
日 付（6/17 〜 28） 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 − 0.06 0.06 0.06 0.06

▪放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304
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…電話申し込み／ 窓口…窓口申し込み／ HP…区のホームページから専用フォームに入力／ FAX…ファクス申し込み／ ハガキ…ハガキ申し込み／ 往復ハガキ…往復ハ
ガキ申し込み（返信面にも宛名を記入）／不要…申し込み不要。当日直接会場へ　※いずれも費用の記載がないものは無料。FAX ハガキ 往復ハガキの（　）内は記載事項

場・申・問先 イベント名等 内容等 定員 申込
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

夏休み特別講座
「親子で天体望遠鏡作り」
■日時＝7/28㈰、午前10時～正午

星座を観察するための天体望遠鏡を作る／天体観測の講義を通
じて、地球環境と宇宙の関係を学ぶ■対象＝区内在住・在学の小
学生と保護者■費用＝3,000円（材料費など）■期限＝7/21㈰必
着

20組
（2人1組。

抽選）

窓口 FAX ハガキ
（住所、全員の氏名〈フリガナ〉、
学年、電話番号、「天体望遠鏡
作り」）

荒川ビジターセンター
☎5813-3753

HP http://ces-net.jp/
ara-vc/

ちょこっとプログラム カニさがし
■日時＝7/12㈮・13㈯・19㈮・20㈯、
午前11時～11時30分

荒川河川敷でカニをさがす　※軍手・長靴持参。小学生以下の方
は保護者の参加が必要（あらかわ探検カードを持っている小学生
は単独参加可。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）

各10人
（先着順） 不要

川あるきの日 生きもの調査
■日時＝7/21㈰、午前10時～正午

河川敷（西新井橋～千住新橋左岸）をゆっくり歩きながら生きも
のを観察する

20人
（先着順）

不要
※午前9時50分から西新井橋
下左岸で受け付け

伊興遺跡公園
問先

文化財係  ☎3880-5984

古代の伊興へタイムトラベル
■日時＝8/3㈯・4㈰、
午前10時～正午／午後1時～3時

古代クイズ／古代の鏡づくり／管
くだたま

玉ネックレスづくり など
■対象＝小学生

各100人
（先着順） 不要

エル・ソフィア
申・問先
NPO活動支援センター

（日・月曜日、祝日を除く、
午前9時〜午後8時）

☎3840-2331
FAX3840-2333

日本文化体験
「すごいぞ にっぽん」
■日程＝8/4㈰

▷午前11時～午後0時30分／午後2時～3時30分…茶道体験　
▷午前11時～午後0時30分…忍者・侍体験　▷午後2時～3時30
分…舞踊体験■対象＝小学生と保護者

各15組
（7/13から

先着順）

HP FAX
（住所、氏名〈フリガナ〉、電話・
ファクス番号、Eメールアドレ
ス、希望体験名・時間、「すごい
ぞ にっぽん」）

エル・ソフィア
申・問先
消費者センター
〒123-0851梅田7-33-1

☎3880-5385

夏休み親子実験教室「顕微鏡を作って
ミクロの世界を見てみよう」
■日時＝8/15㈭、午前9時30分～正午／
午後1時30分～4時

ペットボトルから顕微鏡を作り、野菜などを観察■対象＝区内在
住・在勤・在学で小学生以上の方と保護者　※小学4年生以上の
方は1人でも参加可■期限＝7/29㈪必着

各10組
（1組3人ま

で。抽選）

往復ハガキ
（住所、全員の氏名・年齢〈学
年〉・電話番号、希望時間、「親
子実験教室」）　※1人1回のみ
申し込み可

桜花亭
☎3885-9795
FAX3860-0608

l
レ ッ ツ

et's 自由研究①
「小学生のためのモノづくり科学実験」
■日時＝7/20㈯、午後1時～3時

東京電機大学の教員・学生と一緒にストローで笛やパンフルート
を作り、音が鳴る不思議を科学的に考える■対象＝小学生■費用
＝500円

15人
（7/11、午前9
時から先着順） 窓口 FAX

（氏名〈フリガナ〉、電話番号、
イベント名）let's 自由研究②

「夏休みファミリーらくご」
■日時＝7/21㈰、午前10時30分～正午

区出身の女性噺
はなしか

家・林
はやしや

家なな子
こ

氏による子ども向け落語会／落語
の体験講座　※小学3年生以下の方は保護者の申し込みが必要
■費用＝1,500円　※親子は2人で2,000円。3歳～小学生は700
円。2歳以下の子どもは無料

