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▪放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304
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…電話／窓口…窓口／ FAX…ファクス／
往復ハガキ…往復ハガキ（返信面にも宛名を記
入）／不要…申し込み不要。当日直接会
場へ　※いずれも費用の記載がないもの
は無料。 FAX・往復ハガキの（　）内は記載事項

（
申
し
込
み
方
法
）

凡
例

＼おすすめ／

場・申・問先 イベント名等 内容等 定員 申込

荒川ビジターセンター
☎5813-3753

※いずれも、就学前の子ど
もは保護者の参加が必要

年末 12/28㈯まで
年始 1/4㈯から

川あるきの日
新春の生きものさがし
■日時＝1/5㈰、午前10時～11時30分

千住新橋～千代田線鉄橋左岸で正月にちなんだ縁起の良い物
や景色を探す

各
20人

（先着順）

不要
※当日午前9時50分から荒川ビ

ジターセンターで受け付け
川あるきの日
生きもの調査
■日時＝1/19㈰、午前10時～正午

扇大橋～江北橋右岸をゆっくり歩きながら生きものを観察する
不要

※当日午前9時50分から扇大
橋下右岸で受け付け

川あるきの日
初めての野鳥観察
■日時＝2/2㈰、午前10時～11時30分

千住新橋～千代田線鉄橋左岸で昆虫や野鳥などの生きものを
探す

不要
※当日午前9時50分から荒川ビ

ジターセンターで受け付け

学びピアの縁側 和紙の小さな凧
たこ

づくり
■日時＝1/18㈯、午後2時30分／
3時30分開始　※各50分程度

手のひらサイズの凧を作り外であげる
不要

※当日午前9時から荒川ビジ
ターセンターで参加証を配
布

あらかわで土手すべり名人
■日時＝2/9㈰、午前10時／11時／
午後1時／2時／3時開始　※各30分
程度

段ボールやござを使って土手をすべる
※用具の貸し出しあり。雨天の場合、室内で
土手すべり用のそりを作る

桜花亭
☎3885-9795
FAX3860-0608

年末 12/28㈯まで
年始 1/2㈭から

こどもアート教室
オリジナルの「こま」を作ろう
■日時＝1/5㈰、午後1時～3時30分

好きな形に切った木材と竹串を使っ
てオリジナルのこまを作る■対象＝
4歳～小学生　※小学2年生以下の
方は保護者同伴■費用＝500円（材
料費）

10人
（12/26から

先着順）

窓口 FAX
（氏名〈フリガナ〉、電話番号、
「こま」）

ギャラクシティ
☎5242-8161

1/1㈷のみ休館

eスポーツを楽しもう
i
イン

n ギャラクシティ
■日時＝12/28㈯、午前11時／午後
1時／2時／3時／4時開始　※各45分

（1人10分程度）

eスポーツ（コンピューターゲームによる対戦）を体験　※タブ
レットゲームで遊べるコーナーもあり■対象＝4歳以上の方　
※就学前の子どもは保護者同伴

各
12人

（先着順）

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）

ハローキティ
トゥインクル☆ムーンライト
■日時＝1/2㈭～4㈯、午前11時～
11時30分

ハローキティが登場する、科学も学べるアニメーション作品
をプラネタリウムで楽しむ■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

各
170人

（先着順）
不要

理科実験教室
「ベンハムゴマをつくろう」
■日時＝2/5㈬、午後5時～6時

回すと色が浮き出る不思議な白黒のコマ（ベンハムゴマ）を作
る■対象＝小学4～6年生

20人
（1/5から

先着順）

桑袋ビオトープ公園
〒121-0061花畑8-2-2

☎3884-1021
FAX3884-1041

年末 12/28㈯まで
年始 1/4㈯から

木の枝の楽器作り
■日時＝1/12㈰、午後2時～3時

ハギなどの枝を使って楽器を作る
※就学前の子どもは保護者の参加が必要

20人
（先着順）

不要
※当日午前9時から会場で参

加証を配布

自然のあそび屋台
■日時＝1/13㈷、午後2時～2時30分

「冬の自然探し」と「カマキリの卵マップ作り」から好きな方を
選んで挑戦　※雨天の場合は、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

