
区では、青少年対策地区委員会を中心に、地域ごとに青少年の健全育成活動を行っています。青少年が健やか
に育つための積極的な環境づくりなどにご協力をお願いします。■問先＝青少年課�管理調整係　☎3880-5264

11月は子供・若者
育成支援強調月間

■内容＝特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の8月～10月分を、届出先の口座へ振
り込み　※2カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係　☎3880-5472

10月30日ごろに特別障害者手当
（国制度）などを振り込み

2020年（令和2年）10月25日（第1841号）6 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

公募・ボランティア

初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会（4日制）

■日程等＝▷総合スポーツセン
ター…11月23日㈷、12月6日㈰　
▷加平小学校…12月12日㈯・13
日㈰■時間＝午前9時30分～午後
5時30分■対象＝区内在住・在勤・
在学で18歳以上の方■内容＝障
がい者にスポーツの楽しさを伝え
るために必要な基礎知識や技術を
身につける　※（公財）日本障害者
スポーツ協会公認資格「初級障が
い者スポーツ指導員」取得可■定
員＝15人（抽選）■費用＝3,500
円（テキスト代）　※資格取得を希
望する方は別途登録料（9,300円）
が必要■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、電話番号、「養成
講習会」をファクス■期限＝11月

8日㈰■申・問先＝スポーツ振興
課�振興係
☎3880-5826� FAX3880-6028

暮らし・まちづくり

地域学習センターの
施設窓口の休止
　ネットワーク機器入れ替えに伴
い、予約システムが休止する施設
があります。休止中は該当窓口で
の予約・支払いができませんので、
近隣施設をご利用ください。■日
時等＝▷花畑地域学習センター…
11月21日㈯、午前9時～午後2時　
▷新田地域学習センター…11月28
日㈯、午後1時～6時■問先＝生涯
学習支援第一係� ☎3880-5467

交通安全ポスターコンクール
入選作品の展示

■期間＝11月3日～10日■場所

＝区役所1階区民ロビー■内容＝
小・中学生が描いた交通安全ポス
ターの入選作品（64点）の展示■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝交通対策課�推進係
� ☎3880-5912

ビューティフル・パートナー
活動紹介のパネル展示

■期間＝11月11日、正午～18日、
午後3時■場所＝区役所1階区民ロ
ビー■内容＝ビューティフル・
ウィンドウズ運動に参加する「パー
トナー」の活動紹介■申込＝不要　

※当日直接会場へ■問先＝美化推
進係� ☎3880-5856

都営住宅（家族・単身者向け）
入居者募集

■募集案内配布期間＝11月4日～
12日　※土・日曜日を除く■配
布場所＝住宅課�住宅管理係／区
民事務所　※なくなり次第配布終
了。申し込み資格など、くわしく
は募集案内または区のホームペー
ジをご覧ください。■問先＝お問
い合わせコールあだち（毎日、午
前8時～午後8時）�☎3880-0039

大学連携の催し

東京藝術大学
▪第4回 M

ミ ュ ー ジ ッ ク

usic a
アット

t H
ホ ー ム

ome  「文化の日 バロック音楽への誘い」
■配信開始日＝11月3日㈷■内容＝チェンバロとバロックバイオリ
ンのソロ・アンサンブルを、東京藝術大学アートリエゾンセンター
のホームページ（https://alc.geidai.ac.jp/）で配信■問先＝（区）地域
文化課�調整係� ☎3880-5985

東京未来大学
▪身近なもので「アート」を体験
　軽量粘土や糸を使って
　思いのままにものづくり
■日時＝11月14日㈯、午後1時
30分～3時30分■場所＝ギャラ
クシティ■対象＝小学生以下の方
※小学3年生以下の方は保護者同伴■内容＝軽くて伸びる粘土に色
を付けたり、毛糸などで紙コースターに模様を描いたりしてものづ
くりを楽しむ■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝（区）青少年
課�体験活動調整担当　　　　　　　　　　　　　　��☎3880-5967
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　� ☎3880-5840

白
し ら い し

石加
か よ こ

代子「百物語」 アンコール公演第三弾
■日時＝3年1月18日㈪、午後3時30分開演■内容＝22年かけて語り
終えた「百物語」のベストコレクションより4作を、鬼気迫る語りで上演
■定員＝701人（▷電話・ホームページ…11月6日　▷窓口…11月8日
※いずれも午前10時から先着順）■費用＝5,500円　※区内在住・在
勤・在学の方は5,225円。フレンズ会員は4,950円。就学前の子ども
は入場不可。全席指定■申込＝電話／窓口／ホームページから専用
フォームに入力■場・申・問先＝シアター1010

　　　　　�☎5244-1011　HP https://www.t1010.jp/

「ちょいスポ」「ちょいカル」「ちょい読み」
キャンペーン開始！
■問先＝文化・読書・スポーツ連携推進担当　　　☎3880-8017

　子育て中の保護者向けに、バラ
ンスボールに乗りながら読書や、
お子さんを預けてヨガ体験ができ
る「読書×スポーツ」のほか、「読
書×文化」のコラボレーションプ
ログラム（81種類）を実施。
　日常生活の中で気軽に文化・読
書・スポーツを楽しめます！

