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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）

郷土博物館の催し（11月分）
▪郷土芸能鑑賞会
■日程＝3日㈷■内容＝郷土芸能
保存会によるお囃

は や し

子などの披露
▪映画会
■日程＝9日㈯■内容＝「放鳥と狩
猟」「フランス料理の伝統」「フラン
スのぶどう酒」の上映
―いずれも―

■時間＝午前11時～正午　※無
料公開日■申込＝不要　※当日直
接会場へ■場・問先＝郷土博物館��
� ☎3620-9393

L・フェスタ2019あだち
■日時＝11月9日㈯・10日㈰、午
前10時～午後4時■場所＝エル・
ソフィア■内容等＝表1　※保育あ
り（2時間まで）■申込＝不要　※
当日直接会場へ■問先＝男女参画
プラザ� ☎3880-5222

あだちの遊び場

いもむし総選挙
■期間＝11月6日～2年3月31日
■対象＝小学生以上の方■内容＝
飼育室で育てている幼虫をメイン
に、一押しのいもむしを探して投
票（投票期間は11月6日～2年1月
19日。結果は2年1月22日㈬から
公開）／幼虫ごとの特徴や見所の
パネル展示　※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

ギャラクのハロウィンパレード
■日時＝10月26日㈯・27日㈰、
午前11時30分～正午／午後3時～
3時30分■内容＝仮装して館内を
音楽隊と歩く　※就学前の子ども
は保護者同伴■定員＝各50人（先
着順）■申込＝不要　※当日直接会
場へ■場・問先＝ギャラクシティ
� ☎5242-8161

学びピアの縁側「秋の草花で
ランプシェードづくり」

■日時＝11月16日㈯、午後2時30
分／午後3時10分／午後3時50分
開始　※各30分程度■内容＝荒川
の植物で飾ったランプシェードを作
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＝50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■場・問先＝荒川ビ
ジターセンター� ☎5813-3753

落ち葉でハンカチこすり染め
■日時＝11月10日㈰、午後2時
～3時■内容＝園内にある落ち葉
を使って、ハンカチに様々な色
や形の模様をつける■定員＝20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■場・問先＝桑袋ビオトープ公
園� ☎3884-1021

菊花展（江北菊花会）
■期間＝10月26日～11月11日、
午前9時～午後5時　※11月6日㈬
を除く。10月26日㈯は正午開始
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■場・問先＝都市農業公園
� ☎3853-4114

催し物は、
7面からの続きです

歓喜の演	V
ボリューム

ol.19	参加者募集
▪合唱
■日時＝▷練習…11月24日～2年11月1日の毎週日曜日、午後6時～
8時30分　▷オケ合わせ…2年10月31日㈯、11月6日㈮　▷発表…
11月7日㈯■場所＝ギャラクシティなど■対象＝16歳以上の方■内容＝
近
こんどう

藤直
なお

子
こ

氏指揮のもと、東京シンフォニックアンサンブルとともにバッ
ハ作曲「マタイ受難曲（口語日本語版）」を演奏■定員＝100人程度（先着
順）■費用＝3万円　※25歳以下の方は1万5,000円。分納可。演奏
会費用1万8,000円程度、楽譜代が別途必要■申込＝住所、氏名、年齢、
性別、電話・ファクス番号、合唱経験、「歓喜の演　合唱Vol.19」をハ
ガキで送付■期限＝11月17日㈰必着
▪狂言
■日時＝2年1月10日～3年1月22日の毎週金曜日（予定）　▷Aコース
…午後1時～3時30分　▷Bコース…午後6時30分～9時　※3年1月
29日㈮にリハーサル、30日㈯に公演あり■場所＝ギャラクシティなど
■対象＝小学生以上の方■内容＝山

やました

下芳
よし

子
こ

氏指導のもと、狂言の知識
や所作の基本を学び上演をめざす■定員＝各15人（先着順）■費用＝2
万6,000円　※高校生以下の方は2万円。分納可。公演費用（衣

い

裳
しょう

代
など）5,000円、扇代が別途必要■申込＝住所、氏名、年齢、電話・ファ
クス番号、希望コース、「歓喜の演　狂言Vol.19」をハガキで送付■期
限＝2年1月6日㈪必着

初春　西新井寄席「春
しゅん

風
ぷう

亭
てい

小
こ

朝
あさ

・林
はやし

家
や

たい平
へい

　二人会」
■日時＝2年1月4日㈯、午前11時開演　※午前10時30分開場■場所
＝西新井文化ホール■内容＝鮮やかな語り口で魅了する小朝師匠と、
サービス精神あふれる芸風のたい平師匠による落語会■定員＝902人
（先着順）■費用＝3,700円　※友の会会員の前売り価格は3,300円。
就学前の子どもは入場不可。全席指定■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

姿
し

月
づき

あさとコンサート2020
■日時＝2年1月5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＝元宝塚歌劇団宙

