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「『蓄電池システム補助金に関してのアンケート』と称した電話がかかってきた」という相談が寄せられています。都や区
ではこのようなアンケートは実施していませんので、ご注意ください。■問先＝環境政策課�管理係　　☎3880-5935

「蓄電池などの補助金に関する
電話アンケート」に注意

お休みします　駐車場・庁舎
ホール・展望レストラン など

8月10日㈯・11日㈷は消防設備点検のため、区役所
全館を閉館■問先＝本庁舎管理係　��☎3880-5824

催し物は、
5面からの続きです

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）

おはじきサッカー 「日本
グランプリ」観戦・体験会

■日時＝8月17日㈯、午前9時～午
後6時30分／18日㈰、午前9時30
分～午後7時30分　※終了時間は
予定■場所＝エル・ソフィア■内容
＝日本最高峰のおはじきサッカー公
式戦の観戦／体験ブース（午前9時
30分～午後5時30分）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝文
化事業支援係� ☎3880-5467

みんなでラジオ体操
プロジェクト

■日時＝8月4日㈰、午前6時30分
開始■場所＝荒川河川敷・虹の広
場／青和コミュニティ公園／道海
公園／都立舎人公園／中島根小学
校／中曽根神社（本木2-5-7）■内
容＝東京2020大会の機運醸成と
健康増進の一環として、区内で一
斉にラジオ体操を行う■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝生
涯スポーツ担当� ☎3880-5976

親子料理講座
「旬の野菜をまるごと・
おいしく・いただきます」

■日時＝9月28日㈯、午前10時～
午後1時■場所＝東和地域学習セ
ンター■対象＝小学生以上の方と
保護者■内容＝親子でふれあい、
楽しみながら旬の野菜を使った料
理を作る■定員＝8組（2人1組。7
月26日から先着順。ひとり親家庭

の優先枠あり。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。）　※保育あり（要
予約、6カ月～就学前の子ども、
先着10人）■費用＝300円■申込
＝電話／区のホームページから専
用フォームに入力／住所、全員の
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、「親子
料理講座」をファクス■申・問先＝
男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

夏休みこども広場 「みんなで
楽しく作ろう 水餃

ギ ョ ー ザ

子つるりん 
おにぎりモグモグ」

■日時＝8月9日㈮、午前10時～午
後2時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝小学3～6年生■内容＝簡単な
ランチ作り（おにぎり・水餃子）で調
理の仕方を学び、参加者同士でコ
ミュニケーションを図る■定員＝24
人（7月26日から先着順）■費用＝
100円■申込＝電話／住所（町名
まで）、氏名（フリガナ）、年齢、電話・
ファクス番号、「夏休みこども広場」
をファクス■申・問先＝男女参画プ
ラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

郷土博物館の催し（7月・8月分）
▪はたらく消防の写生画展
■期間＝7月30日～8月25日■場
所＝郷土博物館■内容＝足立消防
署管内で実施された「はたらく消防
の写生会」に寄せられた作品の展示
▪平和事業展・足立の学童疎開展
■期間＝8月5日㈪、午後1時～9
日㈮、正午■場所＝区役所1階区
民ロビー■内容＝戦時中に長野県
へ疎開した経験がある方で結成さ

れた「足立の学童疎開を語る会」に
よる、集団疎開の状況を伝える資
料やパネルなどの展示
▪映画会
■日時＝8月10日㈯、午前11時～
正午　※無料公開日■場所＝郷土
博物館■内容＝「盆行事とその地
域差�盆棚に注目して」の上映

――いずれも――
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝郷土博物館� �
� ☎3620-9393

真夏の怪談L
ラ イ ブ

IVE
■日時＝8月8日㈭、午後3時～4時
■対象＝18歳以下または60歳以上
の方　※就学前の子どもは保護者
同伴■内容＝夏の暑さを忘れられ
る、プロによる怪談を楽しむ■定
員＝120人（先着順）■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝鹿
浜いきいき館� ☎3853-5071