場所（地域学習センター）
伊興／興本／江北／舎人／花畑／保塚

期間
11月1日～3年1月31日

▲�昨年のちょいスポ「バランスボー
ル�d

で

e�姿勢エクササイズ」

足立区×オランダ連携プロジェクト
　区では共生社会の先進国であるオランダと連携し、誰もが積極
的に地域に参加できる社会の実現に向けた「G

ゲ ー ム

ame�C
チ ェ ン ジ ャ ー

hanger-パラ
スポーツで社会を変える-」を平成29年から展開してきました。こ
の取り組みがオランダのホストタウンとなることにつながり、そ
の記念の「フレーム切手」（写真と切手が一緒になった切手シート）
が販売されます。

 足立区×オランダ ホストタウン
 フレーム切手を販売！
■販売開始日＝10月26日㈪■販売場
所＝区内郵便局、東京中央局、大手町
局など計69局　※500シート■価格＝
1,500円（税込）■問先＝（区）プロモー
ション係　　　　　　��☎3880-5803
※�フレーム切手は、日本郵便㈱の登録商標です。

オランダ連携プロジェクトをきっかけに、
「スペシャルクライフコート★」が11月1日にオープン
　障がいの有無にかかわらず
誰もが気軽に運動・スポーツ
を楽しめる屋外施設として、
スペシャルクライフコートが
総合スポーツセンターに完成
しました。　※利用方法など、
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＝（区）総合スポーツセンター　☎3859-8211　 FAX3858-4497
★…�オランダの伝説的サッカー選手、ヨハン・クライフが設立した「ヨハン・

クライフ財団」が世界各国に設置しているコート。子どもから大人まで、
障がいの有無にかかわらず安心してスポーツを楽しめるようバリアフ
リー対応になっている。

くわしくは区の
ホームページへ▶

無料

※写真はイメージ

アジア圏初
あだち広報

12月10日号で
特集予定



■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 7

区では、青少年対策地区委員会を中心に、地域ごとに青少年の健全育成活動を行っています。青少年が健やか
に育つための積極的な環境づくりなどにご協力をお願いします。■問先＝青少年課�管理調整係　☎3880-5264

■期間＝▷保塚…3日㈷～8日㈰　▷梅田…11日㈬～16日㈪　▷江南コミュ
ニティ／竹の塚…25日㈬～30日㈪■問先＝中央図書館　�　☎5813-3740

図書館の臨時
休館日（11月分）

■期間＝11月9日㈪～13日㈮　※総合受付窓口は通常通り利用可
（9日を除く）■問先＝東綾瀬公園温水プール　　��☎5616-2500

水入れ替えのため、東綾瀬公園温水プール
（すいすいらんど綾瀬）利用休止

イクメン・イクジイフォト
コンテスト 区民賞投票募集

■対象＝区内在住・在勤の方■内
容＝一次審査を通過した20作品
の中から、イチオシの一枚を区の
ホームページで投票■投票期間＝
10月25日～11月8日■問先＝男
女参画プラザ� ☎3880-5222

男女参画プラザの講座
▪ 更年期とうまく向き合おう
　「女性ホルモンとカラダのトリセツ」
■日時＝11月17日㈫、午後6時
30分～8時30分■場所＝エル・
ソフィア■内容＝更年期について
正しく理解し、身

か ら だ

体を動かすこと
による体調管理方法を学ぶ■定員
＝20人
▪ 心と身体をほぐそう
　おうちでできるセルフケア
■日時＝12月5日㈯、午前10時
～正午■場所＝保塚地域学習セン
ター■内容＝セルフマッサージの
方法や、人間関係における心地よ
い距離の保ち方について学ぶ■定
員＝15人

――いずれも――
※10月26日から先着順。保育あ
り（更年期ケア講座は11月9日、
セルフケア講座は11月26日まで
に要予約、6カ月～就学前の子ど
も、先着5人）■対象＝区内在住・
在勤・在学の女性■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）、
年齢、保育希望の場合は子どもの
氏名（フリガナ）・年齢、電話・ファ
クス番号、講座名をファクス■申・
問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� FAX3880-0133

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）

桜花亭体験講座
「裏千家茶道教室」
■日時＝11月12日㈭・26日㈭、
午前10時～正午■対象＝18歳以
上の方■内容＝庭園の紅葉を眺め
ながら、「茶の湯」を気軽に楽しむ
初心者向けの茶道体験■定員＝各
5人（10月27日、午前9時から先
着順）■費用＝1,500円■申込＝
電話／窓口／氏名（フリガナ）、電
話番号、希望日、「茶道教室体験」
をファクス■場･申･問先＝桜花亭
☎3885-9795� FAX3860-0608

親子体験キャンプ
■日時＝11月22日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝都立舎人公園
キャンプ広場■対象＝区内在住の
小・中学生と保護者■内容＝テン
ト設営／野外炊事／レクゲーム
■定員＝30人（抽選）■費用＝1人
500円（材料費）■申込＝電話／窓
口■申込期間＝10月26日～11月
10日■申・問先＝青少年課�青少
年事業係� ☎3880-5275

