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暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

暮らし・まちづくり

� �講座「まちへかかわる第一歩 
ジブンをいかす輪の広げ方」

■日時＝11月9日㈯、午後1時～3
時30分■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝地域活動でネッ
トワークを効果的に活用している
団体からネットワークの展開と地
域活動への実用的な運用方法を学
び、考える■定員＝25人（10月12
日から先着順）■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、氏名（フリガナ）、電話・
ファクス番号、Ｅメールアドレス、「ジ
ブンをいかす輪の広げ方」をファク
ス■場・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

�
消費者講座

▪知っておきたい葬儀や
　お墓の基礎知識（2日制）
■日時＝11月14日㈭・21日㈭、
午後6時30分～8時30分■内容＝
人生の最期を締めくくるお葬式や
お墓の疑問、エンディングノート
の書き方などを学ぶ
▪知ってトクする羽毛のはなし
■日時＝11月21日㈭、午後2時～
4時■内容＝羽毛製品の選び方や
使い方、購入時のトラブル防止に
ついて学ぶ�
―いずれも―

■場所＝エル･ソフィア■対象＝区
内在住・在勤・在学の方■定員＝
60人（10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・ファクス番号、
講座名をファクス■申・問先＝消

費者センター
☎3880-5385 FAX3880-0133

資源を買い取ります
■日時等＝表1�※開催日は変更に
なる場合があります。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。■対象＝
区内在住の方　※事業者による持
ち込み、持ち去り資源、集団回収
で回収されたものは不可■買い取
り品目＝古紙（新聞・雑誌・段ボー
ル）／缶（アルミ缶・スチール缶）／
ペットボトル／廃食用油（植物性油）
／古布■持ち物＝本人確認書類■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝資源化推進係
� ☎3880-5027

区営自転車駐車場での自転車
無料引き取りを新たに4カ所
で開始し、全12カ所で実施

■新たな引き取り場所＝竹の塚東・
竹の塚西・大師前・西新井自転車
駐車場　※受付時間など、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。■
対象＝区内在住・在勤の方■申込
＝不要　※自転車と本人確認書類
を持参し直接引き取り場所へ■問
先＝自転車係　� ☎3880-5914

環境活動者・団体交流会
■日時＝11月19日㈫、午後7時～
9時■場所＝区役所■対象＝環境
活動を行っている個人・団体・企
業�など■内容＝活動内容を相互紹
介／環境をテーマに意見交換し交
流■定員＝30人程度（10月11日
から先着順）■申込＝電話／区の
ホームページから専用フォームに
入力／団体名、氏名、電話番号、「交
流会参加」をEメール■期限＝11月
5日㈫■申・問先＝環境事業係
� ☎3880-5860

kankyo-jigyo@city.adachi.
　tokyo.jp

住まいの情報展
■期間＝10月28日㈪～11月1日㈮、
午前9時～午後5時　※28日は午
前11時開始、1日は午後4時終了
■場所＝区役所1階区民ロビー■
内容＝住まいに関する情報のパネ
ル展示／パンフレット配布�など■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝住宅計画係� ☎3880-5963

�

マイナンバーカードの申請
をお手伝いします

■日時＝10月24日㈭、11月8日㈮、
午前9時～午後3時■場所＝足立
成和信用金庫�花畑支店（保木間
3-34-11）■対象＝初めてマイナン
バー（個人番号）カードを申請する
方　※乳児など、座れない方を除
く■内容＝申請書記入補助／写真
撮影（無料）■申込＝不要　※マイ
ナンバーを証明できるもの（通知
カードなど）を持参し、当日直接会
場へ■問先＝個人番号カード交付・
普及係� ☎3880-5698

みんなで育もう 
子どもたちの安全と安心
シンポジウム

■日時＝１１月１日㈮、午後２時～４
時３０分■場所＝区役所庁舎ホール
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝安全インストラクターな
どによる子どもの防犯についての
講演／体験講座／シンポジウム■
定員＝１００人程度（１０月１１日から
先着順）■申込＝電話／窓口／全
員の氏名（フリガナ）・年齢、電話
番号、「シンポジウム」をファクス■
期限＝１０月２５日㈮■申・問先＝ま
ちづくり課�防犯まちづくり係
☎３８８０-５４３５ FAX３８８０-５６０５

