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催し物は、
7面からの続きです

東京藝術大学の催し

親子で楽しむ音楽とダンス「藝大ムジタンツ※クラブ」
※…ドイツ語のM

ム ジ ー ク

usik（音楽）とT
タ ン ツ

anz（ダンス）を組み合わせた造語
■日時＝7月14日㈰・28日㈰、8月3日㈯、午後2時～4時■対象
＝小学1～4年生と保護者■内容＝｢身体を動かしながら音楽を体感
する遊び｣を通して、クラシック音楽作品との対話をめざす■定員
＝各15組（先着順）■費用＝5,300円　※子どもが1人増えるごと
に1,300円追加。申し込み方法など、くわしくはホームページを
ご覧ください。■場・問先＝東京藝術大学�千住キャンパス　千住
1-25-1　　　　　　　　　　　　　　　　　�☎050-5525-2727
HPhttp://ga.geidai.ac.jp/2019/03/20/musitanz2019/
アウトリーチ・コンサート「弦楽四重奏コンサート」	
■日時＝7月28日㈰、午後3時～4時■場所＝東和地域学習センター
■対象＝区内在住・在勤・在学で小学生以上の方■内容＝バイオリ
ン、ビオラ、チェロのコンサート■定員＝60人（抽選）■申込＝住
所、氏名、電話番号、参加人数（4人まで）、「弦楽四重奏コンサート」
を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入■期限＝7月16日㈫
必着■申・問先＝東京藝術大学�アートリエゾンセンター（平日、午
前11時～午後4時）�〒120-0034千住1-25-1�☎050-5525-2744
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

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）

東京証券取引所
夏休み親子バス見学
■日時＝7月31日㈬、午前11時
30分～午後3時50分　※区役所
に集合しバスで移動■対象＝区内
在住の小学5・6年生と保護者■
内容＝東京証券取引所の内部など
をガイドとともに見学し、お金や
株の仕組みを学ぶ■定員＝20組
（2人1組。抽選）■申込＝住所、
全員の氏名（フリガナ）・年齢（学
年）、電話番号、「東証見学」を往
復ハガキで送付　※返信面にも
宛名を記入■期限＝7月12日㈮必
着■申・問先＝消費者センター　
〒123-0851梅田7-33-1

☎3880-5385

暮らしの園芸講座
▪コンテナガーデニングを
　はじめよう（5日制）
■日程等＝8月22日㈭、9月25日㈬、
10月10日㈭、11月14日㈭、2年3
月12日㈭　※10月24日㈭に任意
参加の日比谷公園ガーデニング
ショー見学あり■内容＝土づく
り、花の特性と組み合わせ、管理
方法についての講義／植え付け、
手入れなどの実習■定員＝24人
▪植物の生育がよい土づくり
■日程＝8月22日㈭■内容＝コン
テナの特徴や土づくりなどについ
ての講義■定員＝50人

──いずれも──
※抽選■時間＝午後1時30分～3
時30分■場所＝区役所庁舎ホール
■対象＝区内在住の方■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）、
電話番号、講座名を区へ往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記

入。1通で1人まで■期限＝7月19
日㈮必着■申・問先＝みどり推進
課�みどり事業係� ☎3880-5919

日本文化に触れる	その1
「琉球民謡・島唄の調べ」
■日時＝8月18日㈰、午後2時～
4時■対象＝小学生以上の方　※
小学生は保護者同伴■内容＝琉球
民謡協会師範・平

たい

良
ら

りん子
こ

氏によ
る本格的な琉球民謡ショー　※エ
イサーの出演もあり■定員＝100
人（6月26日、午前9時から先着順）
■費用＝1,000円　※小学生は
500円■申込＝電話／窓口／氏名
（フリガナ）、電話番号、参加人数
（5人まで）、「琉球民謡」をファク
ス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795	 FAX3860-0608

あだちの遊び場

うき島池ナイトボートクルーズ
i
イン

n	桑袋ビオトープ公園
■日時＝8月3日㈯・4日㈰、午後7
時～8時30分■内容＝夜にうき島
池をボートで回り、水辺の生きも
のを間近で観察する■定員＝各4
組（抽選）　※2人1組。小学生以下
の方は保護者と組での申し込みが
必要■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、希望日（第2希望ま
で）、「うき島池ナイトボートクルー
ズ」をファクス・往復ハガキで送
付　※往復ハガキは返信面にも宛
名を記入■期限＝7月23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	荒川の昆虫
テント＆カニタッチプール
■日時＝7月6日㈯、午後2時30
分～4時30分■内容＝カニや虫な
どの荒川の生きものを展示／テン

