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暮らし・まちづくり

空き地の草刈り委託事業（有料）
■対象＝区内に空き地を持つ方■
内容＝区委託事業者による草刈り
■費用＝作業面積100㎡未満の場
合、1㎡あたり170円　※作業面
積により費用が異なる。くわしく
はお問い合わせください。■申
込＝申込書を区へ郵送または持参　

※申込書は生活環境保全課で配布
するほか、区のホームページから
もダウンロード可■申・問先＝生
活環境保全課�ごみ屋敷対策係
� ☎3880-5410

消費者講座
「セカンドライフと生命保険」
■日時＝7月9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
＝生命保険の見直しのポイントや
保険金の受け取りに関する留意点
など、セカンドライフにおける生
命保険との付き合い方を学ぶ■定

員＝60人（6月11日から先着順）
■申込＝電話／窓口／区のホーム
ページから専用フォームに入力／
氏名（フリガナ）、電話番号、「生
命保険」をファクス■申・問先＝
消費者センター
☎3880-5385	 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）

桜花亭	大人のためのアート
講座「アートで遊ぼう」
■日時＝6月28日㈮、午後2時～4
時■対象＝18歳以上の方■内容＝
アジサイをモチーフに、絵の具を
にじませて梅雨のイメージ画を描
く■定員＝10人（6月11日、午前9
時から先着順）■費用＝1,500円■
申込＝電話／窓口／住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、「大人アート」を
ファクス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795	 FAX3860-0608

第53回足立区展
■期間等＝▷6月18日㈫～23日㈰
…絵画、彫刻、図工・美術（平面・

立体部門）　▷25日㈫～30日㈰
…書道（一般・少年部門）、写真　
※いずれも午前10時30分～午後
6時（23日・30日は午後5時終了。
入場は午後4時30分まで）■内容
＝区民が制作した美術作品などの
発表・展示
▪同時開催イベント
▷油絵ワークショップ
■日時＝6月22日㈯、午後1時開
始■対象＝区内在住・在学の小学
生■内容＝油絵を描くアーティス
トからの直接指導■定員＝20人
（先着順）
▷毛筆体験教室
■日時＝6月22日㈯、午後1時～4
時／23日㈰、午後1時～3時　※い
ずれも半紙がなくなり次第終了
▷初心者向け写真質問コーナー
■日時＝6月29日㈯、午前10時
30分～午後0時30分／30日㈰、
午後2時～4時　※カメラ、写真
などを持参
―いずれも―

■場所＝シアター1010・11階■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

パソコン講座（7月分）
■日時等＝表1■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話／
ホームページ　※いずれも定員あり（6月11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・
問先＝ランディック㈱�IT事業部（区協働事業者）

☎6802-7829　HP http://www.landic.co.jp/

表1　パソコン講座（7月分）日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代・税込）

E
エ ク セ ル

xcel2013基本1日コース
「Excel基礎、データ編集、オートフィル、
表作成、グラフ、データベースまで」

6㈯、
午前10時～午後5時 9,396円

楽々・簡単H
ホームページ

P作成導入セミナー夜1日コース
「ひな形が豊富なソフトを使用し、簡単に
HP作成を体験」

6㈯、
午後7時～9時 無料

A
ア ク セ ス

ccess2013基本1日コース
「Accessって何？　からデータベースの
概要、クエリ、フォームの作り方まで」

7㈰、
午前10時～午後5時 10,500円

Excel2013 M
モ ス

OS資格取得
月・金曜夜6日間コース（6日制）

8～26の月・金曜日
午後6時～9時 18,360円

P
パ ワ ー ポ イ ン ト

owerPoint2013基本1日コース
「スライド作成から図・表・グラフの挿入、
アニメーション・プレゼンテーション設定まで」

13㈯、
午前10時～午後5時 9,396円

Access2013販売管理システム作成・管理
システム開発　夜＆月曜2日間コース（2日制）
■対象＝小規模企業・店舗

13㈯、
午後6時～9時
15㈷、
午前10時～午後5時

14,580円

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

14㈰、
午前10時～午後5時 11,880円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorビギナー1日コース
20㈯、
午前10時～午後5時 10,800円