親子特別講座
「カルビー親子おやつ教室」
■日時＝8月17日㈯、午後1時30
分～3時■対象＝区内在住・在学
で、食物アレルギーのない5歳以
上の子どもと保護者■内容＝カル
ビー㈱が取り組むリサイクル活動
（ジャガイモの皮、焦げたポテト
チップスの処理など）やおやつの
パッケージの見方などを、クイズ
を交え楽しく学ぶ　※シリアルの
試食あり■定員＝15組（1組3人ま
で。抽選）■費用＝200円■申込

＝電話／窓口／住所、全員の氏名
（フリガナ）、年齢（学年）、電話番
号、「カルビー親子おやつ教室」を
ファクス・ハガキで送付■期限＝
8月10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

l
レ ッ ツ

et's 自由研究
「夏休みこどもアート教室」
■日程等＝▷8月12日㉁…オリジ
ナル時計を作ろう　▷17日㈯…楽
しいオリジナル木工作　▷23日㈮
…ガラス絵を描こう■時間＝午後1
時～4時■対象＝小学生　※小学
1～3年生は保護者同伴■内容＝自
分だけのオリジナルアート作品を
作る■定員＝各15人（7月26日、
午前9時から先着順）■費用＝▷オ
リジナル時計…3,000円　▷その
ほか…1,500円■申込＝電話／窓
口／氏名（フリガナ）、電話番号、
イベント名をファクス■場・申・問
先＝桜花亭
☎3885-9795 FAX3860-0608

■日程等＝表1■時間＝午後2時～4時（保塚地域学習センターのみ
午前10時～正午）■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（8月・9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
8/7・14・21・28、9/4・11・18・25
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興※ ☎3857-6537 8/10㈯・17㈯
梅田 ☎3880-5322 8/4㈰・17㈯、9/21㈯
興本 ☎3889-0370 8/11・25、9/8・22　いずれも日曜日
江北 ☎3890-4522 8/10・24、9/14・28　いずれも土曜日
佐野 ☎3628-3273 8/3・17、9/7・21　いずれも土曜日
鹿浜 ☎3857-6551 8/6㈫・19㈪、9/3㈫・16㈷
新田 ☎3912-3931 8/3㈯・16㈮、9/7㈯・20㈮
竹の塚 ☎3850-3107 8/9㈮・15㈭、9/13㈮・19㈭
中央本町 ☎3852-1431 8/10・24、9/14・28　いずれも土曜日
東和 ☎3628-6201 8/8・22、9/12・26　いずれも木曜日
舎人 ☎3857-0008 8/13㈫、9/10㈫
花畑 ☎3850-2618 8/16㈮、9/7㈯・20㈮
保塚 ☎3858-1502 9/12㈭・26㈭

※…伊興地域学習センターは改修工事のため、9月以降は休止

来て 見て 話して ITサロン（8月・9月分）

大学連携の催し

帝京科学大学
▪猫との暮らし方に関する座談会
■日程＝8月2日㈮■対象＝猫を飼っている方■内容＝猫の行動
に関する講義／猫と一緒に暮らしていて幸せに感じていることや
困っている行動など、猫について語り合う座談会■定員＝5組（1組
2人まで）
▪犬猫のための終活セミナー
■日程＝8月6日㈫■対象＝犬・猫を飼った経験がある、または検
討中の方■内容＝いつか来る「家族（ペット）とのお別れ」のために
知っておきたいペットロス・供養の話■定員＝20人

――いずれも――
※7月26日から先着順■時間＝午後2時～3時30分■申込＝電話／
窓口■場・申・問先＝帝京科学大学附属動物病院（平日、午前9時
～午後5時）　千住桜木2-2-1　　　　　　　　　　�☎6910-3768

