
都では、東京大空襲などをはじめ戦災で亡くなられた方々の冥福と世界平和を祈念する式典を開催し、その中で、午後2時から1分間の黙
とうを行います。皆さんも黙とうにご協力ください。■問先＝（都）文化事業課　　　☎5388-3141／（区）人権推進係　　　☎3880-5497

3月10日は
「東京都平和の日」

2021年（令和3年）2月25日（第1849号）6 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

※開園（館）時間などは
　各施設によって異なります。

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/

■日時＝3月20日㈷、午後1時～4時■場所＝荒川河川敷■対象
＝小学生以上の方　※小学生は保護者の参加が必要■内容＝野
草の叩

た た

き染めで模様を付けたエコバッグを作る／食べられる野
草探しと簡単なレシピの紹介■定員＝15人（抽選）■費用＝200
円（材料費）■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「荒川で体験」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＝3月
9日㈫必着

荒川で体験 春の野草の恵み

川あるきの日 春の色をさがそう
■日時＝3月7日㈰、午前10
時～11時30分■場所＝荒川
河川敷・わんど広場■内容＝
荒川の春を彩る野草などを
探す■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時から荒川ビジ
ターセンターで参加証を配布

▲ ヨモギ（写真中央）などの食べられる野草の特徴を知ろう！

▲ 鮮やかに色づいた河川敷を歩こう！

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14日㈰・28日㈰、
午後2時～2時30分■内容＝

「春のぬり絵」と「カマキリの卵
さがし」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。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

▲ 春の色ってどんな色？

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

■日時＝3月28日㈰、午
後1時30分～3時30分
■対象＝中学生以上の
方■内容＝解剖を通し
て、イカの体の構造と
自然環境の関係性につ
いて考える■定員＝6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
校名・学年）、電話番号、「解剖 イカの研究会」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
月12日㈮必着

解剖 イカの研究会

▲ 人間とイカの体の共通点や違いを見つけ
ましょう！

むかしのあそびをしよう
■日時＝3月7日㈰、午後1時～2時　※雨天中止■内容＝「けんけん
ぱ」などの外遊びをする■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　※当日直接会場へ

植物画教室
■日時＝3月19日㈮、午
前10時15分～正午■対
象＝18歳以上の方■内
容＝園内の植物などを観
察しながら水彩画を描
く■定員＝12人（2月26
日から先着順）■費用＝
2,000円（教材費）■申込
＝電話／窓口

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

■日時＝4月17日、5月1日・15日・29日、6月12日・19日、7
月3日・17日、いずれも土曜日、午前10時～正午■対象＝中学
生以上の方■内容＝土作りから野菜の種まき・定植・収穫まで
を有機・無農薬栽培の実践を通して学ぶ■定員＝15人（抽選）■
費用＝4,000円（教材費）■申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢（学年）・電話番号、「おいしい野菜のつくり方教室」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月31日㈬必着

有機農家に教わる 
おいしい野菜のつくり方教室（8日制）

▲  おいしい野菜作りを丁寧に解説します

▲  植物の描き方を講師から学びませんか？
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3月11日で、東日本大震災から10年が経ちます。発災時刻の午後2時46分から1分間の黙とうを行います。皆さ
んも黙とうにご協力ください。■問先＝総務係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　☎3880-5821

