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2月・3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＝2月16日㈰、午前10時～正午／午後1時～4時■内容＝
Nゲージ運転体験／プラレールコーナー／ペーパークラフト な
ど　※就学前の子どもは保護者同伴。内容など、くわしくはホー
ムページをご覧ください。■申込＝不要　※当日直接会場へ

鉄道ミュージアム

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

かかし座 手影絵パフォーマンス「H
ハ ン ド

and S
シ ャ ド ー

hadow S
シ ョ ー

how」
■日時＝3月28日㈯、正午～午後0時30分／1時15分～1時45分■
内容＝プラネタリウムに映し出される影絵映像と手影絵パフォー
マンスを楽しむ／演者による手影絵指導／ステージでの手影絵体
験■定員＝各170人（2月15日から先着順）　※就学前の子どもは
保護者同伴■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＝電話／窓口

かかし座 手影絵パフォーマンス「Hand Shadow Show」 ハーブ教室「ハーブでストール染め」
■日時＝3月8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＝ドライハーブを使い、
香りに包まれながら染め物を体験　※お土産付き■費用＝1,500
円（材料費）■期限＝2月27日㈭必着

味
み そ

噌づくり教室（3月）
■日時＝15日㈰、午前10時30分～正午■対象＝4歳以上の方　※小
学3年生以下の方は保護者同伴■内容＝園内で採れた無農薬大豆で
味噌を作る　※味噌のお土産（食べごろは9月・10月）付き■費用＝
1,800円（材料費）■期限＝3月4日㈬必着

―いずれも―
■定員＝15人（抽選）■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号、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

ハーブ教室「ハーブでストール染め」

味噌づくり教室（3月）

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

■日時＝3月14日～7月25日の第2・4土曜日、午前9時30分～正
午　※4月11日を除く■対象＝中学生以上の方■内容＝土作りか
ら種まき・定植・収穫までを、有機・無農薬栽培の講義と実践を
通して学ぶ■費用＝4,500円■期限＝2月26日㈬必着

有機農家に教わる
おいしい野菜の作り方教室（9日制）

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＝3月15日㈰、午前10時～
午後3時　※雨天時は3月22日㈰
に延期■場所＝宮城ゆうゆう公園
■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＝野外調理を体験し、災害へ
の備えを考える■定員＝15人（抽選）■費用＝500円（材料費な
ど）■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号、
「荒川で防災デイキャンプ」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＝
2月28日㈮必着

荒川で防災デイキャンプ

■日時＝2月23日㈷、午前10時30分～
正午／午後1時30分～3時30分■内容＝
東武動物公園のアルパカなど、普段見る
ことができない動物たちのショー　※記
念撮影可。就学前の子どもは保護者同伴。
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/

アルパカと愉快な仲間たち

▲もふもふのアルパカと
記念撮影しよう

桑袋ビオトープ公園 〒121-0061　花畑8-2-2
☎3884-1021 3884-1041 https://ces-net.jp/biotop/

■日時＝3月15日㈰、午前10時～正
午■対象＝小学生以上の方　※小
学1・2年生は保護者の参加が必要
■内容＝園内を観察し、寄せ植え「手
のひらのビオトープ」を作る■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・ファクス番号、「手のひらのビ
オトープ作り」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＝3月3日㈫必着

おうちに生き物呼んでみよう
手のひらのビオトープ作り

ドロバチハウスを作ろう
■日時＝2月23日㈷、午後2時
～3時■内容＝園内のドロバチ
用の竹筒を回収して観察し、新
しい竹筒を設置する■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時から
会場で参加証を配布

自然のあそび屋台
■日時＝2月24日㉁、3月1日㈰、
午後2時～2時30分■内容＝「ロ
ゼット観察」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

ドロバチハウスを作ろう

自然のあそび屋台

▲おうちにチョウを呼べるかも

▲災害時に役立つ湯
ゆ

煎
せん

調理に
　挑戦しよう

川のようちえん 小さな春さがし
■日時＝3月8日㈰、午前10時～
11時30分■場所＝荒川ビジター
センター／荒川土手■対象＝就学
前の子どもと保護者　※小学生以
上のきょうだい同伴可■内容＝荒
川を眺めながら春の生きものを探
し、集めた草花でお土産を作る■
定員＝20人（抽選）■申込＝窓口／全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢・電話番号、「川のようちえん」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
＝2月25日㈫必着

