
地域の方々が、お互いに少しずつ「ちから」を出し合い、無理のない範囲で助け合って生きていく「緩やかなつながり」のことです。
いくつになっても笑顔があふれる「お互いさまのまち」を築いていきましょう。■問先＝絆づくり事業調整担当　☎3880-5184

�「絆のあんしん
ネットワーク」とは？

20212021年（令和3年）88月2525日（第18621862号）8

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝8月26日㈭　受付時間＝午前9時〜午後8時
※インターネット申し込みは、24時間受け付け（受け付け開始日は午後1時から）
※庁舎ホール（平日のみ）・平野運動場は、午前9時〜午後5時受け付け
受け付け開始日の午前9時〜午後1時は講座の開催施設のみで受け付け
《対象（◆マーク）》特に記載がない講座の対象は、「16歳以上の方」
《定員》往復ハガキ申し込みは抽選。事前申し込みは、講座により先着順または抽選
《費用》費用は合計金額（保険料・教材費などを含む）。70歳以上の方・障がい
のある方は費用が割引となる講座あり（支払い時に証明書を提示）。支払い方
法は申し込み時に確認

《申込》事前…電話・窓口またはインターネットで事前申し込み（一部ネット不可の場合あり）
当日…当日直接会場で申し込み　
…開催施設へ往復ハガキの郵送による申し込み（住所・氏名〈フリガナ〉・生年

月日〈年齢〉・電話番号、講座名〈希望コース名〉を記入　※返信面にも宛名を記入）��
※マークの下の日付必着。1人1通（親子講座に限り、親子の氏名〈フリガナ〉・性
別・生年月日を記入。きょうだいで申し込みをする場合は、全員分記載）

　★マークを除き、定員に達しない場合は9月20日㈷、午前9時から受け付け開始
《持ち物など（申し込み方法欄に記載）》持…運動着・運動靴持参（プールは水着・
水泳帽子持参）／用…用具貸し出しあり

■講座の参加上の注意
　・中学生以下の方が午後6時以降に参加する場合は、原則保護者の同伴が必要
　・妊娠中の方はスポーツ系の講座への参加不可
　・高血圧・心疾患の方はプールで開催する講座への参加不可

　講座の予約はインターネットからも可能です（一部例外あり）。また、掲載
されているほかにも各種講座などを開催しています。くわしくは区のホーム
ページ、または各施設で配布するチラシなどをご覧になるか、お問い合わせ
ください。

講座の予約はインターネット（講座予約システム）からもできます

近所deまなびナビ 検索検索

学びで絆
きずな

を
強めてみませんか

生涯学習施設・スポーツ施設の講座

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

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、一定のご協力をいただいたうえで開館（園）しています。掲載講座は対策を講じて開催予定です
が、状況によっては中止・延期になる場合があります。最新情報は各施設へお問い合わせください。