― 不要
※時間内随時受け付け

野鳥のストラップ作り
■日時＝1/26㈰、午前9時30分～
午後0時30分

野鳥を観察し、樹脂製の鳥の型に模様を
つけてストラップを作る■対象＝小学生
以上の方　※小学1・2年生は保護者の
申し込みも必要■費用＝200円（材料費）
■期限＝1/14㈫必着

20人
（抽選）

窓口 FAX 往復ハガキ
（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、「野鳥のストラップ作
り」）　※1人1回のみ申し込み可

生物園・元渕江公園
☎3884-5577

※いずれも、就学前の子ども
は保護者同伴。ポニー乗馬
を除き、別途入園料が必要

年末 12/28㈯まで
年始 1/2㈭から

冬のホタル観賞会
■日時＝1/2㈭～5㈰、午後1時～4時　
※30分ごとに開催

新年を飾る幻想的なホタルの光を日中に楽しむ
各

40人
（先着順）

不要

小学生クイズ王選手権
■日時＝1/7㈫、午後2時～3時

生きものや生物園に関するクイズに答えながら、生きものの知
識を深める　※優勝・準優勝者には景品あり■対象＝小学生

50人
（先着順）

不要
※当日午後1時45分から会場

で受け付け
ポニー乗馬
■日時＝1/12㈰、午前10時30分～
正午／午後1時～3時　※雨天中止

東武動物公園で人気のポニー乗馬
を元渕江公園で体験■対象=小学1
年生以下の方■費用＝1回200円

120人程度
（先着順） 不要

都市農業公園
〒123-0864鹿浜2-44-1

☎3853-4114

年末 12/28㈯まで
年始 1/2㈭から

新春カルタ大会
■日時＝1/2㈭、午前10時30分／
11時30分開始　※各45分

都市農業公園をテーマにした大型カルタとり
※就学前の子どもは保護者の参加が必要

各
40人

（先着順）
不要

※当日午前9時から会場で受
け付け

冬の生きものさがし
■日時＝1/12㈰、午後1時30分～
2時30分

冬越ししている虫を捕まえて観察する
※就学前の子どもは保護者の参加が必要

15人
（先着順）

どんど焼き
■日時＝1/13㈷、午前10時30分～
午後0時30分

どんど焼きを体験し、お餅を焼いて食べる　※小学3年生以下
の方は保護者同伴■費用＝200円

50人
（先着順）

都市農満喫「味
み そ

噌づくり 1月」
■日時＝1/26㈰、午前10時～
午後3時

野菜の収穫体験／味噌づくり　※ラ
ンチ・お土産付き■対象＝4歳以上
の方　※小学3年生以下の方は保護
者同伴■費用＝3,000円（材料費）■
期限＝1/15㈬必着

15人
（抽選）

往復ハガキ
（全員の住所・氏名〈フリガ
ナ〉・年齢〈学年〉・電話番号、「都
市農満喫味噌づくり 1月」）
※1人1回のみ申し込み可

冬の運動会
■日時＝2/9㈰、午後1時～2時30分

自然の物を使ってゲームをする
※就学前の子どもは保護者の参加が必要

20人
（先着順） 不要

※当日午前9時から会場で受
け付け

畑のようちえん
■日時＝2/10㈪～14㈮、
午前10時～11時

土や野菜に触れ合いながら畑を楽しむ　※野菜のお土産付き
■対象＝就学前の子どもと保護者■費用＝100円

各
10組

（先着順）

冬のイベント大特集
12月〜2年2月分

オリジナルこま
を作ろう

＼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、3面左上を参照 3

■期間＝2年1月15日㈬～20日㈪■
問先＝中央図書館　　☎5813-3740

舎人図書館の
臨時休館日

■期間＝2年1月20日㈪～24日㈮■内容＝所蔵資料の点検・整理のため休室　※資料の閲
覧・貸し出し・予約不可。有償刊行物は通常通り販売■問先＝区政情報係　☎3880-5830

