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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）

東京足立少年少女合唱団
コンサート
▪クリスマス・チャリティー・
　コンサート
■日時＝12月22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＝聖

きよ

らに
星
ほし

すむ今
こ

宵
よい

／赤
あかはな

鼻のトナカイ／白
しろ

い道
みち

�ほか■定員＝902人（先着順）
▪アトリウムコンサート
■日時＝12月26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＝ガチャガチャバ
ンド／キャンディ・キャンディ／母
さんの歌�ほか
―いずれも―

■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝文化団体支援係
	 ☎3880-5986

羽田空港の
機能強化に関する展示
■期間＝12月20日㈮～25日㈬、
午前9時～午後6時　※25日は午
後2時終了■場所＝区役所1階区

民ロビー■内容＝機能強化（国際
線増便）についての映像紹介／航
空機の飛行音の体験�など
▪「羽田空港のこれから」に関する
　ご意見窓口を開設しています
　東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会開催や首都圏の
国際競争力強化のため、2年3月
29日から新飛行経路の運用を開始
し、国際線を増便します。運用状
況など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■問先＝国土交通省「羽
田空港のこれから」に関するご意見
窓口� ☎0570-001-160
（IP電話の方� ☎03-5908-2420）

―いずれも―
■問先＝区・事業推進係
	 ☎3880-5478

足立区	冬花品評展示会
▪展示会
■日時＝12月18日㈬、午後1時～
5時／19日㈭、午前8時30分～正
午■内容＝区内の花の農家が栽培
したポインセチアやコギク、花苗
のハボタンなどの展示
▪展示品の販売
■日時＝12月19日㈭、午後2時30
分開始　※なくなり次第終了。購
入は1人1点（複数回購入可）
―いずれも―

■場所＝区役所1階区民ロビー■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝農業振興係� ☎3880-5866

家族みんなで
ミニ門松を作ろう
■日時＝12月21日㈯、午前9時30
分～正午■内容＝新年を迎える準
備として、お正月に欠かせない重
要な飾り「ミニ門松」を作る■定員
＝20組（12月11日、午前9時から
先着順）　※1人での参加可。小
学生以下の方は保護者同伴■費
用＝1,500円（材料費）■申込＝電
話／窓口／代表者の氏名（フリガ
ナ）、参加人数、電話番号、「門松」
をファクス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795	 FAX3860-0608

パソコン講座（2年1月・2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（12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（2年1月・2月分）日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代・税込）

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」★

1/8㈬、
午前10時～午後5時

各
10,230円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」★

1/11㈯、
午前10時～午後5時

楽々・簡単H
ホームページ

P作成導入セミナー
夜1日コース

「ひな形が豊富なソフトを使用し、
簡単にHP作成を体験」

1/11㈯、
午後7時～9時 無料

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」★

1/12㈰、
午前10時～午後5時 10,230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」◆

1/15㈬、
午前10時～午後5時 13,200円

HTML5・CSS3の概要と基本 昼1日コース
「HTML5やCSS3の概要と便利な新機能を
使用し、HPを作成」

1/17㈮、
午前10時～午後5時 11,000円

ゼロから始めるExcelVBA
スタート1日コース

「マクロ・VBAって何？  マクロ・VBAの
概要からスタートし、簡単なプログラム
構文を記述する方法」◆

1/18㈯、
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、簡単なテーブル・クエリ・フォーム・
レポートの作り方まで」◆

1/19㈰、
午前10時～午後5時 11,000円

Access2013で販売・顧客プログラム・
システム開発 水・土2日コース（2日制）
■対象＝基本編受講済みまたは同程度の
スキルがある小規模企業・小売店担当者

1/22㈬・25㈯、
午前10時～午後5時 19,558円

W
ワ ー ド プ レ ス

ordPress速習作成1日コース
1/24㈮、
午前10時～午後5時 11,000円

小学校高学年向けプログラミング応用
午前2日コース（2日制）

「『スクラッチ』で打ち上げ花火と
シューティングゲーム作成」
■対象＝基本編受講済みの小学4〜6年生

1/26㈰、2/23㈷、
午前10時～正午 2,530円

Wordで差込印刷1日コース
「Excelで宛名シールや
QRコード付き名刺のデータ作成」

1/29㈬、
午前10時～午後1時

各
4,400円Excelピンポイント「関数」午後1日コース

「I
イフ

F関数とC
カ ウ ン ト イ フ

OUNTIF関数を使用し、
勤怠管理表作成」◆

1/29㈬、
午後2時～5時

★…教材CD付き　◆…データ入りのUSBメモリ付き

　