�

交通安全ポスターコンクール
入選作品の展示

■期間＝10月26日～11月5日■
場所＝区役所1階区民ロビー■内
容＝小・中学生が描いた交通安全
ポスターの入選作品（64点）の展

示■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝交通対策課�推進係　　　�
� ☎3880-5912

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）

ふれあいまつり a
アット

t 桜花亭
■日時＝11月2日㈯・3日㈷、午前
10時30分～午後2時30分■内容
等＝ヨーヨーすくい（100円）・射的
（200円）・けん玉・輪投げ・こま
回しなどの昔あそび／模擬店■申
込＝不要　※当日直接会場へ
▪事前申し込みイベント
　木の実で工作「森を作ろう」
■日時＝11月3日㈷、午前10時30
分～午後1時30分■対象＝4歳～
小学生　※小学2年生以下の方は
保護者同伴■内容＝松ぼっくり・ど
んぐり・落ち葉・小枝など、自然
の材料を使った工作■定員＝30人
（10月11日、午前9時から先着順）
■費用＝200円（材料費）■申込＝
電話／窓口／氏名（フリガナ）、電
話番号、「木の実工作」をファクス
―いずれも―

■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795　 FAX3860-0608

足立区郷土芸能大会
■日時＝10月27日㈰、午前10時
30分～午後5時■場所＝区役所庁
舎ホール■内容＝郷土芸能保存会
によるお囃

はや

子
し

や和太鼓の演奏■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝郷土博物館� ☎3620-9393

アトリウムコンサート
■日時＝10月25日㈮、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝創立30周年を
迎える足立区民合唱団による「この
広い野原いっぱい」「赤とんぼ」「小
さい秋見つけた」などの演奏■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

表1　資源の買い取り 日時等
場所 日時

飛鳥興産㈱（江北2-3-18）
☎3856-8464

▷月～土曜日…午前8時～10時　※祝日、年
末年始、休業日を除く。前日までに予約が必
要　▷毎月第3日曜日…午前9時～午後3時

㈱遠藤商店（花畑1-14-1）
☎3883-6479

▷月～金曜日…午前8時～正午／午後1時～5時　
▷土曜日…午前8時～正午（午後5時まで開催す
る場合あり）　※祝日、年末年始、休業日を除く

グリーンリサイクル㈱（宮城1-4-8）
☎3927-9311 毎月第1日曜日、午前9時～正午

関原の森（関原1-21）（東京都環境
リサイクリング事業協同組合）

☎5902-3667
毎月第1日曜日、午前9時～正午　
※12月、2年3月は第2日曜日

㈱新井商店（北加平町8-26）
☎3606-6911

毎月第2日曜日、午前9時～午後1時　
※10月は第1日曜日、2年1月は第3日曜日

㈱トベ商事（入谷8-13-1）
☎3897-1156 毎月第2日曜日、午前9時～午後3時

㈱要興業（鹿浜7-10）
☎3853-5341

毎月第4日曜日、午前9時～午後1時　
※12月、2年3月は第3日曜日

㈱増田商店（東和5-2-20）
☎3605-8664 毎月第4日曜日、午前9時～午後1時

※事業者への問い合わせは平日、午前9時～午後5時（飛鳥興産㈱のみ午後1時～5時）

東京オリンピック・パラリンピックに
向けた「外国人おもてなし語学（英語）
ボランティア育成講座」（3日制）

■日時＝12月1日、午後1時～4時30分／12月8日・15日、午前
10時～正午・午後1時～3時　※いずれも日曜日■場所＝中央本町
地域学習センター■対象＝区内在住・在勤・在学で15歳以上の方　
※中学生または同講座修了者は不可■内容＝外国人とのコミュニ
ケーション方法や外国の基礎知識を学び、中学校で学習する英語を
使って道案内などができるようになることをめざす■定員＝36人（抽
選）　※保育あり（6カ月～就学前の子ども）■申込＝区のホームペー
ジから専用フォームに入力／住所、区外在住の方は勤務先または通
学先・所在地、氏名（漢字、ローマ字）、年齢、性別、電話番号、
保育希望の有無、「東京オリンピック・パラリンピックにどのように関
わりたいか」を区へ往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入■
期限＝１０月３１日㈭消印有効■申・問先＝経営戦略推進担当課�オリ
ンピック・パラリンピック担当　　　　　　　　　　☎3880-5492