区政資料室
の休室

子育て・教育

イライラしない子育て講座
（実践編・6日制）
■日時＝2年2月6日～3月12日の
毎週木曜日、午前10時～正午■
対象＝区内在住で3歳～小学生の
保護者　※子ども同伴での受講
不可■内容＝より良い親子関係を
築くために、しつけの具体的なポ
イントを学ぶ■定員＝20人（抽選）　
※保育あり（要予約、1歳～就学
前の子ども、10人程度）■申込＝
電話／区のホームページから専用
フォームに入力■期限＝2年1月17
日㈮■場・申・問先＝こども支援
センターげんき�こども家庭支援課�
事業係� ☎3852-2863

健康・衛生

講演会「専門医に聞く 
関節リウマチの最新治療」

■日時＝2年1月30日㈭、午後2時
～4時■対象＝関節リウマチを治
療中の方や家族■内容＝関節リウ
マチの治療や症状についての講演
■定員＝30人（12月26日から先着
順）■申込＝電話／窓口／住所、
氏名（フリガナ）、年齢、電話・ファ
クス番号、「関節リウマチの最新治
療」をファクス■場・申・問先＝中
央本町地域・保健総合支援課�地
域保健係（足立保健所内）
☎3880-5352 FAX3880-6998

福祉・高齢医療

もの忘れ相談
（2年1月分）

■日程等＝表1■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電話
／窓口
表1　もの忘れ相談（2年1月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

さの　　　　  ☎5682-0157 28㈫
鹿浜　　　　  ☎5838-0825 30㈭千住西　　　  ☎5244-0248
一ツ家　　　  ☎3850-0300 22㈬
本木関原　  　☎5845-3330 31㈮
六月　　　　  ☎5242-0302 16㈭

介護予防「はつらつ教室」
（2年1月～3月分）

■日時等＝表2■対象＝区内在住
の65歳以上で、介護保険の要介
護・要支援の認定を受けていない
方■内容＝筋力向上トレーニング
／軽体操■持ち物＝緊急連絡先が
分かるもの／運動しやすい服装／
室内用運動靴／タオル／飲み物■
定員＝各20人（先着順）

若年性認知症
本人・家族交流会

■日時＝2年1月11日㈯、午後1時
30分～3時■場所＝総合ボランティ
アセンター■対象＝区内在住で若
年性認知症と診断を受けた方と家
族■内容＝日々のもの忘れについ
ての情報交換や悩みなどを気軽に
話せる交流会■定員＝20人（12月
26日から先着順）■申込＝電話／
窓口■申・問先＝地域包括ケア推
進課�認知症施策推進担当
 ☎3880-5885

ふれあい遊湯う
（2年1月～3月分）

■場所等＝表3■対象＝おおむね

65歳以上の1人で入浴できる方■
内容＝入浴／レクリエーション�な
ど■費用＝▷入浴料…200円　▷
昼食代…500円程度　※弁当持参
可■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝生活協同組合・東京高
齢協のぞみ� ☎3886-3200
区・介護予防・生活支援担当
 ☎3880-5642
表3　ふれあい遊湯う