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730

2 モデル撮影で学ぶ！�人物写真の一眼撮影のコツ（2日制）
10/3㈰・16㈯
午後2時〜3時30分 10人 1,600円

事前先
着

3
オンライン講座
基礎からはじめたい人の
ための韓国語講座（23日制）
◆ハングルが読める16歳以上の方

10/5〜4年3/29の毎週火曜日
（11/23、12/28、4年1/4を除く）
午後1時30分〜3時

20人 16,230円

4
オンライン講座
基礎からはじめたい人の
ための中国語講座（23日制）
◆ピンインが読める16歳以上の方

10/6〜4年3/30の毎週水曜日
（11/3、12/29、4年2/23を除く）
午後7時〜8時30分　

20人 15,790円

5
シニアによるシニアのため
のタブレットの使い方教室
（4日制）
◆おおむね60歳以上の方

10/15㈮・22㈮・29㈮、11/4㈭
午後1時〜4時 10人 7,600円

6

オンライン講座
英語が話せなくても大丈夫！　
実践英語入門（21日制）
◆中学校卒業程度の英語力
がある16歳以上の方

10/15〜4年3/18の毎週金曜日
（12/31、4年2/11を除く）
午後7時〜8時30分

25人 19,748円

7
オンラインセミナー開催の
ためのZ

ズ ー ム

oom入門
◆Zoomの使用経験者

10/16㈯
午後1時30分〜3時 4人 無料

8
野菜をめぐる
新しい農業
「植物工場」見学会

10/19㈫
午後1時30分〜3時30分
※場所は千葉大学 柏の葉キャン
パス 環境健康フィールド科学セ
ンター（千葉県柏市柏の葉）

15人 2,210円
（交通費は実費）

9 古建築を楽しむための基礎知識
10/24㈰
午後2時〜3時30分 45人 800円

10 ガーデニングボランティア養成講座（3日制）
10/29㈮、11/12㈮・26㈮
午前10時〜正午 6人 30円

11 70歳までの就労会社と働く側�双方の心構え
10/29㈮
午後3時〜5時 30人 700円

12 ★徳
とくがわいえやす

川家康研究の最前線
「東
とうしょうしんくん

照神君」の実像（3日制）
10/1㈮・15㈮・29㈮
午後2時〜4時 50人 1,500円

9/17必着
13 ★幕末の足立と桜田門外の変・徳川埋蔵金・新選組（3日制）

10/2㈯・23㈯・31㈰
午後2時〜4時 50人 1,500円

★マークの講座のハガキ申し込みの宛名は「生涯学習センター あだち区民大学塾
事務局」。問い合わせ先は☎5813-3759（平日、午後1時〜5時）

生涯学習センター　〒120-0034 千住5-13-5（学びピア21内）　 ☎5813-3730

1
子どもの夢をかなえる
教育資金セミナー
◆高校生の保護者

9/4㈯
午後1時30分〜3時 15人 無料 事前先

着

★1… 開示・一部開示の合計件数
を、開示・一部開示・非開
示の合計件数で除したもの

★2… 閲覧と写しの交付を同時に
請求されることがあるた
め、開示方法の合計件数は、
開示・一部開示の合計件数
と一致しない場合あり

▪不服申立て
　両制度にかかわる不服申立て
について、「情報公開・個人情
報保護等審査会」から区長への
答申は0件でした。

▪個人情報を含む区の文書の廃棄について
　少量のものは、職場で随時シュレッダーなどにより断裁処分しています。保存年限が終了したものや
大量のものは、業者に委託して年度初めや月ごとなど定期的に溶解処分し、古紙再生原料としてリサイ
クルされます。個人情報の取り扱いについては、職員・委託業者への指導を徹底し、秘密保持に努めて
います。■問先＝総務課 文書係　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎3880-6146

　区では、皆さんの生活に関わる様々な情報を取り扱っています。その基本的なルールとして、公正で透明な区政を実現する「情報公開制度」
とプライバシーなどの個人の権利利益を守る「個人情報保護制度」があります。くわしくは区のホームページをご覧ください。

「情報公開制度・個人情報保護制度」２年度運用状況 ■問先＝区政情報課 情報
公開担当　  ☎3880-5225

▪情報公開制度
■主な請求内容＝工事契約に関する情報／業務委
託に関する情報　※区が財政支出などをする団体

（公社など）は、各団体が独自に情報を公開してい
ます。

▪個人情報保護制度
■主な請求内容＝住民票交付申請書／診療報酬明細書　※区では、個人情報の「目的外
利用」および「外部提供」を原則禁止とすることや、個人情報を取り扱う業務を委託する
際、「情報公開・個人情報保護審議会」の意見を聴くなど、適正な取り扱いのルールを
定めています。

請求件数
　425件（取り下げ9件）
開示率★1

　100％

請求件数
　358件（取り下げ5件）
開示率★1

　100％

開示方法★2

閲覧 写し
4件 394件

開示方法★2

閲覧 写し
13件 261件

開示
311

一部開示
87

不存在 18

開示
204

存否非開示
12

請求に応じられない 2

一部開示
68

不存在
67

2年度実績 2年度実績

※このほか、保有特定個人情報の開示を7件
　決定しました。



講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法 講座名 （◆対象） 日時 定員 費用 申し込み方法

