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帝京科学大学の催し

▪講座「犬と猫を飼う前に知ってほしいこと」
■日時＝1月24日㈮、午後2時～3時30分■対象＝犬や猫の飼育を
検討している方■内容＝犬と猫の選び方や家庭に迎え入れる準備、
健康管理・予防プログラムを学ぶ■定員＝20人（1月6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
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

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）

暮らしの園芸講座（2月分）
「バラを育てよう」
■日時＝19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＝
バラの特徴や育て方などの講義／
植え付けの実習■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、「バラを
育てよう」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＝1月17日㈮必着
■申・問先＝みどり推進課�みどり
事業係� ☎3880-5919

明るい選挙ポスターコンクール
入選作品展覧会

■期間等＝▷区役所1階区民ロビー
…1月16日～22日　▷イトーヨー
カドー�竹の塚店（竹の塚5-17-1）…

24日～30日、午前10時～午後9
時■内容＝小・中学生、高校生の
入選作品（金賞1点・銀賞3点・銅
賞6点・佳作10点）の展示■問先＝
選挙係� ☎3880-5531

区内小学校 特別支援学級児童
の工作や絵画などを展示

■期間＝2月18日㈫～20日㈭、午
前10時～午後6時　※20日は午
前9時～午後2時■場所＝ギャラク
シティ■内容＝絵画・染め物・陶器・
手芸作品などの展示■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝桜花小
学校� ☎3885-4911

催し物は、
9面からの続きです

＝サークル会員募集＝
☆大道芸研究会TOKYO　毎月
第3日曜日、午後1時～3時30分
／柳原南町会会館（千住東2-24）
／「ガマの油売り」など、日本の
大道芸を学びながら、コミュニ�
ケーション能力を高める／月額�
1,000円�※別途入会金2,000円
／電話／高橋

☎090-6700-1394

心当たりのないメールは開かず無視 ！
　「迷惑メール」を開いて内容を見てしまったがために、詐欺などの被
害に遭うケースが増加しています。

●●万円差し上げます。返信をください。
→返信すると手数料の振り込みを促され、
　振り込んだのにお金がもらえなかった。
●●社（実在する携帯電話会社）です。
電話代が高額です。下記URLからご確認ください。
→自分のID・パスワード・暗証番号を入力してしまい、
　キャリア決済で約9万円を不正利用された。

▪消費者センターからのアドバイス
　心当たりのない不審なメールが届いたら、開かず
無視してください。
　少しでも不安を感じたり、対処に困ったりした場合は、すぐ
に消費者センターにご相談ください。
■問先＝区・消費者センター� ☎3880-5385
相談専用（平日、午前9時～午後4時45分）� ☎3880-5380

パソコン講座（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（1月6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」★

1㈯、
午前10時～午後5時 10,230円

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshopビギナー1日コース
「画像の加工・ロゴ作成などの基本操作」

2㈰、
午前10時～午後5時 11,000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」★

8㈯、
午前10時～午後5時 10,230円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorビギナー1日コース
9㈰、
午前10時～午後5時 11,000円

W
ワ ー ド

ord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」

10㈪、
午前10時～午後1時

各
4,400円G

グ ー グ ル

oogleアナリティクスでH
ホームページ

Pの解析
午後1日コース

「HPの解析分析ソフトを使用してアクセ
ス数や傾向を知ることにより、業務の改
善・売り上げアップにつなげる」

10㈪、
午後2時～5時

Excel実務で使う表計算1日コース
「受注計算書・見積書・時給計算書・
売上報告書作成」◆

11㈷、
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、
テーブル・クエリ・フォーム・レポートの作
り方まで」

15㈯、
午前10時～午後5時 11,000円

PowerPoint2013応用1日コース
「PowerPointで動画作成、Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeにアップ」◆
16㈰、
午前10時～午後5時 各