講座「余った糸でコットン
ボールライトを作ろう」

■日時＝11月14日㈯、午後2時～
3時■対象＝小学生と保護者■内
容＝余り糸を使ったボール状の照
明カバーで「コットンボールライ
ト」を作る■定員＝20組（抽選）■
費用＝100円（材料費）■申込＝電
話／窓口／住所、氏名、電話番号、
「コットンボールライト」をファク
ス・ハガキで送付　※1人1回の

み申し込み可■期限＝11月8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

あだちの遊び場

わくわく工作ひろば
ハロウィンの仮面づくり

■日時＝10月31日㈯、午後1時
30分～4時■対象＝中学生以下の
方　※就学前の子どもは保護者同
伴■内容＝紙皿と画用紙でハロ
ウィンの仮面を作る■申込＝不要　
※時間内随時受け付け。定員など、
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。
■場・問先＝ギャラクシティ
 ☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

桑袋ビオトープ公園の催し
▪ 自然のあそび屋台
■日時＝11月1日㈰・8日㈰、午
後2時～2時30分■内容＝「秋の自
然さがし」と「落ち葉アート」から
好きな方を選んで挑戦　※雨天時

は別のプログラムに変更■申込＝
不要　※時間内随時受け付け
▪ 秋の自然でレジンのバッジ作り
■日時＝11月15日㈰、午後1時
30分～2時30分／3時～4時■内
容＝落ち葉や木の実などを使っ
て、レジンでバッジを作る■定員
＝各10人（先着順）■費用＝200
円（材料費）■申込＝不要　※当日
午前9時から会場で参加証を配布

――いずれも――
※就学前の子どもは保護者の参加
が必要■場・問先＝桑袋ビオトー
プ公園� ☎3884-1021

初めての飼育 ダンゴムシ
■日時＝10月31日㈯、午後1時
30分～2時30分／3時～4時■内
容＝身近な生きものであるダンゴ
ムシの観察／自宅での飼育方法を
紹介　※飼育セット付き■定員＝
10組（先着順）　※就学前の子ど
もは保護者同伴■費用＝500円　
※別途入園料が必要■申込＝不要　
※当日午前9時30分から会場で受
け付け■場・問先＝生物園
 ☎3884-5577

区民農園の利用者募集
■利用期間＝3年3月上旬～5年
2月上旬■募集農園等＝表1■
対象＝次のすべてに当てはまる
世帯（1世帯1農園のみ）…区内
在住／耕作可能な土地がない／
利用期間を通して耕作できる／
現在、区民農園を利用していな

い（利用期間が3年2月5日㈮で
終了する方は応募可）■期限＝
11月6日㈮消印有効　※公開抽
選会はなし■申先＝産業振興課�
農業振興係■問先＝お問い合わ
せコールあだち（毎日、午前8時
～午後8時）　　☎3880-0039

表1　募集農園等

利用形態 農園名 募集予定
区画数（抽選）

面積（1区画）・
費用（年額） 申込

世帯
（同一家屋・
同一敷地内に
居住する家族）

 伊興三丁目
（伊興3-13） 52

面積＝
約15㎡

費用＝
6,000円

住所、氏名（フリガナ）、
電話番号、希望農園名

（1カ所）を区 へ往復ハ
ガキで送付　※返信面
にも宛名を記入。3年4
月1日現在、65歳以上
の方で優遇枠を希望す
る場合は「高齢者コー
ナー希望」を記入

 大谷田西
（大谷田5-6-2） 42

 興野
（興野2-30-7） 63

 弘道
（弘道2-6-3） 56

 古千谷本町
（古千谷本町1-11-2） 54

 舎人
（舎人5-6-10） 52

 花畑西
（花畑4-4-1） 73

 本木
（本木2-31-3） 90

▪ 今年は試合をインターネットで配信！  自宅から応援しよう！
■時間＝▷第1試合…午前11時開始　▷第2試合…午後2時20分
開始　▷第3試合…5時40分開始　※会場での一般観戦
はできません。電波状況によって視聴できない場合があり
ます。　　  視聴方法など、くわしくは区のホームページへ▶
▪ 親子フットサル体験会＆試合観戦
■時間等＝▷第1部（小学1・2年生と保護者）…午後0時50分開始　
※第1試合の観戦とセット　▷第
2部（小学3・4年生と保護者）…4
時10分開始　※第3試合の観戦と
セット■場所＝総合スポーツセン
ター■定員＝各20組（抽選）■申込
＝電話／区のホームページから専
用フォームに入力■期限等＝11月
2日㈪　※参加者全員にTシャツ、
抽選でサイン入りボールをプレゼ
ント。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。■申・問先＝お問い合
わせコールあだち（毎日、午前8時
～午後8時）�　　���☎3880-0039

11/28
㈯ 関東女子フットサルリーグ
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あだちの遊び場は、
8面に続きます

無料

▲�初めて生きものを飼育する方におすすめ

▲やわらかい光を楽しめます