（2年1月～3月分）場所等
曜日 場所

月
竹の湯（関原1-9-13）
松の場（本木2-26-9）

火
玉の湯（綾瀬2-37-4）
大和湯（島根2-19-7）

木
岡田湯（関原3-43-2）
四ツ家浴場（青井3-37-12）

金
大黒湯（千住寿町32-6）
めぐみ湯（綾瀬5-20-6）

土
おきもと湯（西新井本町4-29-24）
松の湯（柳原1-24-8）

※1月1日㈷～4日㈯を除く。時間は午
前10時～午後1時30分（受け付けは
午前11時終了）

休日接骨院当番所（2年1月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

5㈰
白川接骨院（大谷田5-8-4） 5697-0325
大師接骨院（西新井6-1-2） 3890-2270

12㈰
足立名倉堂接骨院（大谷田3-12-28） 3606-0880
川村接骨院（梅田3-14-7） 3840-7187

13㈷
清水整骨院（江北7-23-1） 3896-9778
関橋接骨院（南花畑2-9-4） 3859-4501

19㈰
小平鍼灸接骨院（千住中居町28-9） 3882-9191
土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

26㈰
北綾瀬名倉岡村接骨院（加平3-16-7） 5697-7266
小池接骨院（興野1-10-6） 3889-2171

※ 時間は午前9時～午後5時。年末年始（12月29日㈰～2年1月3日㈮）の案内はあ
だち広報12月10日号に掲載済み
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です
トップ画面の検索バーにタイトルなどを�
入力することで、簡単にアクセスできます。

◯◯◯講座 検索

各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です

献血（2年1月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

4㈯ 西新井大師 大型バス専用駐車場
（西新井6-1-19） 午前11時30分～午後3時30分

5㈰ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／
午後1時～4時

7㈫〜10㈮ 区役所1階区民ロビー 午前9時30分～11時30分／
午後1時～4時

19㈰ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／
午後1時～4時

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝�▷献血の条件…東京都赤十字血液センター ☎5272-3523 

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891

郵送申し込み記入例

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

切 手
〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

表2　はつらつ教室（2年1月～3月分）日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

梅田
☎3880-5322 　

1/27、2/10、3/9・23、
いずれも月曜日、午前10時～11時30分　

電話／窓口

興本
☎3889-0370

1/15・29、2/5・19、3/4・18、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

江北
☎3890-4522

1/9・23、2/13・27、3/12・26、
いずれも木曜日、午後1時45分～3時15分　

佐野
☎3628-3273

1/8・22、2/12・26、3/11・25、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分　

鹿浜
☎3857-6551

1/9・23、2/13・27、3/12・26、
いずれも木曜日、午前10時～11時30分　

新田
☎3912-3931

1/7・21、2/11・18、3/3・17、
いずれも火曜日、午前10時～11時30分　

竹の塚
☎3850-3107

1/17、2/21、3/20、
いずれも金曜日、午後1時30分～3時　

中央本町
☎3852-1431 　

1/8・15、2/5・19、3/4・18、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時　

東和
☎3628-6201

1/23、2/27、3/26、
いずれも木曜日、午前10時～11時30分　

舎人
☎3857-0008

1/8・22、2/12・26、3/11・25、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分　

花畑
☎3850-2618

1/14・28、2/4・18、3/3・17、
いずれも火曜日、午後1時～2時30分　

保塚
☎3858-1502

1/9・23、2/13・27、3/12・26、
いずれも木曜日、午後1時30分～3時　

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
1/9・23、2/6・20、3/5・19、
いずれも木曜日、午後1時30分～3時　

総合スポーツセンター
☎3859-8211

1/8・15、2/5・19、3/4・18、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

日介ケアセンター花畑
（花畑6-16-1）

☎5851-3373
1/5・19、2/2・16、3/1・15、
いずれも日曜日、午前10時～11時30分　

■場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206

1/14、2/18、3/10、
いずれも火曜日、午後1時15分～2時45分　

電話
（平日のみ）

ティップネス綾瀬
（綾瀬3-14-16）

☎0120-937-381
1/9・23、2/13・27、3/12・26、
いずれも木曜日、午後2時～3時30分　

■受け付け開始日＝▷1月分…12月26日㈭　▷2月分…1月26日㈰　▷3月分…2
月26日㈬　※月2回開催の会場では、各月1回のみ申し込み可■問先＝区・介護予
防・生活支援担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5642

福祉・高齢医療は、
4面に続きます




