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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）

第20回 足立凧
た こ

まつり
■日時＝10月5日㈯、午前11時
～午後3時■場所＝荒川河川敷・
虹の広場■内容＝区内の小学生が
保護者と一緒に作った凧を揚げて
出来映えを競うコンクールの観覧　
※午後1時30分から審査開始。
荒川に関する展示コーナーや模擬
店、大凧揚げなどのイベントあり。
雨天時は凧のデザインコンクール
に変更■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

めざせ昆虫マスター
足立の昆虫調査隊

■日時＝10月6日㈰、午前10時～
午後3時　※4種・計14回のプロ
グラム（各30～45分）を実施。雨
天中止。くわしくは区のホームペー
ジをご覧ください。■場所＝都市
農業公園■内容＝河川敷や畑など
で虫や水生生物を観察する　※就
学前の子どもは保護者同伴■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝㈱自然教育研究センター（区委

託事業者）�� ☎042-528-6595
区・環境事業係　�☎3880-5860

あだワン・シネマカレッジ
映画監督による映像制作
ワークショップ（2日制）

■日程等＝▷10月20日㈰…生涯
学習センター（学びピア21内）　▷
11月30日㈯…東京芸術センター
2階・ホワイトスタジオ■時間＝
正午～午後5時■内容＝映画監督
から映像制作のコツを学び、あだ
ワン（区の魅力を発信するCMコ
ンテスト）応募をめざす■定員＝
30人（抽選）■期限＝10月7日㈪　
※申し込み方法など、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。■問先＝
広報係� ☎3880-5514

秋の剪
せ ん て い

定講習会
■日程等＝▷11月5日㈫…区役所
庁舎ホール　▷12日㈫…花畑地域
学習センター■時間＝午後1時～4
時■対象＝区内在住の方■内容＝
講習と実習を通して庭木などの剪
定方法を学ぶ■定員＝各20人（抽
選）■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、希望日、「秋
の剪定講習会」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＝10月4日㈮
必着■申・問先＝みどり推進課�み
どり事業係 ☎3880-5919

あだちの遊び場

古民家で昔体験
■日時＝10月5日㈯、午後2時～
3時■内容＝古民家周辺で昔の遊
びや道具の使い方を体験する■定
員＝15人（先着順）　※就学前の
子どもは保護者同伴■申込＝不要　
※当日午前9時から都市農ビジター
センターで受け付け■場・問先＝
都市農業公園� ☎3853-4114

家族で遊ぼう ドングリ
ちびっこ自然体験

■日時＝10月27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
フと一緒にドングリを探して遊ぶ　
※保護者向けにドングリについて
書かれた「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
族で遊ぼうドングリ」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。1人1回の
み申し込み可■期限＝10月15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

英国の子ども100万人が学ぶ
プログラミング教材
m
マ イ ク ロ

icro:b
ビット

it入門
■日時＝9月28日㈯、午前10時～
正午／午後1時30分～3時30分■
対象＝小学3～6年生と保護者■内
容＝イギリスで生まれたmicro:bit

（プログラミング教育のための小
型コンピュータ）の基本的な使い方
のレクチャーと、自由なプログラ
ミング体験■定員＝各15組（2人1
組。先着順）■費用＝300円■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「色づく秋の
草花で 手すき和紙体験」

■日時＝10月5日㈯、午後2時30
分／3時30分開始　※各50分程
度■内容＝荒川の草花をすき込ん
で、オリジナルの和紙ハガキを作
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■申込＝不要　※当日午前9時
から会場で参加証を配布■場・問
先＝荒川ビジターセンター　� �
� ☎5813-3753

秋の金魚すくい
■日時＝10月12日㈯～14日㈷、
午前10時30分～正午／午後1時
30分～3時■内容＝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　※すくえなかった方に
は小赤1匹か金魚草の種をプレゼ
ント■費用＝1回100円　※別途入
園料が必要。破れにくい未就学児
用ポイ（200円）あり■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝生
物園　� ☎3884-5577

＝サークル会員募集＝
☆60歳以上の初級者のための
英会話サークル　木曜日、午前
9時～10時　※月3回程度／エ
ル・ソフィアなど／同年代との
交流と英語の勉強　※体験可。
要事前連絡／月額4,200円　※
別途入会金1,000円／電話／上
田（平日、午前9時～午後4時）