■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 9

■問先＝青少年課 管理
調整係　  ☎3880-5264

9月1日～10月31日の
「夕焼け放送」は午後5時

皆さんの日ごろの節電が、CO₂を削減し、地球温暖化緩
和につながります。

今年の夏も無理のない節電
にご協力をお願いします

伊興地域学習センター　　　　　    〒121-0823 伊興2-4-22　☎3857-6537

1 就寝前の整え時間　ストレッチポール（3日制）
9/10㈮・17㈮・24㈮
午後7時〜8時 20人 1,680円

事前先
着

2 夜に楽しむじっくりヨガ 9/14㈫
午後7時〜8時 16人 590円

3 親子でのびのび体操◆2・3歳の子どもと保護者
9/19㈰
午前10時30分〜11時30分 10組

600円
（3人1組の場

合は900円）

4

こどもクラシックバレエ　
サークル体験Ａ～Ｃ（2日制）
◆Ａ：3歳〜小学1年生
◆Ｂ：小学2〜6年生
◆Ｃ：中学生〜18歳の方

9/20㈷・27㈪
Ａ：午後4時30分〜5時30分
Ｂ：午後5時30分〜6時30分
Ｃ：午後6時30分〜8時

各
10人 20円

5 はじめての太極拳（11日制）
10/5〜12/21の毎週火曜日

（11/23を除く）
午前9時15分〜10時30分

20人 4,950円

6 筋膜リリース＆スタンディングピラティス体験会
10/5㈫
午後7時〜8時 25人 580円

7 シェイプアップエクササイズ（11日制）
10/6〜12/22の毎週水曜日

（11/3を除く）
午前10時〜11時30分

55人 5,170円

8 ストレッチポールでリラックス（5日制）
10/7〜12/2の第1・3木曜日
午後1時15分〜2時15分 20人 2,800円

9
子どもの力を伸ばす
バルシューレＡ・Ｂ（12日制）
◆Ａ：4歳〜就学前の子ども
◆Ｂ：小学1〜3年生

10/7〜12/23の毎週木曜日
Ａ：午後3時45分〜4時35分
Ｂ：午後4時50分〜5時40分

各
10人 7,320円

梅田地域学習センター 〒123-0851 梅田7-33-1（エル・ソフィア内）　☎3880-5322

1
梅田寄席
（柳

やなぎ

家
や が た

我太楼
ろう

・林
はやし

家
や

たけ平
へい

）
◆小学生以上の方

9/2㈭
午後7時〜8時30分 50人 1,000円

当日
2 歌声サロン「昭和歌謡」◆おおむね40歳以上の方

9/18㈯
午後2時〜4時 120人 550円

3
わくわくサイエンス�
オリジナル石けんづくり
◆小学生

9/20㈷
午前10時〜10時45分 15人 100円

事前先
着

4
キッズバレーボール
｢初心者クラス｣（4日制）
◆小学生

10/6〜27の毎週水曜日
午後4時〜5時30分 25人 1,800円

5
はじめての韓国語
ハングル読み書き（10日制）
◆16歳以上の初心者

10/6〜12/22の毎週水曜日
（10/27、11/3を除く）
午後5時50分〜6時50分

20人 9,550円

6
すぐに使える韓国語会話　
初級（10日制）
◆ハングルの発音、簡単な
挨拶ができる16歳以上の方

10/6〜12/22の毎週水曜日
（10/27、11/3を除く）
午後7時〜8時

20人 10,540円

7 気功（10日制）
10/8〜12/24の毎週金曜日

（10/22、11/12を除く）
午前10時〜11時

35人 5,000円

8
Lコンサート�保

ほ

坂
さか

修
しゅう

平
へい

秋のジャズピアノコンサート
◆どなたでも

10/9㈯
午後7時〜8時30分 80人 1,000円

9
看護師が教える
ベビーマッサージ
◆3カ月〜1歳未満の子どもと母親

10/12㈫
午前10時30分〜11時30分 10組 1,510円

10
ぴよぴよ教室
「体操＆読みがたり」
◆6カ月〜1歳4カ月の子どもと保護者

10/13㈬・27㈬
午前10時〜11時15分

各
15組

1回
900円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370

1
すやすや寝かしつけ
抱っこダンス（2日制）
◆首が据わった3カ月〜抱っこ
可能な2歳の子どもと保護者

9/12㈰・26㈰
午前10時30分〜11時30分 5組 1,800円

事前先
着

2
ハンディキャップヨガ体験
◆体に不自由を感じている
小学生以上の方

9/18㈯
午前10時45分〜正午 10人 1,000円

3
アツキヨライブコンサート
i
イン

n�興本
◆どなたでも

9/20㈷
午後1時30分〜2時30分 30人 無料