大学連携の催し

東京藝術大学
▪千住	A

アート

rt	P
パ ス

ath	2019（制作・研究発表展）
■日時＝12月14日㈯・15日㈰、午前10時～午後6時■内容＝学
生による制作・研究発表（音楽・音響作品の展示や演奏／舞台作品
の上映�など）／学内作品ツアー／サウンドアーティストの作品展示
※イベント内容など、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■問先＝千
住�Art�Path�2019実行委員会　　　　　　　��☎050-5525-2742
HP http://www.senjuartpath.com/2019/home.html
▪ロシア・ピアニズム	優美なる響

ひび

き
■日時＝2年1月11日㈯、午後3時～4時■対象＝区内在住・在勤・在
学で小学生以上の方■内容＝ロシアの作曲家による作品を聴くピアノ
リサイタル■定員＝135人（抽選）■申込＝住所、氏名、年齢、電話番号、
参加人数（4人まで）、「ロシア・ピアニズム」を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入■期限＝12月25日㈬必着■申・問先＝東京藝術
大学�アートリエゾンセンター（平日、午前11時～午後4時）　〒120-
0034千住1-25-1　　　　　　　　　　　　　�☎050-5525-2744

―いずれも―
■場所＝東京藝術大学�千住キャンパス（千住1-25-1）

東京未来大学 こどもみらい園
▪「楽しくマナブ・みらいをヒラク」
　ソーシャルスキルトレーニング体験会
■日時＝2年1月18日㈯、午後3時～4時／午後4時30分～5時30分
■対象＝発達に課題のある小学4～6年生■内容＝学校や社会生活を
送るため、コミュニケーションやソーシャルスキル、トラブル回避方法
を学ぶ■定員＝各8人（12月11日から先着順）■申込＝ホームページか
ら専用フォームに入力■場・申・問先＝東京未来大学�こどもみらい園
（月・火曜日を除く、午前10時～午後6時）　綾瀬2-30-6

☎0120-791-312　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp/

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＝
☆マジックサークル ｢玉手箱｣
毎月第2・4月曜日、午後7時～9
時／エル・ソフィア／月額500円
／電話または｢玉手箱入会希望｣
をＥメール／馬場　☎3886-4454
y-banban@jcom.zaq.ne.jp



■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

暮らしの園芸講座（2年2月分）
「押し花で素敵な作品づくり」
■日時＝6日㈭、午後1時30分～3
時30分■場所＝区役所庁舎ホール
■対象＝区内在住の方■内容＝押
し花の作品紹介やボールペン・し
おり作り■定員＝50人程度（抽選）
■費用＝1,000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）、電話番号、「押し花で素敵

な作品づくり」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＝2年1月5
日㈰必着■申・問先＝みどり推進
課�みどり事業係� ☎3880-5919

親子特別講座
「雪の結晶と竜巻を作ろう」
■日時＝12月22日㈰、午後1時～
3時■対象＝区内在住・在学の小
学生と保護者■内容＝気象予報士
の指導のもと、ペットボトルで雪の

結晶やミニ竜巻装置を作る／天気
を通じて環境問題（地球温暖化な
ど）を学ぶ■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、「雪の結晶を作ろう」をファ
クス・ハガキで送付■期限＝12月
15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

出張みどりのカフェ
■日時＝12月25日㈬、午前10時～
11時30分■場所＝区役所庁舎ホー
ル前■内容＝足立区産の花苗で
寄せ植え作り／お正月飾り作り■
定員＝各24人（先着順）■費用＝
500円程度（材料費）■申込＝不要　
※当日午前9時から会場で整理券
を配布■問先＝みどり事業係
� ☎3880-5919