☎090-3907-6219

＝催し物＝
☆行政書士会・不動産協会無料
相談会　10月12日㈯・13日㈰、
午前10時～午後4時／荒川河川
敷・虹の広場／遺言相続・不動産
相談／当日直接会場へ／遺言・
相続相談…小林� ☎5680-2882
不動産関連全般の相談…風祭

☎5813-9400

足立のあらかわ文化祭
　  生涯学習センター・講堂（学びピア21内）

あらかわ自然クラフトマルシェ
■日時＝27日㈰、午前10時～11時30分／午後1時30分～3時30分
■内容＝荒川ビジターセンターや、荒川流域で活動する団体による自
然素材を使ったクラフト体験講座　※材料がなくなり次第終了■申込
＝不要　※当日直接会場へ

川あるきの日スペシャル・川のようちえん
▪川あるきの日スペシャル
　「植物ハカセと行く！ あらかわの生きもの調査」
■日程＝26日㈯■場所＝荒川河川敷■内容＝植物の専門家と一緒に、
荒川河川敷の生きものを観察しながら歩く　※当日枠あり（午前10時
30分から生涯学習センター・講堂ロビーで受け付け。先着順）
▪川のようちえん「ひみつきちづくりと秋の生きものさがし」
■日程＝27日㈰■場所＝生涯学習センター・講堂（学びピア21内）／
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＝荒川河川敷でアシなどを使って秘密基地を作り、
生きものを探す

――いずれも――
■時間＝午前10時30分～正午■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、イベント名を往復ハ
ガキで送付　※返信面にも宛名を記入。1通で5人まで。1人1回の
み申し込み可■期限＝10月15日㈫必着

荒川今昔写真展
■日時＝26日㈯・27日㈰、午前10時～午後4時■内容＝昭和から平
成にかけての足立区や荒川の暮らしの写真展　※すごろくやカルタで
遊べる「昔あそびコーナー」あり■申込＝不要　※当日直接会場へ

10/26㈯
・27㈰生涯学習センター・講堂（学びピア21内）

成
な る

井
い

豊
ゆたか

のドラマ・リーディング教室（9日制）
■日時等＝▷レッスン…12月7日～21日、2年1月11日～2月1日の毎週
土曜日、午前10時～正午　▷リハーサル…2年2月8日㈯、午後6時～
8時　▷発表会…2年2月9日㈰、午前11時～午後4時■対象＝高校生
以上の方■内容＝日本・世界の名作本を使用して、演劇のいろはを体
験　※費用や申し込み方法など、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。■定員＝15人程度（選考。区内在住・在勤・
在学の方優先）■申込期間＝9月26日～10月15日必着■場・問先＝シ
アター1010　　　　　　�　☎5244-1021　 HP http://t1010.jp/

※就学前の子どもは保護者の参加が必要。そのほかのイベントなど、
くわしくはホームページをご覧ください。■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　HP http://ces-net.jp/ara-vc/



■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面左下を参照 9

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝9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〉を記入　※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10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
日本の復習 

「箸」の魅力を知る
10/10㈭
午前10時～11時30分 30人 500円

事前

春まで花をたのしむ 
初心者のための寄せ植え講座

11/4㉁
午後2時～3時30分 30人 2,400円

毛筆で年賀状を書こう
（3日制）

11/8・15・22
いずれも金曜日
午後1時30分～3時

25人 1,600円

無形文化遺産 和食の起源と
変遷 米を中心に

11/18㈪
午後1時30分～3時 40人 600円

のびのび幼児食講座
◆9カ月～1歳3カ月の子どもと保護者

11/19㈫
午後1時30分～3時 30組 無料

学びピアコンサート 
クラシックとポップスのあいだに

11/24㈰
午後2時～3時30分 190人 1,000円

「令和」典拠の歌の背景と、
万葉人の自然観（2日制）

11/29㈮、12/6㈮
午前10時30分～正午 40人 1,200円

生命を支えるタンパク質の
ふしぎと起因する病気（4日制）

11/29～12/20の毎週金曜日
午後7時～8時30分 30人 2,000円

獨協大学連携 
旅を楽しむためのおみやげ
観光学入門（2日制）

11/30㈯、12/7㈯
午前10時～正午 30人 1,500円

★千住の賑
にぎ

わい
宿場の賑わいが文化をつくる

（3日制）

11/13・20・27
いずれも水曜日
午後2時～4時

50人 1,500円
10/30必着

★足立の伝統工芸「匠の技」
（3日制）

11/15・22・29
いずれも金曜日
午後2時～4時

50人 1,500円
11/1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）
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
乾燥が気になる季節の
うるおいスキンケア
◆16歳以上の女性

