
カラスの被害を
防ぐために

▷エサを断つ…生ごみは紙などに包んでからごみ袋に入れるか、中身が見えないふた付きの容器に入れる　▷巣を作らせない…針金ハンガーは外に放置せず、枝葉は適宜剪
せんてい

定する　▷巣やヒナに注意す
る…繁殖期の親カラスは卵やヒナを守るために攻撃的になるので、巣やヒナを見つけたらできるだけ近づかず、帽子をかぶるなどして防御する■問先＝足立保健所�生活衛生課�庶務係��　☎3880-5375

暮らし・まちづくり

公益活動げんき応援事業
助成金の申請受け付け

（第1期）
■対象＝NPO活動支援センターに
登録し、区内を主な活動地域とす
るNPO・ボランティア団体など■
対象事業＝子どもの居場所づくり
や高齢者支援、まちづくりなど、
区内における公益活動や地域貢献
活動■助成額＝▷げんき応援コー
ス…上限10万円　▷ステップアッ
プコース…上限60万円■申込＝申
請書類を持参　※申請書類は区民
参画推進課（エル・ソフィア内）、
NPO活動支援センターで配布する

ほか、区のホームページからもダ
ウンロード可■申込期間＝4月1日
～30日■申・問先＝区民参画推進
課�区民参画支援係　� �
� ☎3880-5020

竹ノ塚駅付近 
鉄道高架化工事に伴う
通行止め・高さ制限
　大踏切（赤山街道）に上り急行線
の橋

はしげた

桁を架けるため、4月7日㈫・
8日㈬・10日㈮・21日㈫（いずれ
も夜間のみ）に、大踏切の通行止
め（自転車・歩行者含む）を行いま
す。なお、4月10日以降、事業
期間中は高さ3.8ｍ（完了後は高さ
4.1m）を超える特殊車両が大踏切
を通行できなくなります。ご迷惑
をおかけしますが、ご協力をお願

いします。　※くわしくは区のホー
ムページをご覧になるか、お問い
合わせください。■問先＝立体化
担当� ☎3880-5484

2年度 消費生活問題
調査研究グループ募集

■対象＝区内在住の方を主体とした
5人以上の団体　※営利目的を除く
などの条件あり■内容＝団体ごとに
消費生活に関するテーマを決めて
活動し、その成果を報告・発表する　
※必要経費の2分の1（上限3万円）
を助成■活動期間＝決定日～3年
3月■募集数＝5団体（選考）■申込
＝申請書類を持参　※申請書類は
消費者センターで配布■申込期間
＝4月1日～13日■申・問先＝消費
者センター� ☎3880-5385

道路を占用・使用するときは
許可申請が必要です
　道路を占用・使用するときには
通行の支障にならず一定の基準を
満たすほか、道路管理者（足立区
など）や交通管理者（警察）の許可
を受ける必要があります。また、
突き出し看板・日よけの設置、建
築工事を行う場合の足場・仮囲い
の設置なども許可申請が必要で
す。駐車場などに乗り入れるため
の道路工事を行うときも必ず事前
に相談し、自費工事承認を受けて
ください。�※申請方法など、く
わしくは区のホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
■問先＝占用係� ☎3880-5907