12月・2年1月の催し
※開館（園）時間などは各施設によって異なります

■日時＝12月14日㈯、午後1時30分～2時30分／午後2時45
分～3時45分■対象＝4歳～中学生　※小学3年生以下の方は保
護者同伴■定員＝各20人（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（1人3枚まで）

クリスマスイベント
「クリスマスリースをつくろう」

ギャラクシティ	 〒123-0842　栗原1-3-1
☎5242-8161 http://galaxcity.jp/

どきどき プラネタリウム「たいようくんとおつきちゃん」
■日時＝12月23日㈪、2年1月12日㈰・20日㈪、午前10時～10
時35分■内容＝子どもが泣いても話しても大丈夫なプラネタリウ
ム投影会■定員＝各120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■申込＝不要　※当日直接会場へ
星空音楽室 C

ク リ ス マ ス

hristmas E
イ ブ

ve S
ス ペ シ ャ ル

pecial
■日時＝12月24日㈫、午後7時30分～8時30分■対象＝小学生以
上の方　※小・中学生は保護者同伴■内容＝クリスマスや冬をテー
マにしたBGMに包まれながら、解説とともにプラネタリウムを楽
しむ■定員＝170人（先着順）■費用＝500円　※高校生以下の方は
100円■申込＝不要　※当日直接会場へ

ハーブ教室 キンセンカのハンドクリームづくり
■日時＝2年1月26日㈰、午前10時30分～正午■対象＝小学生以
上の方　※小学1～3年生は保護者同伴■内容＝公園で採れたミツ
ロウとキンセンカの抽出油でハンドクリームを作る■定員＝12人
（抽選）■費用＝1,000円（材料費）■申込＝全員の住所・氏名（フリ
ガナ）・年齢（学年）・電話番号、「1月ハーブ教室」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＝
2年1月15日㈬必着

都市農業公園	 〒123-0864　鹿浜2-44-1
☎3853-4114 https://www.ces-net.jp/toshino/

■日時＝12月21日㈯・
22日㈰、午前11時30分
～午後1時■内容＝公園
で採れたもち米を使った
お餅の販売(200円。先着
各100人)／臼

うす

と杵
きね

を使っ
て餅つきを体験する(就
学前の子どもは保護者同
伴)■申込＝不要　※当日
直接会場へ

つきたてお餅販売＆餅つき体験

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 http://ces-net.jp/ara-vc/

■日時＝12月15日㈰、午前10時～正午■内容＝江北橋下右岸か
ら鹿浜橋右岸をゆっくり歩きながら生きものを観察する■定員＝
20人（先着順）　※就学前の子どもは保護者の参加が必要■申込
＝不要　※当日午前9時50分から江北橋下右岸で受け付け

川あるきの日 生きもの調査

■日時＝12月22日㈰、午後2時30分～3時
30分■対象＝小学2年生以下の方　※就学
前の子どもは保護者同伴■内容＝ちびっこ
サンタになりきり、ヤギやモルモット、リ
クガメなどへクリスマスプレゼントをあげ
る　※お土産あり■定員＝20人（先着順）
■費用＝500円　※別途入園料が必要■申
込＝不要　※当日直接会場へ

生物園	 〒121-0064　保木間2-17-1
☎3884-5577 http://www.seibutuen.jp/

生きものにクリスマスプレゼント

▲サンタになって、生き
ものと触れ合おう

桑袋ビオトープ公園	 〒121-0061　花畑8-2-2
☎3884-1021 https://ces-net.jp/biotop/

■日時＝12月22日㈰、午後2時～3時■
内容＝木の実を使って新年の干支「子

ね

」の
置物を作る■定員＝20人（先着順）　※就
学前の子どもは保護者の参加が必要■申
込＝不要　※当日午前9時から会場で参
加証を配布

木の実で作ろう 干
え と

支の置物

自然のあそび屋台
■日時＝2年1月5日㈰、午後2
時～2時30分■内容＝「カマキ
リの卵マップづくり」と「冬の自
然探し」の2つのプログラムか
ら好きなプログラムを選んで挑
戦　※雨天時は別のプログラム
に変更。就学前の子どもは保
護者の参加が必要■申込＝不要
※時間内随時受け付け ▲何が見つかるかな？

▲上手につけるかな？

▲新年に干支の置物を
　飾ろう