50人
（7/11、午前9
時から先着順）

ギャラクシティ
☎5242-8161

読み語り＆パネルシアター
■日時＝7/13㈯・27㈯、
午前10時30分～11時

読み語りボランティアによる絵本の読み語りと楽しい手遊び
■対象＝就学前の子どもと保護者

各30組
程度

（先着順）
不要

郷土博物館
☎3620-9393
FAX5697-6562

ミニ掛軸をつくろう
■日時＝7/28㈰、午前10時～正午／
午後2時～4時

掛軸の使われ方や作り方について学び、自分の絵や文字を掛軸に
する■対象＝小・中学生

各20人
（7/17、午前9
時から先着順） 窓口 FAX

（住所、氏名〈フリガナ〉、年齢、
電話番号、イベント名）張り子だるまをつくろう（2日制）

■日時＝8/3㈯・11㈷、午後2時～4時
郷土玩具「張り子だるま」の作り方や材料の紙（足立の紙づくり／
紙のひみつ）について学び、自分だけの張り子だるまを作る■対
象＝小・中学生

15人
（7/17、午前9
時から先着順）

桑袋ビオトープ公園
〒121-0061花畑8-2-2

☎3884-1021
FAX3884-1041

植物スタンプで作ろう暑中見舞い
■日時＝7/21㈰、午後2時～3時

植物の葉などをスタンプにして、様々な模様がついたオリジナル
暑中見舞いを作る　※就学前の子どもは保護者の参加が必要

20人
（先着順）

不要
※午前9時からあやせ川清流
館で参加証を配布

家族で触ろうザリガニ
ちびっこ自然体験
■日時＝8/25㈰、
午前10時30分～11時30分

スタッフと一緒にザリガニを触って観察する　※保護者向けに
「生き物ものしりシート」あり■対象＝就学前の子どもと保護者
■期限＝8/13㈫必着

20人
（抽選）

窓口 FAX 往復ハガキ
（全員の住所・氏名〈フリガナ〉・
年齢〈学年〉、電話・ファクス番
号、「家族で触ろうザリガニ」）

鹿浜いきいき館
（日・月曜日、祝日を除く、
午前10時〜午後5時）

☎3853-5071

夏休み木工教室
■日時＝8/3㈯、午前10時～正午

木の素材を使ったものづくり体験を通して、のこぎりや金づちの
使い方や工作の楽しさを学ぶ■対象＝小学生　※小学1～3年生
は保護者同伴■期限＝7/27㈯

10人
（先着順） 窓口

生物園
☎3884-5577

※別途入園料が必要

海の生きものタッチプール
■期間＝7/20～9/1、午前10時30分
～正午／午後1時30分～3時

様々な海の生きものと触れ合い、観察のポイントを学ぶ
− 不要金魚すくい

■日時＝8/10㈯～12㉁、午前10時30
分～正午／午後1時30分～3時

ワキンやリュウキン、デメキンなど、様々な金魚がすくえる　
※就学前の子どもは保護者同伴■費用＝1回100円

都市農業公園
〒123-0864 鹿浜2-44-1

☎3853-4114

田んぼの野草を美
お い

味しく食べてみよう
■日時＝8/4㈰、午前10時～正午

田んぼで食べられる野草のレクチャー／抹茶風味で栄養満点
の野草パウダーをかけてアイスを食べる■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が必要■費用＝1,000
円（材料費）　※親子は2人で1,500円■期限＝7/24㈬必着