そら

組の初代トップスター・姿
月あさとによるコンサート■定員＝902人（先着順）■費用＝SS席6,000
円／S席5,000円／A席3,000円　※就学前の子どもは入場不可。全
席指定■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

――いずれも――
■申・問先＝ギャラクシティ　〒123-0842栗原1-3-1　

☎5242-8161　HPhttp://galaxcity.jp/

裁判所の調停委員による無料相談会
■日時＝11月9日㈯、午前10時～午後3時30分■場所＝シアター
1010・10階講義室■内容＝弁護士などの裁判所調停委員が、土地建
物・金銭債務のトラブルや近隣・親族間の問題などについて相談に応じ
る■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝東京簡易裁判所�東京民
事調停協会連合会　　　　���　　　　　　　　　�　☎5819-0267

官  公 庁

＝サークル会員募集＝
☆足立歴史サークル　毎月2
回水曜日…｢昭和の歴史｣を学
ぶ　毎月2回金曜日…｢伊勢物
語｣の読みと解釈　※いずれも
午前10時15分～11時45分。
片方のみ参加可／生涯学習セ�
ンター（学びピア21内）など／�
各20人（先着順）／1回500円／�
電話／芝田� ☎080-1042-0880

＝催し物＝
☆第39回竹ノ塚診療所患者の
集い「何か気になる症状は?	肝
臓編」「冬の食育」　11月9日㈯、
午後2時～4時／講師は院長・
副院長・薬剤師・管理栄養士／�
40人（先着順）／無料／電話／
竹ノ塚診療所（竹の塚1-39-14-�
101）� ☎3884-5451

表1　L・フェスタ2019あだちイベント内容等
日程 内容

11/9㈯ ニュースポーツ体験（スポーツスタッキング・吹き矢）／親子で挑戦 木製フォ
トスタンドづくり／ウェルカムステージ（TVドラマ「弟の夫」上映） など

11/10㈰
ももんちゃんでおなじみのとよたかずひこさんによる読み語り／親子で
も楽しめるクラシックコンサート／ニュースポーツ体験（テニピン・ボッ
チャ）／親子で挑戦 建築模型づくり／「性教育の必要性を考える」 など

両日
イクメン・イクジイフォトコンテスト投票／鉄道模型のNゲージ操縦体
験／わくわく子ども広場（アンパンマンフィギュア・ボールプール・大型
積み木）／街かど健康チェック／働く女性を応援 メイクアップ講座 など

※時間など、くわしくは区のホームページをご覧ください。

興本図書館と花畑図書館で始まりました！
「ちょいスポ」キャンペーン！

■問先＝文化・読書・スポーツ計画担当　☎3880-5647
　バランスボールに乗りながら読書をしたり、お子さんを預けて
ちょっとヨガ体験をしたり、図書館など、興本・花畑地域学習セ
ンター内の様々な場所で「ちょいスポ」を体験しよう！
▪モニター登録募集中
　登録をした方に、メモ帳やボールペンなどの区オリ
ジナルグッズをプレゼント！　※なくなり次第終了
期間 �実施中～12月28日�
対象 �就学前の子どもの母親など

プログラム内容など、
くわしくはコチラ▶

くわしくは
コチラ



■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 9

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝10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）
《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
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも

