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パソコン講座（11月分）
■日時等＝表1■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話／ホー
ムページ　※いずれも定員あり（10月11日、午前9時から先着順）。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。■申先＝ラン
ディック㈱�IT事業部（区協働事業者）

☎6802-7829　HP http://www.landic.co.jp/
■問先＝▷パソコン講座…ランディック㈱�IT事業部　▷協働事業…区･
イノベーション推進担当　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5496
表1　パソコン講座（11月分） 日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代・税込）

E
エ ク セ ル

xcel2013基本1日コース
「Excel基礎、データ編集、オートフィル、
表作成、グラフ、データベースまで」★

2㈯ ・ 11㈪、
午前10時～午後5時

各10,230円
P
パ ワ ー

owerP
ポ イ ン ト

oint2013基本1日コース
「スライド作成から図・表・グラフの挿入、ア
ニメーション・プレゼンテーション設定まで」★

3㈷、
午前10時～午後5時

W
ワ ー ド

ord2013基本1日コース
「Word基礎知識から文字の編集・文章作
成・表・グラフィック機能の利用」★

4㉁、
午前10時～午後5時

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshopビギナー
夜3日コース（3日制）／昼1日コース

▷3日コース…6㈬・
8㈮・11㈪、
午後7時～9時
▷1日コース…17㈰、
午前10時～午後5時

各11,000円

Excel2013中級1日コース
「表示形式書式の表作成、シート間でグルー
プ化、便利な印刷、効率の良いグラフとデー
タベース作成など」◆

9㈯、
午前10時～午後5時 12,100円

A
ア ク セ ス

ccess2013基本1日コース
「Accessって何？　からデータベースの概
要、クエリ、フォームの作り方まで」◆

10㈰、
午前10時～午後5時

各10,700円
Excel 1日コース

「ゼロからマクロ・仕事で使う関数・ピボッ
ト集計分析」◆

16㈯ ・18㈪、
午前10時～午後5時

HTML5・CSS3の概要と基本
夜3日コース（3日制）／昼1日コース

「HTML5やCSS3の概要と便利な新機能を
使用し、H

ホームページ

Pを作成」

▷3日コース…18㈪・
20㈬・22㈮、
午後7時～9時
▷1日コース…29㈮、
午前10時～午後5時

各11,000円PHPビギナー1日コース
「PHPって何？　から初期設定・問い合わ
せフォーム・変数等プログラム入門」

22㈮、
午前10時～午後5時

W
ワ ー ド プ レ ス

ordPress速習作成1日コース 23㈷、
午前10時～午後5時

スクラッチで音楽・キャラクター･ゲーム作成
■対象＝マウス・キーボード操作ができる
小学１〜３年生（保護者同伴）

24㈰、
午前10時～正午 1,980円

スクラッチで学ぶプログラミング
基本5日コース（5日制）
■対象＝中学生

11/24、12/22、
2年1/26、2/23、3/29、
いずれも日曜日、
午後2時～4時

8,030円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorビギナー夜3日コース（3日制） 25㈪・27㈬・29㈮、
午後7時～9時 11,000円

Wordで差込印刷 午前1日コース「宛名シー
ルやQRコード付き名刺、Excelでデータ作成」

30㈯、
午前10時～午後1時 3,850円

★…教材CD付き　◆…データ入りのUSBメモリ付き

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）

リサイクル体験講座
「ガムテープ芯と和紙で
作る小物入れ」

■日時＝10月31日㈭、午前10時
～正午■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝ガムテープの芯
に和紙を貼りつけてオリジナルの
小物入れを作る■定員＝10人（抽
選）■費用＝400円（材料費など）■
申込＝電話／窓口／住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、「小物入れ作り」
をファクス・ハガキで送付■期限＝
10月24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

あだち国際まつり 2019
■日時＝11月3日㈷、午前10時～
午後4時■場所＝ベルモント公園
■内容＝ステージ（世界の音楽と踊

遊びを交えながら、オリジナルの
物語をプラネタリウムで楽しむ■
定員＝30人（先着順）■費用＝500
円　※高校生以下の方は100円。
就学前の子どもは保護者と同じ席
に座る場合は無料
▪鉄道ミュージアム
■日時＝10月20日㈰、午前10時
～午後4時■内容＝電車の運転体

