
■内容＝8月～11月分の手当を指定の口座に12月15日ごろ振り込み■問先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉課�障
がい給付係　☎3880-5472　▷精神障がい者…中央本町地域・保健総合支援課�精神保健係（足立保健所内）　　　☎3880-5357

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

2020年（令和2年）12月10日（第1844号） https://www.city.adachi.tokyo.jp/8

催し物は、
5面からの続きです

パソコン講座（3年1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（12月11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年1月分）	日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代など）

E
エ ク セ ル

xcel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」

9㈯、
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」

9㈯、
午後7時～9時 無料

小学生向けプログラミング応用編
午前1日コース

「『スクラッチ』でシューティングゲーム作成」
■対象＝スクラッチの操作経験がある小学生

11㈷、
午前10時～正午 2,530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」

11㈷、
午後1時～4時 6,600円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorCC19ビギナー夜2日コース
「Illustratorの環境設定・基本操作から
イラスト・ロゴ・地図・カード・
ブログタイトル画像などの作成まで」

12㈫・14㈭、
午後6時～9時

各
13,200円Excel中級1日コース

「表示形式書式の表作成、シート間で
グループ化、便利な印刷、効率の良い
グラフとデータベース作成など」

16㈯、
午前10時～午後5時

W
ワ ー ド プ レ ス

ordPress速習作成 夜2日コース
「無料ソフトWordPressの設定・操作・
プラグインなどをカスタマイズしHP作成」

16㈯・23㈯、
午後6時～9時 12,100円

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshopCC19ビギナー夜2日コース
「Photoshopの環境設定・基本操作から
写真の補正・加工・合成・ポストカード作成」

19㈫・21㈭、
午後6時～9時 13,200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まで」

23㈯、
午前10時～午後5時 各

12,100円
A
ア ク セ ス

ccess中級テーブル・クエリ作成1日コース
「テーブルを一いちからカスタマイズして作成」

30㈯、
午前10時～午後5時

リモート遠隔操作設定（Z
ズ ー ム

oom編）
午前1日コース

「画面共有・リモート操作・ビデオチャット
通話・背景設定などの体験」

31㈰、
午前10時～午後1時

各
6,600円リモート遠隔操作設定（T

チ ー ム ズ

eams編）
午後1日コース

「ビデオ会議・コミュニケーション・
プロジェクトごとにチームを作成、
スマホタブレットでの利用」

31㈰、
午後2時～5時

　
東京未来大学 こどもみらい園の催し

▪不登校や発達に関するお悩み相談会
■日時＝12月19日、3年1月16日・30日、2月13日、いずれも土
曜日、午前10時～11時30分■対象＝登校などに不安のある小学3
年生～中学生の保護者
▪リトミック体験会＆発達相談会
■日程＝12月19日、3年1月16日・30日、2月13日、いずれも土
曜日■対象等＝▷午前11時30分～午後0時30分…就学前のダウン
症の子ども　▷2時～3時…発達に課題のある小学生
▪冬休み学習体験会＆発達相談会
■日時＝12月20日、3年1月10日・24日、2月7日、いずれも日曜日、
午前11時30分～午後0時30分／1時～2時■対象＝発達に課題の
ある小・中学生

――いずれも――
■定員＝各20人（12月11日から先着順）■申込＝ホームページか
ら専用フォームに入力■場・申・問先＝東京未来大学�こどもみら
い園（月・火曜日を除く、午前10時～午後6時）　綾瀬2-30-6

☎5629-3789　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　� ☎3880-5840

　能、歌舞伎、津軽三味線など、
ワクワクする「本物のニッポン
文化」に出会えるイベントが盛
りだくさん！
　今年は会場開催に加え、2月
1日㈪からオンライン配信も実
施します。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。

注目イベントを
ピックアップ！

▪	能による音楽朗読劇
　「銀河鉄道の夜」
■日時＝1月23日、午後6時～7時30分■対象＝小学生以上の
方　※小・中学生は保護者同伴■内容＝宮

みやざわけん

沢賢治
じ

の「銀河鉄道
の夜」を題材にした、琵

び わ

琶・洋楽器・歌による「星めぐりの歌」
と能楽・朗読を合わせた舞台
▪	相

あい

田
だ

みつを	子どもへのまなざし
■日時＝1月24日、午前11時～正午■対象＝小学生以上の方　
※小学生は保護者同伴■内容＝相田みつを美術館・館長が、父・
相田みつを作の子どもに関する作品を紹介しながら「みつを流
子育て」について語る

――いずれも――
■定員＝80人（12月12日から先着順）
■申込＝電話／窓口

＼おもしろ感動、ニッポン文化！／

日程 	3年1月23日㈯・24日㈰、2月23日㈷
場・申・問先 	ギャラクシティ		☎5242-8161		 FAX5242-8165

くわしくは▶
コチラ

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）

桜花亭新春コンサート
「日本の調べ」
■日時＝3年1月23日㈯、午後2時
～3時　※1時40分開場■対象＝
小学生以上の方　※小学生は保護
者の参加が必要■内容＝区内在住
のソプラノ歌手・大

おおまえ

前恵
けい

子
こ

氏とフ

ルート・ピアノ奏者によるコンサー
ト（この道／お菓子と娘／うぬぼれ
鏡／船

せんどう

頭可
か

愛
わい

や�など）■定員＝50人
（12月11日、午前9時から先着順）
■費用＝1,200円　※小・中学生
は800円■申込＝電話／窓口／氏
名（フリガナ）、電話番号、「新春コ
ンサート」をファクス■場・申・問
先＝桜花亭　
☎3885-9795� FAX3860-0608