川のようちえん 小さな春さがし

▲暖かさを感じながら遊ぼう

▲ドロバチってどんな姿だろう？

▲�タンポポのロゼット（葉が地面に放射
状に広がった状態）を観察しよう



■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 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

催し物は、
9面からの続きです パソコン講座（3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（2月12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（3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」★

7㈯、
午前10時～午後5時 10,230円

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」

7㈯、
午後7時～9時 無料

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」★

8㈰、
午前10時～午後5時 10,230円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorビギナー夜3日コース（3日制）
9㈪・11㈬・13㈮、
午後7時～9時

各
11,000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」◆

14㈯、
午前10時～午後5時

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」★

15㈰、
午前10時～午後5時 10,230円

PowerPoint2013応用夜3日コース 
「PowerPointで動画作成、Y

ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ubeにアップ」
（3日制）

16㈪・18㈬・20㈷、
午後7時～9時

各
12,100円ゼロから始めるExcelマクロ・VBA1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」◆

20㈷、
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
21㈯、
午前10時～午後5時 各

11,000円P
フ ォ ト

hotos
シ ョ ッ プ

hop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」

22㈰、
午前10時～午後5時

G
グ ー グ ル

oogleアナリティクスでHPの解析
午前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」

28㈯、
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」◆

28㈯、
午後2時～5時

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 1,980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）

足立シティオーケストラ
第63回定期演奏会
■日時＝3月1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＝汐

しおざわ

澤安
やす

彦
ひこ

氏の指揮によるチェロ協奏曲（エ
ルガー）、交響曲第1番ハ短調（ブ
ラームス） など■定員＝902人（先
着順）■費用＝▷前売り…1,000円　
▷当日…1,500円　※高校生以下
の方は前売り500円・当日700円。
就学前の子どもは入場不可。全席
指定■申込＝窓口／ギャラクシティ
ホームページ（https://galaxcity.
jp/）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＝足立シティオーケ
ストラ（武村） ☎090-3695-8356
区・文化団体支援係
 ☎3880-5986

NPO活動体験講座
「親子でコンピューター
プログラミング体験」
■日程＝3月28日㈯■時間等＝▷基
礎編…午前10時～11時30分　▷
応用編…午後1時～2時30分■場
所＝生涯学習センター（学びピア21
内）■対象＝小学生と保護者■内容
＝子ども向けコンピュータープログ
ラミング教育を実施している団体
の活動紹介／プログラミング体験
■定員＝各10組（2人1組。2月12
日から先着順）■申込＝電話／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・
ファクス番号、Ｅメールアドレス、
希望コース、「コンピュータープロ

グラミング体験」をファクス■申・
問先＝NPO活動支援センター（日・
月曜日、祝日を除く、午前9時～午
後8時）
☎3840-2331 FAX3840-2333

講座「毛糸・リボン・ひもを
織り込むストラップづくり」
■日時＝2月29日㈯、午後1時30分
～3時30分■場所＝ギャラクシティ
■内容＝三つ編みや段ボール織り
などでたくさんの素材を自由に組
み合わせて、自分だけのストラップ
を作る　※小学3年生以下の方は
保護者同伴■申込＝不要　※時間
内随時受け付け■問先＝体験活動
調整担当 ☎3880-5967

リサイクル体験講座
「さおり織りでコースター作り」
■日時＝2月27日㈭、午前10時～
正午■対象＝区内在住・在勤・在
学の方■内容＝ほぐしたTシャツを
ヨコ糸に使い、さおり織り機でコー
スターを作る■定員＝10人（抽選）
■費用＝250円■申込＝電話／窓
口／住所、氏名（フリガナ）、電話
番号、「さおり織り」をファクス・ハ
ガキで送付■期限＝2月20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

＝催し物＝
☆歌謡フェスティバル　3月
1日㈰、午前10時～午後6時
／区役所庁舎ホール／桜花歌謡
協会主催／演歌・歌謡曲・舞踊
の披露／岩

いわもと

本公
く

水
み

さんがゲスト
出演（午後4時ごろ）／入場無料／
当日直接会場へ／藤原

☎3848-0704




