額20,000円）×対象の子どもの数

　住民税非課税者などを対象とした「プレミアム付商品券（以下、
商品券）」を、9月下旬から販売予定です。プレミアム率は25％で、
最大25,000円分の商品券を20,000円で購入することができます。

身近に暮らす、
小さな命を守りたい

■問先＝足立保健所	生活衛生課	庶務係　☎3880-5375
　飼い主のいない猫（ノラ猫）につ
いての相談が、区や民間団体に多
数寄せられています。
　猫についての問題を少しでも減
らし、人と猫が共生できる地域を
めざして活動するNPO法人理事長
に、現状や解決策をお聞きしました。

　猫の繁殖力★1を考えると、次々に生まれる猫すべ
てに飼い主を見つけることは、残念ながら不可能で
す。つまり、不妊・去勢手術をせずに放置すれば、
結果的に殺処分される不幸な猫を増やすことになっ
てしまいます。
　そんな現状を変えるために、ノラ猫を一時的に
捕獲し（T

ト ラ ッ プ

rap）、数が増えないよう不妊・去勢手
術★2を行い（N

ニ ュ ー タ ー

euter）、暮らしていた場所に返す

（R
リ タ ー ン

eturn）「TNR」活動を、より多くの方が個人レベ
ルでも実施できるように取り組んでいます。

　殺処分などで命を落とす猫を減らすために、TNR
が有効な方法であることは確かです。しかし、何よ
りも大切なのは「自分たちの地域を良くしたい」とい
う住民の気持ち。TNRで終わらせず、地域住民同
士のネットワークを大事にしながら人と猫の共存を
めざすことが、誰もが住みやすいまちづくりにつな
がるのではないでしょうか。また、飼い猫について
も、飼い主による不妊・去勢手術の徹底が重要です。
「責任ある飼い方」が守られることで、猫のトラブル
が減っていけばと思います。
★1…猫は年に2・3回発情し、1回の出産で約5匹産むほ

ど繁殖力が高い
★2…手術時の目印（片耳先端をV字に切除）で手術の有無

が見分けられる

▲NPO法人あだ
　ち動物共生ネッ
　トワーク理事長
　小

こ

泉
いずみ

�洋
よう

子
こ

さん

人も猫も、地域の仲間

大事なことは「TNR」

対
象
１

対
象
２

住民税非課税者
➡申請手続きが必要

子育て世帯の世帯主
➡申請不要

①7月以降、区が購入
　引換券申請書を送付

②購入を希望する場合は、
　区へ申請書を提出

ステップ①・②はありません

■問先＝プレミアム付商品券コールセンター
（平日、午前9時～午後5時）				☎︎3880-9901

対象は「住民税非課税者」と
「子育て世帯（下記条件あり）」

（午前10時〜午後5時）

入場
無料

し しゅう

とう

▪区の助成制度をご利用ください
　飼い猫・ノラ猫ともに不妊・
去勢手術費助成を行っています。
内容など、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。
▪あなたも飼い主になりませんか？
　第2回あだち保護猫たちの譲渡会
■日時＝6月16日㈰、正午～午
後3時　※荒天中止■場所＝区
役所前正面広場■内容＝区内の
NPO団体が保護した猫（約25匹）
の譲渡会　※当日の引き渡しは
不可。引き渡しの際に獣医療費
用などの一部自己負担が必要■
申込＝不要　※当日直接会場へ

ご存じですか？　猫の「現実」

※デザインはイメージ

消費税率10％への
引き上げに伴い、
足立区でも販売



■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＝5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時は講座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（住所・氏名〈フリガナ〉・生

年月日〈年齢〉・電話番号、講座名〈希望コース名〉　※返信面にも宛名を記入）  
※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・生年月日を記入。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6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講座への参加不可
　・高血圧・心疾患の方はプールで開催する講座への参加不可

　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・スポーツ施設の講座

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　☎5813-3730
歌声サロン
昭和歌謡を歌おう

6/8㈯
午後2時～4時 140人 500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
6/9㈰・23㈰
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

6/15㈯
午前10時～正午 20人 210円 当日用

シニアによるシニアのための
タブレット講座（4日制）
◆60歳以上でタブレットを使
えないまたは購入予定の方

6/20～7/11の毎週木曜日
午後1時～4時 10人 7,600円 事前

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

7/2㈫
午後1時～3時 10組 1,020円 当日

使える！ 役立つ！ おもてなし
英会話 実用編（8日制）
◆16歳以上で中学校卒業程度
の英語力の方

7/5～9/13の毎週金曜日
（7/26、8/9・23を除く）
午後1時30分～3時

25人 5,800円
事前

古代エジプト 王家の谷
壁画の中の主人公と死者の書

7/7㈰
午後2時～4時 70人 800円

★遠藤周作を読む　人間の
弱さ・哀

かな

しさとは（3日制）
7/4・11・18
いずれも木曜日
午後2時～4時

30人 1,500円 6/20必着

★中世古文書講座　
戦
いくさ

と古文書（3日制）

7/7・14、8/4
いずれも日曜日
午後2時～4時

30人 1,500円 6/24必着

★マークの講座のハガキ申し込みの宛名は「生涯学習センター あだち区民大学塾
事務局」。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
踊ろう！ キッズヒップホップ
サークル体験A・B（4日制）
◆Ａ：5歳～小学3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