東京藝術大学 
▪昭和の家コンサート「からたちの花々」
■日時＝8月24日㈯、午後6時～7時■場所＝昭和の家（西保木間
2-5-10）■対象＝区内在住・在勤・在学で小学生以上の方■内容＝
戦前の名建築で、当時の名作歌曲を聴く■定員＝50人（抽選）■申込
＝住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数（4人まで）、「昭和の家コ
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＝8
月8日㈭必着■申・問先＝東京藝術大学�アートリエゾンセンター（8
月13日㈫～16日㈮を除く平日、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

＝サークル会員募集＝
☆ピアフ短歌会　毎月第1金�
曜日、午後1時～4時／エル・
ソフィアなど／短歌の作り方、
実作指導 ※見学自由。要事
前連絡／月額2,000円／電話
／西澤� ☎090-9013-2251



■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

「『蓄電池システム補助金に関してのアンケート』と称した電話がかかってきた」という相談が寄せられています。都や区
ではこのようなアンケートは実施していませんので、ご注意ください。■問先＝環境政策課�管理係　　☎3880-5935
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氏（国語学者）の「心地よい日本語のお話」
■日時＝10月25日㈮、午後2時30分～4時30分■場所＝江戸東京博
物館（墨田区横網1-4-1）■対象＝都内在住の方■内容＝国語学者・金
田一秀穂氏による、日本語の面白さや奥深さなどについての講演■定
員＝400人（抽選）■申込＝ホームページから専用フォームに入力／住
所、氏名、年齢、電話番号、参加人数（2人まで）を往復ハガキで送付
※返信面にも宛名を記入■申込期間＝8月1日～31日消印有効■申・
問先＝（公財）東京税務協会�事業部　〒164-0001中野区中野4-6-15　

☎3228-7994　HP http://www.zeikyo.or.jp

官  公 庁

キャンプの達人になろう
■日時＝8月18日㈰、午前10時～
午後4時■場所＝宮城ゆうゆう公
園■対象＝中学生以上の方■内容
＝テント設営、炊事、安全管理な
どを学ぶ　※20歳以上の方は宮
城ゆうゆう公園少年キャンプ場の
利用に必要な修了証を取得可（3年
更新制）■定員＝20人（抽選）■費
用＝500円（材料費）■申込＝電話
／窓口■申込期間＝7月26日～8
月9日■申・問先＝青少年課�青少
年事業係� ☎3880-5275

あだちの遊び場

うごくブロックくらぶスペシャル 
あるく恐竜デザインラボ

■日時＝7月30日㈫、午前10時
30分／午前11時15分／正午／
午後1時15分／午後2時／午後2
時45分開始　※各30分■対象＝
5歳～小学生　※就学前の子ども
は保護者同伴■内容＝レゴ®ブロッ
クを使って、リモコンで歩く恐竜を
作る■定員＝各12人（先着順）■申

込＝不要　※当日午前9時から会
場で整理券を配布■場・問先＝ギャ
ラクシティ� ☎5242-8161

学びピアの縁側
「草花の涼やかうちわづくり」
■日時＝8月10日㈯、午後2時30
分／午後3時30分開始　※各45
分程度■場所＝生涯学習センター・
4階講堂ロビー（学びピア21内）
■内容＝荒川の野草の押し花をあ
しらって、うちわを作る■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＝100円（材料費）■申込＝不要　
※当日午前9時から会場で参加証
を配布■問先＝荒川ビジターセン
ター� ☎5813-3753

夜のカエル観察会
■日時＝8月24日㈯、午後6時30
分～8時30分　※荒天中止■対象
＝小学生と保護者■内容＝夜間に
活動するヒキガエルを観察して、
身近な生きものへの理解を深める
■定員＝25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、「夜
のカエル観察会」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＝8
月8日㈭必着■場・申・問先＝生
物園　〒121-0064保木間2-17-1��
� ☎3884-5577

バッタの大ジャンプ大会
■日時＝8月18日㈰、午後2時～
3時■内容＝園内で捕まえたバッタ
でジャンプ競技などを実施■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　※当日午前9時からあやせ
川清流館で参加証を配布■場・問