12,100円Excel1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」◆

22㈯、
午前10時～午後5時

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・変数などW

ウ ェ ブ

eb作成プログラム入門」

23㈷、
午前10時～午後5時 11,000円

小学生向けプログラミング基礎編
午前1日コース

「『スクラッチ』でゲーム・
アニメーションの作成」

29㈯、
午前10時～正午 1,944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」◆

29㈯、
午後2時～5時 4,400円

★…教材CD付き　◆…データ入りのUSBメモリ付き

東京2020パラリンピック
聖火ランナー募集中！

　8月21日から東京2020パラリ
ンピック開会式が行われる25日ま
で、聖火リレーが都内を駆け抜け
ます。あなたもパラリンピックの
聖火ランナーとして、東京2020
大会に参加しませんか？
■対象＝2008年4月1日以前に生
まれた方　※申し込み方法など、
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。
■内容＝聖火ランナー1人あたり約200mを走る■期限＝2月15
日㈯■問先＝都・聖火ランナー選考事務局　　　��☎6277-2459
HP https://www.tokyo-runner.jp

日程 リレールート（予定）
8/21㈮ 新宿区→中野区→豊島区→北区→文京区
8/22㈯ 千代田区→台東区→墨田区→江東区→江戸川区
8/23㈰ 国立市→日野市→立川市→東大和市→国分寺市
8/24㈪ 西東京市→三鷹市→府中市→調布市→世田谷区
8/25㈫ 中央区→港区→渋谷区

　　　　

▲都立城北特別支援学校の皆さん

私たちもパラリンピック
を楽しみにしています

事例1

事例2



■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 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

1月・2月の催し
※開館（園）時間などは各施設によって異なります

■日時等＝▷こども将棋サロン（経験者向け）…1月8日㈬、午後2時
30分／4時30分開始　▷こども将棋教室（初心者向け）…11日㈯、
午前10時／11時20分／午後1時20分／2時40分開始　※各1時間
程度■対象＝高校生以下の方　※就学前の子どもは保護者同伴■
内容＝女流棋士と指導対局／様々な形の将棋盤で将棋を楽しむ■
定員＝各16人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ。こども
将棋教室（初心者向け）は、当日午前9時から会場で整理券を配布

女流棋士に教わる将棋講座

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

ぐにゃぐにゃ凧
た こ

をつくろう
■日時＝1月13日㈷、午後1時30分／2時30分／3時30分開始　※各
40分程度■対象＝4歳～中学生　※小学3年生以下の方は保護者同
伴■内容＝ビニールの凧に絵を描いてオリジナルの凧を作る■定員
＝各20人（先着順）■費用＝200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）

ビューティークラフト講座「ローズマリーのハンドクリームづくり」
■日時＝2月8日㈯、午前10時30分～正午■対象＝中学生以上の
方■内容＝ハーブの一種「ローズマリー」を使って、色鮮やかで香
り高いハンドクリームを作る■定員＝18人（抽選）■費用＝1,500
円（材料費）■期限＝1月28日㈫必着

―いずれも―
■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番号、
希望時間（味噌玉づくりのみ）、イベント名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

■日時＝2月2日㈰、午前10時～11時30分／午後2時～3時30分
■対象＝小学3年生以上の方　※小学3～6年生は保護者の申し込
みも必要■内容＝手軽な保存食「味噌玉（自家製のインスタント味
噌汁の素）」を作り、保存食の魅力を知る　※お土産あり■定員＝
各36人（抽選）■費用＝1,500円（材料費・試食代。親子は2人で
2,000円）■期限＝1月22日㈬必着

美
お い

味しい非常食 味
み そ

噌玉
だ ま

づくり

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

■日時＝2月1日㈯、午後2時30
分／3時30分開始　※各50分程
度■内容＝荒川のアシで、ハガキ
や写真を飾るミニよしずを作る
■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■申込＝不要　※当日午前9
時から会場で参加証を配布

学びピアの縁側「荒川のアシでミニよしずづくり」

▲イカの体を研究してみよう

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＝1月19日㈰、2月2日㈰、午後2時
～2時30分■内容＝「カマキリの卵マップ
づくり」など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

自然のあそび屋台

▲園内を探索しよう

▲冬に枯れるアシ（ヨシ）を使っ
てよしずを編もう

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

年始は
1月2日

から

■日時＝2月11日㈷、午後1時30分～
3時30分■対象＝中学生以上の方■
内容＝解剖で形態や内臓などの秘密
に迫る■定員＝15人（抽選）■費用＝
500円　※別途入園料が必要■申込
＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番号、「イカの解剖」
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＝1月26日㈰必着

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

解剖 イカの研究会

年始は
1月2日

から

年始は
1月2日

から

年始は
1月4日

から

年始は
1月4日

から

▲イカの体を研究してみよう