11/3～24の毎週日曜日、
11/4㉁・23㈷
午後2時～4時

なし 無料
当日

リバーサイドコンサート
◆どなたでも

11/16㈯
午後1時30分～2時30分 80人 無料

「大きく生きる」
世界の秘境で感じたこと
◆高校生以上の方

11/16㈯
午後2時～3時30分
※場所は東京電機大学�東京
千住キャンパス（千住旭町5）

50人 無料

事前

東京未来大学連携
「2020東京大会		競技を体験し
よう	会場ブースの楽しみ方」

11/24㈰
午後7時～8時30分 40人 1,000円

日本の復習「神
か ぐ ら

楽」
豊かな美の表現を鑑賞

12/1㈰
午後1時～2時30分 150人 1,000円

すくすくベビーオイル　
マッサージ【ママの日】
◆首が据わった１歳未満の
子どもと母親

12/3㈫
午後1時～3時 10組 1,020円

特殊詐欺から身を守る！　
プロから学ぶ防犯術
◆おおむね60歳以上の方

12/5㈭
午前10時～11時30分 30人 無料

シニアによるシニアのための　
タブレット講座（4日制）
◆おおむね60歳以上でタブレット
が使えないまたは購入予定の方

12/5～26の毎週木曜日
午後1時～4時 10人 7,600円

東京電機大学連携
若手漫才師と考える
「伝わるプレゼンテーション」

12/6㈮
午後6時30分～8時 200人 無料

D
ドクター

r.シラサワ講演会	いつまで
も若々しく生きるために

12/8㈰
午後1時～2時30分 198人 無料

シニア元気大学	レクで楽しく！	
頭と身体の健康づくり（3日制）
◆おおむね60歳以上の方

12/10・17・24
いずれも火曜日
午後1時15分～2時45分

30人 1,380円

東京未来大学連携
オリンピックをめざして
狭き門より入れ

12/12㈭
午後2時30分～4時
※場所は東京未来大学（千住曙町34）

50人 1,000円

親子で楽しむクリスマス
コンサート
おとあそび♪音楽隊
◆小学3年生以下の方と保護者

12/15㈰
午後2時～3時 220組

1人1,000円
（小学3年生以下の方
は500円。2歳以下の子
どもは保護者と同じ席
に座る場合は無料）

東京未来大学連携「着ぐるみ
と一緒	親子ミニ運動会」	
◆2・3歳の子どもと保護者

12/21㈯
午前10時30分～正午 30組 220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
ピヨピヨランド
｢乳児手遊び＆読みがたり｣	
◆5歳以下の子どもと保護者

11/15㈮
午前11時～11時20分 15組 無料 当日

シルバーふれあい食堂	
◆おおむね60歳以上の方

11/15㈮、12/20㈮�
午後5時30分～7時

各
20人

1回
600円

事前

親子おかし教室
クリスマスのフルーツタルト	
◆小学生と保護者

12/8㈰�
午後1時30分～3時30分 15組 2,720円

お肌しっとり潤う
ミツロウクリーム作り	
◆16歳以上の女性

12/17㈫�
午後7時～8時30分 15人 2,060円

Ｌコンサート
聖夜に贈る	情熱のフラメンコ
◆どなたでも

12/21㈯�
午後7時～8時30分 80人 1,000円

日曜クッキング
野菜たっぷり	
クリームシチューパイ包み	

◆小学生以上の方（小学生は
保護者の参加が必要）

12/22㈰�
午前11時～午後1時30分 20人 1,500円

劇団かかし座	シャドーパーク
影絵劇＋遊べるエル・ソフィア
「工作・影絵体験」	
◆どなたでも

12/24㈫
午前10時～11時／正午
～午後1時／午後2時～3
時／午後4時～5時
※影絵体験は午前10時～午後5時

各
50人
（影絵体験
はなし）

1回
100円

（影絵体験
は無料）

当日

劇団かかし座	シャドーパーク
影絵劇＋遊べるエル・ソフィア
「魔法つかいのおとぎばなし」
◆どなたでも

12/25㈬
午前10時～正午
午後1時30分～3時30分

各
200人

1回
2,000円
（区外の方は
2,500円）

事前

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

頑張るあなたに	子どもと笑顔
にっこりベビーマッサージ
◆2カ月～1歳3カ月の子どもと保護者

11/12㈫
午後4時30分～5時30分
12/1㈰
午前10時30分～11時30分

各
10組

1回�
1,000円 事前

針と糸で編む
ビーズステッチ教室

11/13㈬・27㈬
午後1時30分～3時30分

各
10人

1回�
1,550円

おきもとふれあいまつり
◆どなたでも

11/16㈯
午前10時～午後9時�
11/17㈰
午前10時～午後4時

なし 無料

当日気軽に踊ろう
誰でもズンバ	無料体験会
◆どなたでも

11/16㈯
午後3時15分～3時45分 50人 無料

童謡から昭和歌謡まで	楽しく
歌おう歌声サロン	無料体験会	
◆どなたでも

11/17㈰
午後2時30分～3時30分 30人 無料

編み物サークル体験
冬のおしゃれに編み物作り
（2日制）

11/21㈭・28㈭
午前10時～正午 10人 1,500円

事前

初心者向け韓国語入門（5日制）11/23～12/21の毎週土曜日午後5時30分～6時30分 15人 3,300円
英語大好キッズになろう！　
「園児編」（3日制）
◆3歳～就学前の子ども

12/3・10・17
いずれも火曜日
午後3時～3時50分

12人 2,730円

大人のきれいな字の書き方	
「年賀編」（2日制）
託児：6カ月～3歳の子ども

12/6㈮・13㈮
午後1時30分～3時

12人
（託児4人）

1,320円�
（託児付き
2,320円）

むにゅ！	ぬいぐるみの
スノーマンを作ろう
◆小学生以下の方（就学前の
子どもは保護者同伴）

12/8㈰
午前10時30分～正午 10人 1,750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

12/14㈯・21㈯
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

秋の怪談会 11/9㈯
午後2時～3時 20人 無料

事前

みんな集まれ！
楽しく歌おう	童謡唱歌サロン

11/11㈪・25㈪
午後1時30分～3時

各
30人

1回
550円

楽しく歌おう	ウクレレサロン	
演奏者も募集中

11/11㈪・25㈪
午後1時30分～4時

各
10人

1回
330円

大人のための字の書き方
「年賀状」編（2日制）

11/29㈮、12/6㈮
午前9時30分～11時 12人 1,320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

12/2・9・23
いずれも月曜日
午前10時～10時50分

10組 3,300円

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

12/3㈫・17㈫
午後0時30分～1時30分

各
20組

1回
460円