Excelピンポイント「関数」1日コース
「I

イフ

F関数とC
カ ウ ン ト イ フ

OUNTIF関数を使用し、勤怠管
理表作成」　※データ入りUSBプレゼント

20㈯、
午後6時～9時 4,320円

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshopビギナー1日コース
21㈰、
午前10時～午後5時

各10,800円
W
ワ ー ド プ レ ス

ordPress速習作成1日コース
27㈯、
午前10時～午後5時

G
グ ー グ ル

oogleアナリティクスでHP・W
ウ ェ ブ

eb解析
｢解析分析ソフトを使用し、アクセス数や
傾向から、業務改善・売上U

アップ

Pに繋
つな

げる方法｣

27㈯、
午後6時～9時 4,320円

W
ワ ー ド

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

28㈰、
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、
アニメーション作り基本編
■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）

28㈰、
午後2時～4時 1,944円

えんチャレ無料公演「和太鼓グループ『彩
さい

』特別L
ラ イ ブ

IVE」
■日時等＝7月4日㈭、午後6時開演　※午後5時に開場し、楽器体験
を実施■場所＝東京芸術センター21階・天空劇場■定員＝400人（先
着順）■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

舞台「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」

■日程＝9月7日㈯・8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＝累計3,500万部以
上発行の大人気児童書シリーズの舞台化■定員＝各701人（先着順）■
費用＝3,000円　※フレンズ会員割引あり（くわしくはホームページ参
照）。全席指定。1歳以下の子どもは保護者と同じ席に座る場合は無料
（1人まで）■申込＝電話／窓口／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/

東京都弘済会の「いきいき寄席」

■日時＝10月4日㈮、午後2時開演　※午後1時15分開場■場所＝
西新井文化ホール■対象＝都内在住の方■内容＝金

きんげんてい

原亭馬
ば

生
しょう

、柳
やなぎ

家
や

喬
きょう

太
た

郎
ろう

による本格的な古典落語会■定員＝902人（7月3日から先着
順）■費用＝500円　※就学前の子どもは入場不可。全席自由■申込
＝窓口／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
▪200人を無料招待
■対象＝区内在住で60歳以上の方■定員＝200人（抽選）■申込＝住
所、氏名、年齢、電話番号、希望人数（2人まで）、車いす席希望の有無、
「いきいき寄席�無料招待」を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を
記入■期限＝8月5日㈪必着■申先＝ギャラクシティ　〒123-0842
栗原1-3-1

―いずれも―
■問先＝ギャラクシティ　☎5242-8161　HP http://galaxcity.jp/

暮らし・まちづくりは、
9面からの続きです

協働事業の問い合わせ先＝区・イノベーション推進担当
☎3880-5496



■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

環境楽
がく

習講座
「伊藤園のお茶セミナー」
■日時＝6月26日㈬、午前10時～
正午■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝㈱伊藤園から「工場
での茶がらの再利用などの環境へ
の取り組み」や「おいしいお茶の入
れ方」を学ぶ　※試飲あり■定員
＝16人（抽選）■費用＝200円■申
込＝電話／窓口／住所、氏名（フリ
ガナ）、電話番号、「お茶セミナー」
をファクスまたはハガキで送付■
期限＝6月19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

読み語り講座（6月分）
■日時＝24日㈪・25日㈫、午前
10時～正午■場所＝生涯学習セ
ンター（学びピア21内）■対象＝乳
幼児に対する読み語り活動を行う
方など■内容＝読み語りの方法な
どを学ぶ■定員＝各30人（6月11
日から先着順）■申込＝電話■申・
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