2年度「あだち子ども将棋
大会」地域チーム参加募集
■日時＝3年1月23日㈯、午後0時

45分～3時20分■場所＝千寿本
町小学校■対象＝小学生■内容＝
3人1チームの団体戦■定員＝12人
（抽選。チームは区で編成）　※学
校代表チームは学校を通じて募集。
学校代表チームとの重複申し込み
不可■申込＝電話／区のホーム

ページから専用フォームに入力／
全員の住所・氏名・学校名・学年・
電話番号をファクス■申込期間＝
12月11日～25日■申・問先＝青
少年事業係　
☎3880-5275� FAX3880-5641



■問先＝住民記録係
☎3880-5724

12月29日㈫～3年1月3日㈰はシステムメンテナンスのため、
コンビニでの各種証明書の取得が終日できません

製品表示の適正化のため、各法令に規定される製品の販売店を抽出し、身分証を携
帯した区職員が立入検査を実施します。■問先＝消費者センター　☎3880-5385

製品安全に関する
表示検査にご協力を

■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 9

■日時＝12月19日㈯・20
日㈰・26日㈯・27日㈰、午
後1時～4時　※約15分ごと
に13回実施■内容＝ヘイケ
ボタルの幻想的な光を楽し
む■定員＝各12人

生物園	 〒121-0064　保木間2-17-1
☎3884-5577 3884-8996 https://www.seibutuen.jp/

冬のホタル観賞会

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年1月24日㈰、午前9時
30分～午後0時30分■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＝冬鳥な
どを観察し、野鳥をデザインしたオ
リジナルエコバッグを作る■定員＝
20人（抽選）■費用＝200円（材料
費）■申込＝窓口／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、「野鳥のエコバッ
グ」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年1月13日㈬必着

作ろう 野鳥のエコバッグ

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 3870-8544 https://ces-net.jp/ara-vc/

■日程＝3年1月11日㈷　※雨天
中止■場所＝新田わくわく♡水辺
広場■内容＝河川敷で凧あげを体
験する■定員＝15人（抽選）■申込
＝全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢・電話番号、「わくわく凧あ
げ」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＝12月24日㈭必着

わくわく凧
た こ

あげ i
イ ン

n 新田

川あるきの日 生きもの調査
■日程＝12月20日㈰■内容＝江北
橋～鹿浜橋右岸をゆっくり歩きなが
ら生きものを観察する■定員＝20
人（先着順）■申込＝不要　※当日江
北橋下右岸で受け付け

――いずれも――
※就学前の子どもは保護者の参加が必要■時間＝午前10時～正午

■日程＝3年1月21日～3月4日の毎週木曜日　※2月11日を除
く■時間等＝▷フラフープやボールを使った「運動の基礎を育
てるちびっこ体操」（3歳～就学前の子ども）…午後4時15分～5
時　▷走る・投げるなどの動きを取り入れた「スポーツに役立
つこども体操」（小学生）…5時30分～6時15分■定員＝各10人
（12月19日から先着順）■費用＝3,000円■申込＝電話

体操教室（6日制）

ギャラクシティ	 〒123-0842　栗原1-3-1
☎5242-8161 5242-8165 https://galaxcity.jp/

　  としのう歳
さい

時
じ き

記「冬至」 かぼちゃを食べよう
■日時＝12月26日㈯、午後1
時～2時■対象＝4歳以上の方
■内容＝冬至の意味を学び、
かぼちゃを試食する■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

――いずれも――
※小学3年生以下の方は保護
者同伴

生きものにクリスマスプレゼント
■日時＝12月20日㈰、午前11時～
11時30分／午後3時～3時30分■対
象＝小学2年生以下の方■内容＝サ
ンタクロースになりきって生きもの
にご飯をプレゼントする　※お土産
あり■定員＝各10人■費用＝500円

――いずれも――
※先着順。就学前の子どもは保護者同伴。別途入園料が必要■申込
＝不要　※当日午前9時30分から会場で整理券を配布

自然のあそび屋台
■日時＝12月27日㈰、午後2時～2
時30分■内容＝「落ち葉アート」と
「冬ごしの生きものさがし」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■申込＝
不要　※時間内随時受け付け

都市農業公園	 〒123-0864　鹿浜2-44-1
☎3853-4114 3853-3729 https://ces-net.jp/toshino/

■日時＝3年1月24日㈰、
午前10時30分～正午■対
象＝小学生以上の方■内
容＝園内で収穫したダイ
ダイを飾り付けし、スパ
イスをまぶした香り玉（フ
ルーツポマンダー）を作る
■定員＝18人（抽選）■費
用＝1,100円■申込＝全員
の住所・氏名（フリガナ）・
年齢（学年）・電話番号、「フ
ルーツポマンダーづくり」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＝3年1月6日㈬必着

ハーブ教室 フルーツポマンダーづくり

※開園（館）時間などは
　各施設によって異なります。

▲�お部屋に飾れば香りも楽しめるインテ
リアに！　※とげは飾りです

▲荒川に吹く風で凧をあげよう

▲�冬の生きもの見つかるかな？

▲�冬至にかぼちゃを食べて無病息災を
祈る風習は江戸時代から続きます

▲�イルミネーションのようなホタルの光
を楽しもう

▲�どんな虫が隠れているかな？
　（写真はクビキリギス）

▲�大好きな生きものたちにメリー
クリスマス！

▲��観察した野鳥をバッグに描こう