6/11～7/2の毎週火曜日
Ａ：午後4時30分～5時15分
Ｂ：午後5時15分～6時

Ａ：30人
Ｂ：20人 40円

事前
健康！ 太極拳Ａ・Ｂ（10日制）
◆Ａ：基礎
◆Ｂ：経験者

6/18～8/27の毎週火曜日
（7/16を除く）
Ａ：午前9時15分～10時30分
Ｂ：午前10時45分～正午

各
25人 3,600円

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

ストレッチポールで
リラックス（5日制）

6/20～8/29の第1・3・5木曜日
（8/15を除く）
午後1時15分～2時15分

20人 2,750円

事前楽しんで親しんで好きになる
えいご教室A・B（3日制）
◆Ａ：3歳～就学前の子ども
◆Ｂ：小学1～3年生

6/21・28、7/5
いずれも金曜日
Ａ：午後2時45分～3時30分
Ｂ：午後3時45分～4時30分

各
10人 2,400円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
7/14㈰
午後2時～4時 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

自宅で気軽に簡単ヨガ 7/2㈫・9㈫
午前11時～午後0時15分

各
30人

1回
500円

事前

はじめてのボランティア 7/8㈪
午後2時～3時30分 30人 無料

すくすくベビーマッサージ
◆3カ月～1歳未満の子どもと母親

7/9㈫
午前10時30分～正午 10組 1,020円

Lコンサート 藝大生弦楽ユニット
Gd

デ ュ オ

uoに筝
こと

を迎えて
◆どなたでも

7/13㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

ヘルシーディナー　2種の
つけだれのアレンジそうめん

7/17㈬
午後6時～8時 20人 1,500円

スイーツデコ 樹脂粘土で作る
チョコミントアイス
◆小学生と保護者

7/27㈯
午前10時30分～正午 10組 1,700円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
月1回で続けやすい 燃焼系
ボクシングエクササイズ

6/2㈰
午後2時～3時 20人 810円

事前

強い心身を作ろう
「空手教室」（8日制）
◆小学生以上の方

6/7～7/26の毎週金曜日
午後6時15分～7時15分 30人 5,120円

「らくちん母乳」
助産師さんに聞いてみよう
◆16歳以上の女性

6/11㈫
午前10時～11時30分 10人 無料

認知症予防 
大人の音楽脳トレ（3日制）
◆おおむね65歳以上の方

6/14・21・28
いずれも金曜日
午前10時30分～11時30分

30人 1,650円

助産師さんによる
「お腹の赤ちゃんと話そう会」
◆妊娠中の方

6/15㈯
午前10時～11時30分 10人 無料

マクラメの基本編みで天然石
を使ったブレスレット作り

6/19㈬
午後1時30分～3時30分 10人 2,040円

助産師さんによる「心地よい
抱っこと抱っこ紐

ひも

のお話」
◆妊娠中の方または3歳以下の子
どもの保護者、家族（子ども同伴可）

6/25㈫
午後4時30分～5時30分 10人 500円

明るくいきいき 
スポーツ吹矢（4日制）

7/1～29の毎週月曜日
（7/15を除く）
午後1時30分～3時30分

16人 2,230円

癒しのヨガ（10日制）
7/2～9/24の毎週火曜日

（7/16、8/13、9/17を除く）
午後3時30分～4時40分

40人 5,500円

大人のきれいな字の書き方
「平仮名連綿編」（3日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

7/5・12・19
いずれも金曜日
午後1時30分～3時

12人
（託児

4人）

1,950円
（託児付き
3,450円）

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522
フルート ミニコンサート
◆どなたでも

6/8㈯
午前10時30分～11時 30人 無料 当日

ミュージックベル体験サロン
◆どなたでも

6/8㈯
午後2時～3時 10人 無料 当日用

ミュージックベル
ミニコンサート
◆どなたでも

6/15㈯
午後1時30分～2時 30人 無料 当日

いつまでも健康を維持
元気いきいき体操（10日制）
◆おおむね60歳以上の方

6/21～9/27の毎週金曜日
（8/2～30を除く）
午後1時30分～3時

35人 4,500円 事前

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