みどりのカフェ（7月分）
▪ぷらっと寄せ植え
■時間＝午前10時～11時30分　
■内容等＝▷季節の寄せ植え…

1,000円程度（鉢、苗代）　※鉢（直
径24㎝×深さ17㎝）持参の方は
鉢代100円程度を割引　▷子ども
も楽しめる夏休みクラフト…500
円程度　※小学生以下の方も参加
可（保護者同伴）■定員＝各24人
（先着順）■申込＝不要　※午前９
時ごろから整理券を配布
▪みどりのレッスン
■時間＝午後1時30分～3時30分
■内容＝講義「観葉植物を楽しも
う」／寄せ植え■定員＝40人程度
（抽選）■費用＝2,000円程度（材
料費）■申込＝区のホームページ
から専用フォームに入力／住所、
氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、
「7月みどりのレッスン」を区へ往
復ハガキで送付　※往復ハガキは
返信面にも宛名を記入。1通で1
人まで■期限＝6月21日㈮必着
―いずれも―

■日程＝25日㈭■場所＝区役所
庁舎ホール前■対象＝緑のサポー
ター　※未登録の方は当日登録が
必要（登録・会費無料）■申・問先
＝みどり推進課�みどり事業係

������☎3880-5919

あだちの遊び場

経
けいらく

絡ヨガ	お試し会
■日時＝6月16日㈰、午後2時～

3時■対象＝18歳以上の方■内容
＝経絡（東洋医学の用語で、気の
通り道）を意識したヨガ教室（毎月
1回開催）の体験会■定員＝30人
（先着順）■費用＝500円■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

川のようちえん
虫となかよくなろう
■日時＝7月15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＝
荒川の草原でバッタやトンボな
どの昆虫探しを楽しむ■定員＝
20人（抽選）■申込＝窓口／全員
の住所・氏名（フリガナ）・年齢・
電話番号、「虫となかよくなろう」
を往復ハガキで送付　※往復ハ
ガキは返信面にも宛名を記入。
1通で5人まで。1組1回のみ申し
込み可■期限＝7月1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

家族で探そうバッタ	
ちびっこ自然体験
■日時＝7月28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＝スタッ
フと一緒にバッタを探して観察す
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／全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・
ファクス番号、「家族で探そうバッ
タ」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組1回のみ申し
込み可■期限＝7月16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

バードショー	f
フ ロ ム

rom	東武動物公園
■日時＝6月30日㈰、午前10時
30分～正午／午後1時30分～3時
30分■内容＝東武動物公園で人
気のタカ（ハリスホーク）のフライ
トショー／ヒヨコのふれあい体
験　※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

星空アーティスト	K
カ ガ ヤ

AGAYA
講演会	「世界の星空を求めて」
■日時＝7月20日㈯、午後7時～
8時30分■対象＝小学生以上の方
※小・中学生は保護者同伴■内容
＝大型映像番組「星の旅�世界編」
の上映／作者・KAGAYA氏によ
る世界中の星空体験の話を、映像
とともに楽しむ■定員＝170人（6
月15日から先着順）■費用＝500
円　※高校生以下の方は100円■
申込＝電話／窓口■場・申・問先
＝ギャラクシティ� ☎5242-8161

■日時＝6月22日㈯、午前10時～午後2時　※なくなり次第終了■
場所＝JA東京スマイル足立支店�駐車場（中央本町1-4-2）■内容＝コ
マツナやエダマメなど、区内産の農産物の販売／友好都市である新
潟県魚沼市・栃木県鹿沼市の特産品の販売／「あだち菜うどん」など
の軽食販売�など　※足立区農産物共進会・JAふれあいまつりも同
時開催■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝JA東京スマイル�
営農指導課　　☎5680-8953／区・農業振興係　　☎3880-5866

JA東京スマイル農産物直売所
「あだち菜の郷

さ と

」2周年記念イベント
都立水元小

こ

合
あ い

学園高等部 就業技術科 学科説明会
■日程等＝6月～10月　※次回は6月21日㈮、午前10時～正午■対
象＝中学生、保護者など■内容＝学校概要の説明／見学�など■定員
＝各100人（先着順）　※申し込み方法など、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。■期限＝各回の5日前
■場・問先＝都立水元小合学園　葛飾区水元1-24-1　☎5699-0141
HPhttp://www.mizumotokoai-sh.metro.tokyo.jp

官  公 庁