20人
（抽選）

往復ハガキ
（全員の住所・氏名〈フリガ
ナ〉・年齢〈学年〉、電話番号、希
望時間〈お豆腐づくりのみ〉、
イベント名）　※1人1回のみ
申し込み可

お豆腐づくりに挑戦
■日時＝8/4㈰、午前10時30分～正午
／午後2時～3時30分

大豆を使った豆腐づくりを通して、食生活での大豆の重要性を
学ぶ■対象＝小学3年生以上の方　※小学生は保護者の申し込
みが必要■費用＝1,500円（材料費・試食代）　※親子は2人で
2,000円■期限＝7/24㈬必着

各30人
（抽選）

図書館

夏休み1日図書館員
■期間＝7/22～8/23
※日時などは各館によって異なります。
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。

本の貸し出しや返却、ブッカーかけの体験 など■対象＝小学3
～6年生　※一部図書館は小学4～6年生■実施図書館＝中央（☎
5813-3745）／伊興（☎3857-6537）／梅田（☎3840-4646）
／興本（☎3889-0370）／江南コミュニティ（☎3913-0460）／
江北（☎3890-4488）／佐野（☎3628-3275）／鹿浜（☎3857-
6551）／新田コミュニティ（☎3912-1767）／竹の塚（☎3859-
9966）／東和（☎3628-6203）／舎人（☎3857-0771）／花畑

（☎3850-2601）／やよい（☎3852-1433）

各館によっ
て異なる 窓口

凡例

夏のイベント大特集 　下記イベントのほか、図書館や地域
学習センターなどの夏のイベントを区
のホームページで公開しています。

おすすめ



■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、3面左中を参照 3

■期間＝7月15日～8月31日■内容＝日本周辺の海で遭難した人々の救助や、海の安全確保を目的とした青
い羽根募金の受け付け　※区民事務所の窓口に募金箱を設置■問先＝地域調整課�管理係　☎3880-5855

青い羽根募金に
ご協力ください

外来植物による、在来植物の生息場所の占拠などが懸念されています。自分の敷地内
で見かけた場合は、駆除・処分をお願いします。■問先＝環境事業係　☎3880-5860

外来植物の駆除に
ご協力ください

郵送申し込み記入例

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

切 手
〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です
トップ画面の検索バーにタイトルなどを�
入力することで、簡単にアクセスできます。

◯◯◯講座 検索

子育て・教育

こどものぜん息 和太鼓教室
■日時＝8月17日㈯、午前10時～
正午■場所＝区役所庁舎ホール■
対象＝ぜん息を治療中の小学生以
下の方　※保護者の送迎が必要■
内容＝声を出しながらの和太鼓演
奏■定員＝30人（7月11日から先
着順）■申込＝電話／住所、氏名、
年齢（学年）、電話番号、「こども
の和太鼓教室」をファクス■期限＝
7月30日㈫■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　 FAX3880-0041

こどものぜん息 水泳教室
（10日制）
■日時＝9月11日～11月20日の

毎週水曜日、午後3時30分～5時
30分　※11月13日を除く■場所
＝東綾瀬公園温水プール（すいす
いらんど綾瀬）■対象＝ぜん息を治
療中の4歳～中学生　※保護者の
送迎が必要■内容＝医師や看護師
の体調管理のもと、指導員が年齢
や泳力に応じた泳法を指導■定員
＝40人（抽選）�※参加回数の少な
い方優先■申込＝電話／住所、氏
名、年齢（学年）、電話番号、「ぜ
ん息水泳教室」をファクス■申込期
間＝7月11日～25日■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　 FAX3880-0041

1歳ごろの栄養教室
「離乳食から幼児食への
ステップアップ」

■日時等＝▷千住保健センター…7
月23日㈫　▷中央本町地域・保健
総合支援課（足立保健所内）…7月
26日㈮　※いずれも午前10時30
分～11時30分■対象＝開催日現
在、区内在住で11カ月以上の子ど
もの保護者　※子ども同伴可■内
容＝1歳を迎えるころの食生活／
レシピ紹介�など■定員＝各20人
（7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