り）／各国の料理・雑貨販売／外
国人のための無料相談コーナー・
防災体験�など■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝多文化共生
担当� ☎3880-5177

伊興タイムトラベル2019秋
■日時＝10月26日㈯・27日㈰、
午前10時～正午／午後1時～3時
■場所＝伊興遺跡公園■対象＝小
学生■内容等＝▷動物はにわスト
ラップづくり…各100人　▷伊興ま
ち歩き…各10人　※いずれも先
着順。火おこし体験やクイズも実
施■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝文化財係
� ☎３８８０-５９８４

あだちの遊び場

ギャラクシティの催し
▪キッチン・ワルツの
　こども星空コンサート
　「アンドロメダ姫と白馬の勇者」
■日時＝10月14日㈷、午前10時
30分～11時30分■内容＝歌や手

験／プラレールコーナー／ペー
パークラフト�など
―いずれも―

※就学前の子どもは保護者同伴■
申込＝不要　※当日直接会場へ。
内容など、くわしくはホームページ
をご覧ください。■場・問先＝ギャ
ラクシティ� ☎5242-8161
HP http://galaxcity.jp/

歓喜の演 V
ボリューム

ol.18「狂言 遊びをせんとや P
パ ー ト

ART11」
■日程＝11月3日㈷■内容＝山

やました

下芳
よし

子
こ

氏指導による、区民が創
つく

る感動の
「狂言ボレロ」「濯

すす

ぎ川
がわ

」などの狂言舞台■費用＝1,000円　※高校生以
下の方は無料

ブリランテ25周年記念コンサート「音楽って楽しい Vol.2」

■日程＝12月8日㈰■内容＝「身近で気軽にクラシック」をモットー
に活動する区内演奏家団体「ブリランテ」による、クラシックの名曲
や懐かしの映画音楽などのコンサート　※11月4日㉁、午前11時・
午後1時からプレコンサート（無料・申し込み不要）を開催■費用＝▷
前売り…1,200円　▷当日…1,500円　※70歳以上の方は前売りの
み1,000円。3歳～高校生は前売り600円・当日900円。2歳以下の
子どもは入場不可

―いずれも―
■時間＝午後2時開演　※午後1時30分開場■場所＝西新井文化ホー
ル■定員＝902人（先着順）　※全席自由■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/

きかんしゃトーマス クリスマスコンサート「ソドー島のメリークリスマス」

■日時＝11月23日㈷・24日㈰、午前11時30分／午後2時開演■場所
＝シアター1010・11階劇場■内容＝クリスマスの装いをしたトーマス、
パーシーと一緒に、クリスマスの歌やトーマスのテーマソングを楽しむ
■定員＝各701人（先着順）■費用＝3,050円　※フレンズ会員、区内
在住・在勤・在学の方は2,745円。1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）。全席指定■申込＝電話／窓口／ホーム
ページから専用フォームに入力■申・問先＝シアター1010

☎5244-1011　HP http://www.t1010.jp/

催し物は、
9面からの続きです



■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 11

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは、報道広報課へ   ☎3880–5815

　
帝京科学大学の催し

▪ペットたちのための災害への備え
■日時＝10月23日㈬、午後2時～3時30分■対象＝ペットを飼って
いる、または検討中の方■内容＝いつ起こるか分からない災害への
備えについて学ぶ■定員＝20人（10月11日から先着順）■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
▪帝京科学大学 千住キャンパス大学祭「第9回桜

お う

科
か

祭」
■日時＝10月26日㈯・27日㈰、午前9時～午後5時　※27日は午後
3時終了■内容＝「咲

さく

」をテーマにした様々な催し（学術企画／ダンス・
音楽演奏などのステージ／模擬店／芸能人L

ラ イ ブ

IVE�など）��※時間など、
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。■
申込＝不要　※当日直接会場へ■場・問先＝帝京科学大学�千住キャ
ンパス本館（平日、午前9時～午後5時）��千住桜木2-2-1