東日本大震災追悼の
黙とうにご協力を

■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、3面左中を参照 7

表1　風の子カルチャー（4月〜6月分） 日程等
場所 曜日 時間 講座名 日程 費用

A

火

午
前

美容リンパストレッチ・
ヘアメイクレッスン（6日制）

4/13･27､5/11･25､
6/8･22 各

3,000円
水

やさしい英語で子育て
（6日制）

4/14･28､5/12･26､
6/9･23

ベビーダンス（3日制） 4/21､5/19､6/16 1,500円

木
ヨガ（9日制） 4/1･8･15､5/6･13･20､

6/3･10･17 4,500円

初めてのミシン（6日制） 4/1･15､5/6･20､6/3･17 3,000円

金

バレエストレッチ（9日制）4/2･9･16､5/7･14･21､
6/4･11･18

各
4,500円午

後 ピラティス（9日制）
4/2･9･16､5/7･14･21､
6/4･11･18
※午後1時15分～2時45分

Ｂ
火

午
前

親子体操（6日制）
※ ひとりで歩ける1歳以上

の子どもが対象
4/13･20､5/11･25､
6/8･22 3,000円

フラワーアレンジメント
（3日制） 4/27､5/18､6/15 1,500円

C

ヨガエクサ（6日制） 4/6･20､5/11･25､
6/8･22

各
3,000円

木 ベビーマッサージ（6日制）4/8･22､5/6･20､
6/10･24

金

編みましょう 籐
とう

クラフト
（6日制）

4/9･16､5/14･21､
6/4･18

D
こそだて英語（6日制） 4/9･23､5/7･21､6/4･18

基礎からの編み物（6日制）4/16･30､5/14･28､
6/11･25

※ 駐車場は使用不可。別途材料費が必要な場合あり。場所の「Ａ」は東和地域
学習センター、「Ｂ」はこども支援センターげんき、「Ｃ」は愛恵まちづくり
記念館（関原の森内）、「Ｄ」は勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）。時間の「午
前」は10時30分～正午、「午後」は1時30分～3時

■日程等＝表1■対象＝２カ月～
中学生の保護者　※子ども同
伴で受講可■定員＝各10人程度

（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）、子どもの
年齢、電話番号、場所、講座名
を往復ハガキで送付　※返信面
にも宛名を記入。1通につき1講
座、1人3講座まで。同一講座

へは1人1回のみ申し込み可■期
限＝3月5日㈮消印有効■申･問
先＝（区）こども支援センターげ
んき こども家庭支援課 事業係　
〒121-0816梅島3-28-8　　　　
 ☎3852-2863
■問先＝ボランティアグループ
風の子カルチャー事務局（月～土
曜日、午前10時～午後5時）
 ☎080-1242-3553

子どもと一緒に参加できる親の学び場
「風の子カルチャー」（4月～6月分）

気づく つながる いのちを守る
3月は自殺対策強化月間

　区では、「生きる支援」
として自殺対策に取り
組んでいます。区内の
自殺者数は元年の同時
期と比べると、2年8月
までは減少していました
が、9月以降は増加に転
じ、特に女性が増えて
います。

登録はコチラ▲
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（人）
※警察庁自殺統計。2年は暫定値
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36

　
　学習センターでは、感染リスク
を回避し、安心して学べる場とし
て、Z

ズ ー ム

oomを活用したオンライン
講座を開催しています。初めての
方でも参加できるようZoomの使
い方も丁寧にご案内します。

　語学等の教養講座・運動
講座などの動画配信を実施
中。気軽に活用して、おう
ち時間を楽しんでください。
※ くわしくは各学習センター

のホームページをご覧に
なるか、お問い合わせく
ださい。

学習センターを利用して おうち時間を楽しもう
生涯学習支援
第一係・第二係
☎3880-5467・8

　感染症対策に役立つ
マスクスプレー作り講座
なども開催しています。

そのほかにも様々な講
座を開催中。くわしく
は8～11面へ ！

　ミニコミ紙にも、おうち時間を楽しむ情報が盛りだくさん。各学習セン
ターのホームページに電子版を掲載していますので、ぜひご覧ください。

ミニコミ紙

おすすめ講座

オンライン講座

動画配信
バスボ

ム★

ヨガ

女性が増加傾向

悩みがある方へ

■問先＝（区）こころといのち支援係　☎3880-5432

問
先

▲伊興地域学習センター ▲興本地域学習センター ▲生涯学習センター

増加

★…泡が出る入浴剤

◦「何か悩みがありそうだ」「体調が悪そうだ」
と感じたら、相手の気持ちに寄り添って、
話を聞いてみてください。必要に応じて、
相談窓口の紹介をお願いします。生きる支
援は、「気づいてつなげる」ことから始まり
ます。

◦ 相談を受ける際におさえておきたいポイント
や、悩みに応じた相談窓口をまとめている

「ゲートキーパー★手帳」をご活用ください。　
　※ こころとからだの健康づくり課、保健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
★…「いのちの門番」として、相談者の様子や状況から自殺のサインに気づ
　　き、生きる支援につなげる人材

◆「相談ほっとL
ラ イ ン

INE＠東京」で相談を受け付け
■時間＝午後3時～10時　※受け付けは9時30分まで
■問先＝（都）健康推進課  　　　　　  ☎5320-4310

◆つらい気持ちを電話で話してください
▷よりそいホットライン（24時間。年中無休）　☎0120-279-338
▷（都）自殺相談ダイヤル こころといのちのほっとライン（午後2

時～午前5時30分。年中無休。3月23日㈫～27日㈯は24時
間受け付け）　 　　　　　　　　　　　　 ☎0570-087478

周囲の方へ