親・乳・子 医療証の
自己負担金を還付（払い戻し）

■対象＝次のいずれかを所持する
方…親医療証（ひとり親家庭等医

療費助成制度）／乳医療証（乳幼児
医療費助成制度）／子医療証（子ど
も医療費助成制度）■内容＝医療
証を持たずに、または都外など医
療証を取り扱わない医療機関を受
診して自己負担金が発生した場合、
申請により保険診療の自己負担金
の一部または全部を還付■窓口申
請に必要な物＝領収書原本（受診者
氏名、保険点数、受診年月日、医
療機関名、領収金額の記載がある
もの）／印鑑／医療証の保護者名
義の預金通帳／健康保険証■申込
＝窓口／申請書、領収書原本を区

へ郵送　※申請書は電話での請求
や区のホームページからもダウン
ロード可。申請内容により、その
ほかに書類が必要な場合あり。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。
■申・問先＝▷親医療証…親子支
援課�親子支援係� ☎3880-5883　
▷乳・子医療証…親子支援課�児
童給付係� ☎3880-6492

イライラしない子育て講座
（入門編）
■日時＝8月22日㈭、午前10時～
正午■対象＝区内在住で3歳～小
学生の保護者■内容＝より良い親
子関係を築くために、しつけの具
体的なポイントを学ぶ■定員＝20
人（抽選）　※子ども同伴での受講
不可。保育あり（要予約、1歳～
就学前の子ども、10人程度）■申
込＝電話／区のホームページから
専用フォームに入力■期限＝8月2
日㈮■場・申・問先＝こども支援

センターげんき�こども家庭支援課�
事業係� ☎3852-2863

毎月第3土曜日は
「あだち家族ふれあいの日」
■日程＝毎月第3土曜日■内容＝区内
の有料施設（体育館／プール／生物
園／ギャラクシティのプラネタリウム
／郷土博物館�など）が個人利用のみ
無料／マルアイボウリング場と銭湯
を割引料金で利用可　※ボウリング
場は親子での利用のみ（先着30組）、
銭湯は小・中学生と保護者での利用
のみ割引（毎月第1土曜日も割引）■
問先＝家庭教育係� ☎3880-5273

健康・衛生

新規事業  胃がん内視鏡検診
■場所＝区内指定医療機関■対象
＝2年3月31日現在、区内在住で50
歳以上の方　※2年度に1回のみ
受診可■内容＝問診／経口内視鏡
または経鼻内視鏡■費用（自己負
担額）＝2,000円■申込＝窓口／住
所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話
番号、「胃がん内視鏡検診」を 区 へ
ハガキで送付／電子申請（http://
www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/
navi/index.html）　※受診券は申
請から1～2週間後に送付■申・問先
＝データヘルス推進課�健診事業係
� ☎3880-5121

｢科学遊び｣や｢工作教室｣で、楽しく学ぼう！
｢宿題｣や、お弁当を持って行って｢ランチ｣もできる！　夏休みは涼しい児童館へ！

夏休み
思い出づくり、自由研究のヒ

・ ・ ・
ントを探しに

児童館へ行こう！
■問先＝指導相談係　☎3880-5868

み
ん
なで

ワイワ
イ

■開館日時＝月～土曜日、午前10時～午後
6時（鹿浜・東和は日曜日も開館）　※土曜日、
7月22日～8月31日は、午前9時開館。月1
回休館日あり■対象＝18歳以下の方　※就
学前の子どもは保護者同伴

＼全52館でイベント盛りだくさん／
｢おばけやしき｣や｢夏まつり｣を開催する児童館も！
※イベントの内容などは各館で異なります。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。

思い出づくり、自由研究のヒ
・ ・ ・
ントを探しに

児童館へ行こう！

健康・衛生は、
4面に続きます

サメくんがエサを

食べちゃうぞ〜※

自分だけのオリジナル
だから、もっと楽しい！

工作ランチ

※…ひもを動かすとサメが
　　エサに近付く