　ちょっと身
か ら だ

体を動かしたいときにぴったりのプログラムです。指
導者がいるので初心者・一人でも安心して参加できます。
■申込=不要　※当日直接会場へ■問先＝スポーツ施設支援係

☎3880-5989

種目 場所 曜日 時間 対象 費用
（傷害スポーツ保険料含む）

アーチェリー 総合スポーツセンター 日 午後1時～3時
（受け付けは午後2時終了）

総合スポーツセンターの「三世代アー
チェリー」修了者／小学2年生以上の
経験者　※小学2･3年生は保護者同伴

310円
（小･中学生は210円）

一輪車
伊興地域学習センター★1 月

（第3を除く）午後3時30分～5時
5歳以上の方 310円

（中学生以下の方は210円）鹿浜地域学習センター★2★3 木 午後4時～5時30分
総合スポーツセンター 水 午後3時30分～5時

ジュニア・
シニア卓球 総合スポーツセンター 水 午後3時30分～6時 小･中学生／60歳以上の方 310円

（小･中学生、障がいのある方は210円）★4

ソフトテニス 平野運動場★2

月
（不定期） 午前10時～午後1時 16歳以上の方 310円

（中学生は110円、高校生は210円）土
（不定期） 午後1時～5時★5 中学生以上の方

太極拳 総合スポーツセンター 木 午後1時～3時 16歳以上の方 310円

卓球
梅田地域学習センター

（エル･ソフィア内） 金 午後6時30分～9時

小学生以上の方

310円
（小･中学生、障がいのある方は210円）★4江北地域学習センター 水 午後0時30分～3時

佐野地域学習センター 午後6時30分～9時

バウンドテニス

梅田地域学習センター★2

（エル･ソフィア内）
金

（第5を除く）午前10時～正午

310円
（小･中学生、いきいきフリーパス所
有者は110円）

佐野地域学習センター 水 午後1時～3時鹿浜地域学習センター★2★3 火

総合スポーツセンター 月
（第2を除く）午前10時～正午

中央本町地域学習センター 水 午後7時～9時

バレーボール 東和地域学習センター 金 午前10時～正午 310円
（小･中学生は110円）

ビーチボールバレー★2

伊興地域学習センター★1 月
（第3を除く）午後7時～9時

中学生以上の方 310円
（中学生は110円）

梅田地域学習センター
（エル･ソフィア内） 金 午後1時～3時

興本地域学習センター 木 午後7時～9時
佐野地域学習センター 水 午後3時30分～5時30分

ファミリーテニス

伊興地域学習センター★1 月
（第3を除く）午後1時～3時

小学生以上の方 310円
（小･中学生は110円）

興本地域学習センター 木
佐野地域学習センター 水 午前10時～正午鹿浜地域学習センター★3 木

総合スポーツセンター 月
（第2を除く）午後1時～3時

中央本町地域学習センター 水
※ 運動ができる衣服・室内運動靴（アーチェリー・ソフトテニスは外履き）持参。ジーンズ、キュロット・スカートでの参加不可。用具の無料貸し出しあり。夜間（午後

6時30分以降）に小・中学生が参加する場合は、16歳以上の同伴者が必要。個人利用回数券は利用不可。くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

★1…7月（予定）まで改修工事のため開催休止 ★2…8月は開催休止 ★3…9月ごろ～3年7月（予定）は改修工事のため開催休止 ★4…障がいのある方は障害者手帳持参 
★5…11月～3年2月までは午後1時～4時

気軽に参加
「スポーツ広場」

2020年（令和2年）3月25日（第1827号）6 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日㈪まで開催を休止しています。今後も継続して休止する場合がありますので、参
加前に区のホームページなどでご確認ください。



■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面左中を参照 7

昭和58年以前に新築された6戸以上のマンションの管理組合
へ、都から案内を送付■問先＝住宅計画係　☎3880-5963

4月1日から「マンション管理
状況届出制度」が始まります

災害時協力井戸の募集
■対象＝区内で日常的に使用して
いる井戸を所有している方■内容＝
災害時の生活用水確保のための協
力井戸として登録　※年１回、衛生
試験所による水質検査を実施。登
録方法など、くわしくはお問い合わ
せください。■問先＝災害対策課�
施設管理係� ☎３８８０-５８３７

賃貸住宅などの建物の名称
が変わったときは名称変更
の届け出が必要

■対象＝区内住居表示実施済み
区域の建物所有者または管理者
■申込＝窓口／申請書をファクス　
※申請書は区のホームページから
ダウンロード■申・問先＝戸籍住

民課�住民記録係
☎３８８０-５７２５� FAX 3８８０-５６６４

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）

みどりの学び場
▪緑のカーテンを育てよう
■日時＝5月14日㈭、午前10時～
正午■場所＝区役所庁舎ホール■
内容＝緑のカーテンの育て方を学
ぶ／植え付け体験■期限＝4月10
日㈮必着
▪剪