トやタッチプールでふれあい体験　
※就学前の子どもは保護者の参加
が必要■申込＝不要　※時間内随
時受け付け■場・問先＝荒川ビジ
ターセンター� ☎5813-3753

食虫植物講座
■日時＝7月28日㈰、午後1時～
3時■対象＝小学生以上の方　※
小学1～3年生は保護者同伴■内
容＝虫を栄養源にして育つ不思議
な食虫植物について学ぶ　※食虫
植物のお土産あり■定員＝50人
（抽選）■費用＝1,000円■申込＝
全員の住所・氏名（フリガナ）・年
齢（学年）・電話番号、「食虫植物
講座」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＝7月18日㈭
必着■場・申・問先＝都市農業公
園　〒123-0864鹿浜2-44-1
	 ☎3853-4114

セミの羽化観察会
■日時＝7月27日㈯、午後6時30

分～8時30分■対象＝小学生と保
護者■内容＝幼虫から成虫へ羽化
するセミの幻想的な姿を夜間に観
察する■定員＝30人（抽選）■費用
＝300円■申込＝全員の住所・氏
名（フリガナ）・年齢（学年）、電話
番号、参加人数、「セミの羽化観
察会」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■期限＝7月11日㈭必
着■場・申・問先＝生物園　〒121-
0064保木間2-17-1
� ☎3884-5577

天文講演会「流れ星の科学」
■日時＝8月17日㈯、午後6時30
分～7時30分■対象＝小学生以上
の方　※小・中学生は保護者同伴
■内容＝専門家による、流れ星が
光る仕組みや人工流星などについ
ての講演会■定員＝170人（6月
29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

文化のちから体験会第3弾「高校演劇サマーフェスティバル2019」
技術スタッフ	お仕事体験会

■日時＝8月5日㈪、午前10時～午後0時30分■対象＝区内在住・在
勤・在学で中学生以上の方■内容＝舞台・照明・音響などの舞台設
営現場見学／稽古場で本番の疑似体験■定員＝10人（抽選）■申込＝
ホームページから専用フォームに入力■期限＝7月20日㈯■場・申・
問先＝シアター1010　　　　�☎5244-1011　HP http://t1010.jp/

桑袋ビオトープ公園で
オオガハスを楽しもう！
　2千年以上前のものと推定される
実から開花した、古代の花「オオガハ
ス」。6月中旬から咲き始め、7月下
旬までキレイな花を咲かせます。開
花している午前中がオススメ！　
※足立堀之内公園でも楽しめます
▪五感で楽しむオオガハス
■日時＝7月14日㈰、午後2時～3時■内容＝オオガハスの花や葉
などを、五感を使って観察する■定員＝20人（先着順）　※就学前
の子どもは保護者の参加が必要■申込＝不要　※午前9時から参加
証を配布■場・問先＝桑袋ビオトープ公園（原則月曜日休園）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3884-1021　

7月初旬〜中旬が
見ごろ！



■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面左中を参照 9

！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝6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7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

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

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　☎5813-3730

大人の仕事拝見
絵具工場探検と絵具づくり
◆小学生と保護者

7/30㈫
午後1時30分～4時
※㈱クサカベ（埼玉県朝
霞市）集合

10組
1,020円　
（交通費
は実費）

事前

書く力×考える力！
夏休み読書感想文教室（3日制）
◆小学生（小学1・2年生は保護者同伴）

8/1・8・15
いずれも木曜日
午後0時30分～2時

15人 3,240円

ムスリムの文化と生活　
多文化共生の社会へ

8/4㈰
午後2時～3時30分 40人 800円

東京電機大学連携・
夏休み親子でドローン体験
◆小学4年生以上の方と保護者

8/7㈬
午後1時30分～3時30分
※場所は東京電機大学�東京
千住キャンパス（千住旭町5）

20組 1,220円

磯
いそ

・森・夜　夏休み子ども自然
体験教室（2泊3日）
◆小学生

8/14㈬、午前8時～
8/16㈮、午後5時
※場所は大房岬自然の家
（千葉県南房総市）

36人 25,000円

夏休みプログラミング体験
迷路ゲームをつくろう
◆小学生（小学1・2年生は保護者同伴）

8/24㈯
午前10時30分～正午
午後1時30分～3時

各
10人 無料

おもしろ実験教室　
電流と音のふしぎ
◆小学生（小学1・2年生は保護者同伴）

8/28㈬
午後1時30分～3時 30人 900円

学びピアコンサート
夏の終わりにボサノバ

8/31㈯
午後2時～3時30分 200人 1,000円

高校・大学へ
賢く使う教育費支援制度
奨学金を中心に

8/31㈯
午後2時～3時30分 40人 無料

★講座「睡眠時無呼吸症候群
の診断と治療」（2日制）

8/21㈬、9/4㈬
午後2時～4時 30人 無料 8/10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
赤ちゃんといっしょ
ベビーヨガ
◆首が据わった3カ月～あんよ
ができる前の子どもと母親