都・区
共催

今回入れてあと2回 ！



■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

第54回 足立区民合唱団 
30周年記念 定期演奏会

■日時＝11月17日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝「メサイ
ア（G・F・ヘンデル）」の演奏■定
員＝９０２人（先着順）■費用＝▷前
売り…1,000円　▷当日…1,200
円　※いずれも高校生以下の方は
半額。3歳以下の子どもは入場不
可。全席自由■申込＝窓口／ギャ
ラクシティホームページ（https://
www.galaxcity.jp/）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＝文
化団体支援係� ☎3880-5986

区立小・中学校連合行事
■日時等＝表2■申込＝不要　※
当日直接会場へ■問先＝学校検査
担当� ☎3880-5183

みどりのカフェ（11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　▷クリスマスカード
…1００円程度　※小学生以下の方

も参加可（保護者同伴）■定員＝各
30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
▪みどりのレッスン
■時間＝午後１時３０分～３時３０分
■内容＝「おしゃれな寄せ植えづく
り」の講義と寄せ植え■定員＝50
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、「11月みどりのレッスン」
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２５日㈮必着
―いずれも―

■日程＝２７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

陶芸体験教室
■日時＝11月16日㈯、午前10時
～11時30分／午後1時～2時30
分■場所＝都市農業公園■対象＝
区内在住・在勤・在学の方■内容
＝自由作品を1人1点作る　※作
品の引き渡しは２年１月中旬以降■
定員＝各16人（抽選）■費用＝500

円（材料費）■申込＝全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号、
希望時間、「11月16日陶芸体験教
室」を往復ハガキで送付　※返信
面にも宛名を記入。1通で2人ま
で。１人1回のみ申し込み可■期限
＝11月6日㈬必着■申・問先＝障
がい福祉センターあしすと�社会リ
ハビリテーション室　〒121-0816
梅島3-31-19� ☎5681-0131

図書のリサイクル
「本のとらばーゆ」
■日時＝11月10日㈰、午前10時
～午後4時　※午後3時30分受け
付け終了。本がなくなり次第終了
■場所＝生涯学習センター・講堂
（学びピア21内）■対象＝区内在
住の方■内容＝区立図書館で利用
を終えた図書や寄贈図書の無料配
布　※1人20冊（絵本は2冊）まで。
持ち帰り用の袋は各自持参■申込
＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝中央図書館　� ☎5813-3740

あだち区民大学塾講座　江戸の
庶民文化浮世絵の魅力（3日制）

■日程等＝▷12月1日㈰･･･郷土博
物館　▷12月6日㈮・15日㈰…生
涯学習センター（学びピア21内）■
時間＝午後2時～4時■内容＝浮世
絵展｢初顔見世の役者絵｣の解説と

鑑賞／浮世絵の始まりから、錦絵・
新版画への発展を当時活躍した絵
師とともに学ぶ■定員＝50人（抽
選）■費用＝1,500円■申込＝全
員の住所・氏名（フリガナ）・電話
番号、「浮世絵」を往復ハガキで送
付　※返信面にも宛名を記入■期
限＝11月18日㈪必着■申・問先
＝生涯学習センター�あだち区民大
学塾事務局（平日、午後1時～5時）�
〒120-0034千住5-13-5
� ☎5813-3759

元年度「あだち子ども将棋
大会」地域チーム参加募集

■日時＝2年1月25日㈯、午前9時
～午後0時20分■場所＝千寿本町
小学校■対象＝小学生■内容＝3
人1チームの団体戦■定員＝12人
（抽選。チームは区で編成）　※学
校代表チームは学校を通じて募
集。学校代表チームとの重複申し
込み不可■申込＝電話／区のホー
ムページから専用フォームに入力
／全員の住所・氏名・学校名・学年・
電話番号をファクス■申込期間＝
10月11日～11月1日■申・問先
＝青少年事業係
☎3880-5275　 FAX3880-5641