11/2㈯
午後2時～4時 20人 500円

事前

芸術の秋はショパン
大
おおむろ

室晃
あき

子
こ

ピアノコンサート
◆どなたでも

11/2㈯
午後7時～8時30分 80人 1,000円

百万人のキャンドルナイト
「廃油でキャンドルづくり」
◆小学生以上の方

11/4㉁
午後2時～4時 16人 無料

楽しく親子体操（6日制）
◆2・3歳の子どもと保護者
託児：6カ月～就学前の子ども

11/5～12/17の毎週火曜日
（11/26を除く）
午前9時30分～10時30分

25組
（託児5人）

3,360円
（託児付き
5,820円）

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

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

11/12㈫
午前10時30分～正午 10組 1,020円

事前

親子でABC A・B（5日制）
◆Ａ：3カ月～1歳の子どもと保護者
◆Ｂ：2・3歳の子どもと保護者

11/14～12/12の毎週木曜日
Ａ：午前10時～10時50分
Ｂ：午前11時10分～正午

各
15組 3,750円

時短料理術 
松
まつたけ

茸炊き込みごはんと
さんまの甘

かん

露
ろ に

煮

11/20㈬
午後5時～6時
午後7時～8時

各
20人

1回
1,500円

ウールマフラーの藍
あい

染
ぞめ 11/22㈮

午後1時～4時 15人 1,500円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370

親子リトミック（3日制）
◆4カ月～1歳の子どもと保護者

10/5・12・26
いずれも土曜日
午前9時40分～10時20分

30組 560円

事前

透明水彩画 体験教室（2日制）10/19㈯・26㈯
午前10時～正午 15人 3,000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（介助者同伴可）

10/19㈯
午前10時45分～正午 10人 1,000円

自分好みのオリジナルアロマ
でインフルエンザ予防

10/20㈰
午後6時～7時30分 10人 1,000円

小学生フットサル
体験レッスン i

イン

n 興本
◆Ａ：小学1～3年生
◆Ｂ：小学4～6年生

10/26㈯
Ａ：午後3時30分～4時30分
Ｂ：午後5時～6時

各
20人 560円

大人のきれいな字の書き方
「筆ペン漢字編」（4日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

11/1～29の毎週金曜日
（11/15を除く）
午後1時30分～3時

12人
（託児4人）

2,640円
（託児付き
4,640円）

強い心身を作ろう
「空手教室」（7日制）
◆小学生以上の方

11/1～12/20の毎週金曜日
（11/15を除く）
午後6時15分～7時15分

30人 4,550円

和室でゆったりヨガ
託児：6カ月～3歳の子ども

11/7～28の毎週木曜日
午前10時30分～正午

各
10人

（託児2人）

1回
1,000円

（託児付き
2,000円）

日本の美を学ぶ 
きもの着付け教室（2日制）
◆16歳以上の女性

11/9㈯・23㈷
午後1時30分～3時30分 10人 2,200円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522

楽しく歌おうウクレレサロン
演奏者も大募集中

10/7㈪・28㈪
午後1時30分～4時

各
10人

1回
330円

事前
大人のための字の書き方

「筆ペンひらがな編」（5日制）
10/25～11/22の毎週金曜日
午前9時30分～11時 12人 3,300円

子どもクラシックバレエ
（10日制）
◆小学1～3年生の女性

10/25～12/27の毎週金曜日
午後5時～6時 15人 5,600円

フルートと楽しむ
ハロウィンおはなしコンサート
◆どなたでも

10/26㈯
午後2時～3時 30人 無料 当日

キッズチアダンス（8日制）
◆5歳～小学2年生

10/28～12/23の毎週月曜日
（12/16を除く）
午後4時～4時50分

15人 8,380円

事前

親子ヨガで
産後の骨盤をセルフケア
◆3カ月～1歳5カ月の子どもと母親

11/5㈫・19㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円

ママの産後骨盤ケア＆
ベビーマッサージ
◆2～10カ月の子どもと母親

11/6～27の毎週水曜日
午前10時30分～正午

各
10組

1回
1,320円

基礎から学ぶ空手教室（3日制）
◆5歳～小学生

11/6・13・20
いずれも水曜日
午後6時30分～7時30分

20人� 300円

ネイティブ講師と楽しもう
親子で英語教室（3日制）
◆1～3歳の子どもと保護者

11/11・18・25
いずれも月曜日
午前10時～10時50分

10組 3,300円