せ ん て い

定講習会
■日時等＝▷基礎編…5月19日㈫、
午前9時～正午　▷応用編…5月
20日㈬、午後1時～4時　※重複
申し込み不可■場所＝区役所■内

容＝剪定の講義／公園での実習■
期限＝4月17日㈮必着

――いずれも――
■対象＝区内在住の方■定員＝20
人（抽選）■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、講座
名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■申・問先＝みどり推進課�み
どり事業係� ☎3880-5919

桜花亭 健康づくり講座
「やさしいヨガ」
■日時＝5月13日㈬・27日㈬、午
前10時30分～11時30分■対象
＝18歳以上の方■内容＝初心者で
も、自分のペースで気持ちよく体
を動かせるヨガ入門　※マットまた

はバスタオル持参■定員＝各15人
（先着順）■費用＝1,000円■申込
＝不要　※当日午前9時30分から
会場で受け付け■場・問先＝桜花
亭� ☎3885-9795

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお
願いします。■問先＝障がい施策推進担当　☎3880-5407　 FAX3880-5754

気づいてください
ヘルプマーク

■日時＝5月9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＝国内外で活躍するバ
ンド「竜馬四重奏」の竜馬によるプラネタリウムソロコンサート
■定員＝165人（3月28日から先着順）■費用＝500円　※高校生
以下の方は100円■申込＝電話／窓口

竜
りょう

馬
ま

 星空コンサート2020「満天のヴァイオリン」

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

川のようちえん 春の草花あそび
■日時＝4月25日㈯、午前10時～11時30分■場所＝荒川ビジター
センター／荒川河川敷■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＝土手や河川敷で見つけた春の
草花を使って、花冠作りや草笛などで遊ぶ■定員＝20人（抽選）
■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番号、
「春の草花あそび」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＝4月14日㈫必着

■日時＝5月2日㈯、午後1時～2時■対象＝小学3年生以上の方
※小学生は保護者同伴■内容＝畑の観察／お茶の葉を摘み、緑
茶を作る　※緑茶付き■定員＝10人（先着順）■費用＝200円■
申込＝不要　※当日午前9時から会場で受け付け

としのう歳時記「八
は ち

十
じ ゅ う

八
は ち

夜
や

」

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＝5月9日㈯、午後1時～10
日㈰、午前11時　※雨天時は5月23
日㈯・24日㈰に延期。4月26日㈰、
午後2時～3時の事前説明会への参加
が必要■場所＝宮城ゆうゆう公園／
荒川河川敷■対象＝小学3～6年生　※4月1日現在■内容＝荒
川でスタッフと子どもだけでキャンプし、野外料理や普段は味
わえない夕方・早朝の荒川を楽しむ■定員＝20人（抽選）■費用
＝1,500円（材料費など）■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢（学年）・性別・電話番号、「春のあらかわ冒険キャンプ」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＝4月14日㈫必着

春のあらかわ
冒険キャンプ（1泊2日）

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＝4月26日㈰、午前10時30
分～11時30分■対象＝就学前の子
どもと保護者■内容＝スタッフと
一緒にダンゴムシを探して観察す
る　※保護者向けの「生き物ものし
りシート」あり■定員＝20人（抽選）
■申込＝全員の住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、「家族で探そうダンゴムシ」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＝4月14日㈫必着

家族で探そうダンゴムシ
ちびっこ自然体験

▲ダンゴムシの好きな場所を探して
見つけよう

▲荒川に一泊しよう！

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

■期間＝4月21日～5月10日■内容＝
チョウの幼虫やカメ、ヒトデなど、様々
な生きものに触れる　※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/

生きものタッチ展

▲カメの甲羅はどんな手触りか
な？  優しく撫

な

でてみよう！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日㈪まで休館（園）しています。今後も継続して休館（園）する場合がありま
すので、ホームページなどでご確認ください。　※ギャラクシティは窓口利用可

※開館（園）時間などは
　各施設によって異なります

＝サークル会員募集＝
☆初心者のドラムサークル　毎
週水曜日、午後3時～5時／竹の塚
3-10-1�竹の塚ビル4階／65歳以
下の女性／カラオケ音源をドラ
ムで演奏／月額2,000円／住所、
氏名、電話番号、「サークル入会希
望」をハガキで送付（石坂　〒121-
0011中央本町4-12-9）　※面接あ
り／青木　　　�☎3883-5376