催し物は、
10面に続きます

秋の実りとワクワクがいっぱい ！
都市農業公園 秋の収穫祭

■日時＝10月19日㈯・20日㈰、午前9時～午後4時■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝都市農業公園　　　☎3853-4114

内容 時間 定員等
さつまいもの
収穫体験

午前9時30分～10時30分／午前
11時～正午／午後2時～3時

■定員＝各20組（先着順）
■費用＝500円

稲わらで
バンダナ染め

午前9時30分～10時30分／午前
11時30分～午後0時30分／午後
2時～3時

■対象＝3歳以上の方
■定員＝各15人（先着順）
■費用＝600円

わらの
秘密基地あそび

午前10時～正午・午後1時30分
～4時の間に8回実施　※各30分 ■定員＝各30人（先着順）

古民家で
脱穀体験

午前10時～正午／午後1時～4時　
※時間内随時受け付け ―

ハーバリウム
ボトルづくり

午前10時～正午／午後１時30分
～3時30分

■定員＝各40人（先着順）
■費用＝800円

※いずれも、小学3年生以下の方は保護者同伴。そのほか野菜販売などを実施

表2　区立小・中学校連合行事 日時等
内容 日時 場所

小学校
連合行事

展覧会
（図工科）

12/4㈬～10㈫、午前10時～午後7時
※9㈪を除く。10㈫は正午終了。入場は
　午後6時30分まで

ギャラクシティ

2年2/5㈬～10㈪、午前11時～午後5時
※10㈪は正午終了。入場は午後4時30分
　まで

六町ミュージアム
フローラ
（六町2-5-35）

中学校
連合行事

英語学芸会 10/24㈭、午前9時25分～午後5時

西新井文化ホール音楽会 11/5㈫、午前10時～午後5時
11/6㈬、午前9時45分～午後5時

演劇発表会 11/7㈭、午前9時～午後6時
11/8㈮、午前9時～午後5時

展覧会
（足立区展）11/14㈭～21㈭、午前9時～午後6時 ギャラクシティ

席書大会★ 2年1/21㈫、午後2時～4時30分 総合スポーツ
センター

席書展覧会
2年1/22㈬～28㈫、午前9時～午後6時
※22㈬は午後3時開始、28㈫は午後2時
　終了

ギャラクシティ

★…集会などで書画を書くこと

10月26日㈯
午前10時～午後4時
場所  エル・ソフィア

くらしフェスタ
（消費生活展）

■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝消費者センター
☎3880-5385

▪なぞときチャレンジ
　詐

さ ぎ

欺に関する謎を解いてゴールをめざす（景品あり）
▪学んで楽しいお買い物ゲーム
　くらしに関する知識を学んでお菓子をゲット（なくなり次第終了）

● そのほかのイベント ●
　くらしのヒントクイズラリー（抽選で景品あり）／ワークショップ／
　足立区産野菜販売／廃食油リサイクル（回収）／フードドライブ／
おはじきサッカー／模擬消火体験／鉢花の販売　※そのほか事前申
し込みが必要な講座あり

╲遊びからもしもをまなBoぼ うooo!!╱

╲もっと明るく、 安全に╱
私道の防犯灯工事費を助成します！

■問先＝工事課 助成担当　☎3880-5012
　私道への「新たなLED照明の設置」や、「古くなった照明器具のLED照
明への交換」の工事費を助成します。私道に面した住民（複数人）のほ
か、町会・自治会でも申請できます。くわしくはお問い合わせください。

●標準工事費の9割を助成
●防犯灯設置後の維持管理費（電気料金など）も
補助　※申請者が町会・自治会の場合のみ

●長寿命で手入れもほとんど不要。消費電力が
少ないので電気料金も安くなる　※契約電力
が2ランク下がる例が多い

制度のメリット