4
プロが教えるバイオリン
はじめて体験教室Ａ・Ｂ
◆Ａ：小学生
◆Ｂ：16歳以上の方

9/25㈯
Ａ：午後5時〜5時30分
Ｂ：午後6時〜6時30分

各
6人 550円

5 気軽に始められる�はじめての三味線教室（6日制）
9/30〜11/4の毎週木曜日
午後6時〜7時15分 8人 8,380円

興本地域学習センター 〒123-0844 興野1-18-38　☎3889-0370

6 はじめての太極拳教室（12日制）
10/1〜12/24の毎週金曜日

（11/12を除く）
午後1時30分〜3時

15人 5,400円

事前先
着

7
パパの抱っこでH

ハ ッ ピ ー

appy�!
子育てベビーダンス
◆首が据わった3カ月〜抱っこ
可能な2歳の子どもと保護者

10/3㈰
午前10時〜11時30分 5組 900円

8
ふれあい遊びと
らくちん抱っこＡ～Ｃ
◆Ａ：5カ月以下の子どもと保護者
◆Ｂ・Ｃ：6カ月〜1歳の子どもと保護者

10/3㈰
Ａ：午後1時〜1時45分
Ｂ：午後2時15分〜3時
Ｃ：午後3時30分〜4時15分

各
4組 500円

9
大人のための
クラシックバレエ教室
「初級編」（4日制）

10/3〜24の毎週日曜日
午後6時45分〜7時45分 15人 3,560円

10
英語大好キッズになろう！　
「幼児編」Ａ・Ｂ（6日制）
◆Ａ：1歳6カ月以下の子どもと保護者
◆Ｂ：1歳7カ月〜3歳の子どもと保護者

10/4・25、11/8・22・29、12/6
いずれも月曜日
Ａ：午前10時〜10時50分
Ｂ：午前11時10分〜正午

各
12組 4,860円

11 親子トランポリン（7日制）◆2歳〜就学前の子どもと保護者
10/5〜11/16の毎週火曜日
午後3時30分〜4時30分 15組 6,090円

12 子連れOK�ヨガ＆シェイプアップトレーニング
10/7〜28の毎週木曜日
午前10時〜11時15分

各
10人

1回
890円

13 ちょっと慣れてきた太極拳（4日制）
10/7〜28の毎週木曜日
午前10時30分〜正午 20人 2,800円

14

みんなで楽しく�
子どもクラシックバレエ教室
Ａ・Ｂ（12日制）
◆Ａ：3歳〜就学前の子ども
◆Ｂ：小学生

10/7〜12/23の毎週木曜日
Ａ：午後4時〜4時45分
Ｂ：午後5時〜5時45分

各
15人 10,680円

15
子連れOK　
骨盤エクササイズ＆美容
リンパケアレッスン（2日制）

10/13㈬・27㈬
午前10時〜11時 10人 1,780円

16 夜のアロマセラピー�癒やしのセルフハンドマッサージ
10/17㈰
午後6時〜7時30分 10人 1,550円

江北地域学習センター 〒123-0872 江北3-39-4　☎3890-4522

1 将棋サロン◆小学生以上の経験者
9/3㈮・17㈮
午後0時30分〜4時30分

各
9人

1回
200円

当日

2
飲まない�かけない�吸わない　
健康マージャンサロン
◆上がり役の分かる16歳以上の方

9/3〜24の毎週金曜日
午後5時30分〜9時

各
16人

1回
200円

3
ミュージックベル
ミニコンサート
◆どなたでも

9/4㈯
午前10時30分〜11時 15人 無料

4 強者歓迎�江北囲碁道場◆小学生以上の経験者
9/4㈯・18㈯
午後1時〜2時30分

各
9人 無料

5
ビーズアクセサリー
手づくりサロン
◆小学生以上の方

（小学1〜3年生は保護者同伴）

9/10㈮・24㈮
午後3時〜7時

各
6人

1個
300円

6 フルートミニコンサート◆どなたでも
9/11㈯
午前10時30分〜11時 15人 無料

7 ミュージックベル体験サロン◆どなたでも
9/11㈯
午後2時〜3時 10人 無料

8
はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

◆どなたでも
9/12㈰・27㈪
午後3時〜4時30分

各
4人 無料

9 みんな集まれ！�楽しく歌おう�懐メロと童謡サロン
9/13㈪・27㈪
午後1時30分〜3時

各
14人

1回
550円

10
自然を調べる
親子ウォーキング
◆小学生と保護者

9/23㈷
午前9時30分〜11時30分 5組 無料 事前先

着

11
江北おもちゃの病院
◆どなたでも

（小学3年生以下の方は保護者同伴）

9/23㈷
午後1時〜4時
※3時30分受け付け終了

なし
無料

（場合により
一部負担あり）

当日

12
ガーデニングサロン�i

イン

n�江北
◆どなたでも

（小学3年生以下の方は保護者同伴）

10/14㈭・28㈭
午前10時〜11時

各
10人 無料 事前先

着