7/9㈫
午後1時15分～2時5分
8/5㈪
午前10時30分～11時20分

各
16組

1回
560円

事前ヒップホップダンスサークル
体験A・B（4日制）
◆Ａ：5歳～小学3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

7/10～31の毎週水曜日
Ａ：午後4時15分～5時
Ｂ：午後5時～5時45分

各
15人 40円

伊興地域学習センター 〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537
ベビーサインで楽しい子育て！　
お手てで話そう体験会
◆ひとり座りができる6カ月～
言葉を話す前の子どもと保護者

7/15㈷
午前10時30分～11時30分 20組 850円 事前

伊興夏まつり2019
◆どなたでも

7/21㈰
午前10時～午後4時 300人 無料 当日

夏休み工作
親子でゆび編みシュシュ作り　
◆小学生と保護者

8/6㈫
午前10時～11時30分 10組 1,200円

事前弾いてみよう！
夏休み子ども 三味線体験
◆小学3～6年生

8/9㈮
午前10時～11時
午前11時30分～午後0時30分

各
10人 無料

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
ヨックモックのクッキー教室　

「ラングドシャーのひみつ」
◆小学生と保護者

7/24㈬
午後2時～4時30分

16組
（2人1組） 20円 7/10必着

夏休みこども寄席
◆小・中学生

8/1㈭
午後5時～6時 30人 500円

事前

足立区生物園が教える
セミの標本作り
◆小学生以上の方

8/2㈮
午後1時30分～3時 15人 500円

型を使って描く
パステルアート｢イルカ｣
◆小学生以上の方

8/3㈯
午前10時～11時
午前11時10分～午後0時10分

各
8人

1回
800円

わくわくサイエンス
｢キッコーマンしょうゆ塾｣
◆小学3～6年生

8/5㈪
午後2時～3時 32人 無料

分かりやすい歴史
新選組と勝海舟の書を探る
◆小・中学生

8/7㈬
午後1時30分～2時30分 30人 無料

初心者でダンスコンテストに
挑戦（11日制）
◆小・中学生

8/8～12/5の毎週木曜日
（8/15・22、9/26、10/3・
24、11/14・21を除く）
午後4時～5時

25人 7,260円

わくわくサイエンス
｢プリンの不思議｣
◆小学4～6年生と保護者

8/21㈬
午後2時～3時30分 16組 200円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370
月1回だから続けられる
燃焼系ボクシングエクササイズ

7/7㈰
午後2時～3時 20人 810円

事前

頑張るあなたに子どもと笑顔　
にっこりベビーマッサージ
◆2カ月～1歳3カ月の子どもと保護者

7/9㈫
午後4時30分～5時30分 10組 1,000円

音楽と遊ぼう
親子でピアノ教室（3日制）
◆就学前の子どもと保護者

7/12・19・26
いずれも金曜日
午前11時～11時45分

10組 4,500円

ハンディキャップヨガ体験
◆体に不自由を感じている
小学生以上の方と介護者

7/20㈯
午前10時45分～正午 10組 1,000円

童謡から昭和歌謡まで
楽しく歌おう歌声サロン

7/21㈰
午後1時30分～3時 30人 500円 当日

赤ちゃんの発達を助ける
親子で楽しいふれあい遊び
◆2カ月～1歳6カ月の子どもと保護者

7/23㈫
午後4時30分～5時30分 15組 500円

事前

夏休み自由研究
望遠鏡を作って惑星をみよう
◆小学生以上の方と保護者

8/3㈯
午後7時～8時30分 10組 1,890円

夏休み工作
貝のワンポイントフレーム飾り
◆小学生以下の方（就学前の
子どもは保護者同伴）

8/4㈰
午前10時30分～正午 10人 1,540円

夏休み自由研究　
食べ物にはどんな栄養
が入っているの？

◆小学生（小学1～3年生は保
護者同伴）

8/4㈰
午後2時～3時30分 20人 800円

お茶を飲みながら楽しく歌おう
昭和歌謡と童謡

8/5㈪
午前9時30分～11時 10人 500円 当日

夏休み電気教室
「レモン電池を作ろう」
◆小学生（小学1～3年生は保
護者同伴）

8/5㈪
午後2時～3時30分 15人 150円

事前
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

8/9・23・30
いずれも金曜日
午前10時30分～11時30分

30人 1,650円