　　　��☎6910-3790　HP http://www.oukasai.net/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

目指せ あらかわ魚つり名人
■日時＝11月10日㈰、午前9時30
分～午後2時30分　※雨天中止■
場所＝荒川ビジターセンター／荒
川河川敷■対象＝小学3年生以上
の方　※小学生は保護者の参加
が必要■内容＝釣りを通して、荒
川の生きものや環境について学ぶ
■定員＝30人（抽選）■費用＝200
円（エサ代など）■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「あらかわ魚つり名人」
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30日㈬必着■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

家族で遊ぼう 
落ち葉 ちびっこ自然体験

■日時＝11月24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
フと一緒に落ち葉を集めて遊ぶ　
※落ち葉について書かれた保護者
向けの「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（学年）・電話番号・ファクス
番号、「家族で遊ぼう落ち葉」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＝
11月12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

うんち展
■期間＝開催中～12月28日■内
容＝「うんち」の特徴から、草食や
肉食などの生きものの食性や暮ら
す環境の多様性を考える　※入園

料が必要■申込＝不要　※当日直
接会場へ■場・問先＝生物園
� ☎3884-5577

植物画教室（5日制）
■日時＝11月～2年3月の第3金曜
日、午前10時15分～午後0時30
分■対象＝18歳以上の方■内容＝
園内で採取した植物・野菜などを
観察しながら水彩画を描く■定員

＝15人（抽選）■費用＝1万円（教材
費。初参加の方は道具一式〈2,000
円〉の購入が必要）■申込＝全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢・電
話番号、「植物画教室」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
＝10月30日㈬必着■場・申・問
先＝都市農業公園　〒123-0864
鹿浜2-44-1� ☎3853-4114

小学生 人権啓発ポスター展
■期間＝10月14日～20日、午前9時30分～午後5時30分　※20日㈰
は午後5時終了■場所＝東京都議会議事堂（新宿区西新宿2-8-1）■内容
＝足立区立本木小学校ほか都内３校の児童が描いた人権啓発ポスター
60点のパネル展示　※本木小学校の児童の作品は11月4日～12月3日
まで日暮里・舎人ライナー車内にも掲出■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝都・人権施策推進課　　　　　　　　　�☎5388-2588
省エネ性能の高い機器への買い替えにポイント付与
■内容＝基準を満たす対象機器への買い替えに対して、商品券などに
交換可能な「東京ゼロエミポイント」を付与　※申請方法など、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。■問先＝
東京ゼロエミポイントコールセンター
☎0570-005-083／6634-1337　 HP https://www.zero-emi-points.jp

官  公 庁

＝サークル会員募集＝
☆みんなの心のうた　ゆりかご
毎月第2・第4水曜日、午前10
時～正午／エル・ソフィアなど
／ピアノ伴奏で歌う童謡・唱歌
／月額1,000円　※別途入会金
1,000円／電話／山崎

☎090-5757-5164

＝催し物＝
☆はなさくまつり　10月20日㈰、
午前10時～午後2時／東六月
町5-20／焼き菓子・メモ帳な
ど自主製品、新鮮野菜、焼き
たてパン、花苗などの模擬店
販売、ミニバザー、和太鼓演
奏／当日直接会場へ／花畑共
同作業所� ☎6684-3990

っとみるゴキブリの世界

■期間＝11月1日～2年3月1日　※1月2日㈭から一部展示替えあ
り■内容＝自然の中での役割や人との関わりなど、魅力的なゴキブ
リの世界を紹介／オリジナル商品（缶バッチ・トートバッグなど）販売�
など　※入園料が必要。時間など、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。■申込＝不要　※当日直接会場
へ■場・問先＝生物園��☎3884-5577　HP http://seibutuen.jp/

足立区生物園&
箕
み の

面
お

公園昆虫館
（大阪府）共催

じー

「ガサガサ ゴソゴソ展」