先＝桑袋ビオトープ公園
� ☎3884-1021

田んぼの生きもの調査
■日時＝8月3日㈯、午前10時～正
午■対象＝5歳以上の方　※小学3
年生以下の方は保護者同伴■内容
＝カエルや水生昆虫など、田んぼ
の生きものを調査　※田んぼの環
境診断チェックファイルあり■定員
＝30人（先着順）■費用＝500円（材
料費）■申込＝不要　※当日午前9
時から会場で受け付け■場・問先
＝都市農業公園� ☎3853-4114

夏休み学習展「巨匠の日本画」
―横

よこやまたいかん

山大観から平
ひらやま

山郁
いく

夫
お

、近現代を彩る名品たち―

　横山大観、上
う え む ら

村松
しょう

園
え ん

、川
か わ ば た

端龍
りゅう

子
し

など、明治から平成を彩る画家たち
の作品を一堂に展示。日本画の歩みや楽しみ方を、クイズなどで学べ
るワークブックもあるので、夏休みの自由研究にもおすすめです�！

郷土博物館（大谷田5-20-1）　☎3620-9393
7月24日～9月1日　※月曜日休館。祝日の場合は開
館し翌日休館
午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
200円　※団体（20人以上）は100円。70歳以上ま
たは中学生以下の方は無料
亀有駅北口から東武バス（八潮駅南口行き）に乗り、
「足立郷土博物館」下車徒歩１分など

▲横山大観「燿
よ う は っ こ う

八紘」
近代を代表する巨匠・大観による、荘厳な富士
の姿。燿八紘とは、全世界に輝くという意味。

▲川端龍子「紅
こ う よ う ぐ ん き ん

葉群禽図
ず

」
鮮
あざ

やかな紅葉と水鳥。戦後まで活躍した龍子
は、ダイナミックな描写や色彩が持ち味。

▲上村松園「紅
も み じ

葉可
か り ず

里図」
紅葉の散る中、和傘を手に
佇
たたず

む女性。美人画の名手・
松園が得意とした、清らかで
美しい女性像。

えんチャレ参加希望者募集

　あだちエンターテイメントチャレンジャー支援事業（えんチャレ）で
は、将来メジャーでの活躍をめざす若手アーティストを募集します。
■募集期間＝7月25日～8月23日■選考＝▷1次…書類　▷2次…実
演（9月予定）■申込＝申込書類を持参　※申込書類は区のホームペー
ジからダウンロード。申し込み条件など、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・問先＝地域文化
課�文化事業支援係　　　　　　　　　　　　　　�　☎3880-5467

ウィズ イリュージョン マジックショー「幻・想・師」

■日時＝8月21日㈬、午前11時／午後3時開演　※各30分前開場■内
容＝チーム�ウィズによる感動と興奮のイリュージョンマジックショー
■費用＝SS席4,500円／S席3,500円／A席2,500円　※前売り価格。
当日は500円増。区内在住・在勤・在学の方はA席を除き300円割引。
3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）

日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念
ハンガリーフェア2019 アダム・ジョージ ピアノ・リサイタル 2019 ファイナル

■日時＝9月23日㈷、午後2時開演　※午後1時開場■内容＝ハンガ
リー出身のスタインウェイピアノアーティスト�アダム・ジョージに
よる、世界ツアー最後を飾る日本での封切り公演■費用＝SS席6,500
円／S席4,500円／A席3,500円／B席2,000円　※前売り価格。当日
は500円増。就学前の子どもは入場不可

――いずれも――
※全席指定■場所＝西新井文化ホール■定員＝902人（先着順）■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■問
先＝ギャラクシティ　　　☎5242-8161　HP http://galaxcity.jp/

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお
願いします。■問先＝障がい施策推進担当　☎3880-5407　 FAX3880-5754

気づいてください
ヘルプマーク
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