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パソコン講座（10月分）
■日時等＝表3■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（9月13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3　パソコン講座（10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」

2㈯、
午前10時～午後5時

各
10,230円

P
パ ワ ー

owerP
ポ イ ン ト

oint基本1日コース
「スライド作成から図・表・グラフ挿入、
アニメーション設定方法、プレゼンテーションまで」

3㈰、
午前10時～午後5時

P
フ ォ ト

hotos
シ ョ ッ プ

hop中級夜2日コース
「選択範囲とマスク、選択範囲の作成から
補正・レタッチ・合成方法まで」

5㈫・7㈭、
午後6時～9時 16,368円

A
ア ク セ ス

ccess中級1日コース
「テーブル・クエリ・フォーム・レポート作成、テー
ブルに数字・名前入力、プロパティで曜日・フリ
ガナ・住所をカスタマイズし、クエリで抽出作成」

9㈯、
午前10時～午後5時 12,100円

小学生向けプログラミング基礎編
午前1日コース

「『スクラッチ』でゲーム・アニメーションの作成」
■対象＝スクラッチに初めて触る小学1～3年生と保護者

10㈰、
午前10時～正午 2,068円

小学生向けプログラミング活用編
午後1日コース

「『スクラッチ』で迷路ゲーム作成」
■対象＝スクラッチ基礎編を受講済みまたは1人で
マウス・キーボード・スクラッチ操作ができる小学生

10㈰、
午後1時～3時 1,430円

リモート遠隔操作設定（Z
ズ ー ム

oom編）夜1日コース
「画面共有・リモート操作・ビデオ通話・
ゲストとホストの設定操作体験」

12㈫、
午後6時～9時 6,600円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustrator中級夜2日コース
「ベーシックな基礎から新機能、
インターフェイス・ドキュメント・オブジェクト・
アピアランス・文字イラスト制作方法まで」

14㈭・19㈫、
午後6時～9時 16,698円

Excel中級1日コース
「表示形式書式、数字や文字入力のみで形式変更、
カスタマイズの表作成、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」

16㈯、
午前10時～午後5時 13,200円

W
ワ ー ド

ordで差込印刷午前1日コース
「Excelで作成した氏名・住所を用い、
Word機能で宛名シール・二次元コード付き
名刺データ作成」

17㈰、
午前10時～午後1時

各
6,600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」

17㈰、
午後2時～5時

PowerPoint利活用2日コース
「画像加工・動画音声活用・ほかのアプリケー
ションとの連携・グラフィック活用などのスラ
イド作成とプレゼンテーション」

23㈯・30㈯、
午前10時～午後5時 19,360円

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）

講座「煮干しを解剖して海の
環境を学ぼう」
■日時＝10月3日㈰、午後2時～4
時■対象＝小学生と保護者■内容
＝煮干しの構造や食物連鎖を学び、
マイクロプラスチックなどによる海
洋汚染問題を考える■定員＝１０組

（２人１組。9月11日から先着順）■
費用＝100円■申込＝電話／窓口
／住所、氏名、電話番号、「煮干し」
をファクス　※1人1回のみ申し込
み可■期限＝9月28日㈫■場・申・
問先＝あだち再生館（月曜日、祝日
休館）
☎3880-9800	 FAX3880-9801

足立区合唱祭
■日時＝10月10日㈰、午後2時開
演　※1時開場■場所＝西新井文化

ホール■内容＝区内を中心に活動
する団体による、年に一度の合唱
の祭典■定員＝200人（先着順）■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝文化団体支援係　　　　　　　　

☎3880-5986

みどりの学び場「秋冬に行う
身近な木の手入れ方法」
■日時等＝▷都市農業公園（20人）
…11月4日㈭、午後1時30分～4時
30分　▷区役所前中央公園など（10
人）…5日㈮、午前9時～正午　※
いずれも抽選■対象＝区内在住の
方■内容＝家で育てている身近な
木の手入れ方法の基本講義／公園
での剪

せ ん て い

定などの体験■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、希望日、「秋冬に行う身近
な木の手入れ方法」を区へ往復ハガ
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

＝10月1日㈮必着■申・問先＝みど
り推進課 みどり事業係
	 ☎3880-5919

ティーンズ向け
読書活動推進講演会
■日時＝10月23日㈯、午後2時～
3時30分■場所＝生涯学習セン
ター・講堂（学びピア21内）■対象

＝中学生■内容＝K
カ ド カ ワ

ADOKAWA関
係者による出版業界の裏話や体験
エピソード　※手話通訳あり■定
員＝75人（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■申込期間＝9月11日～26
日■申・問先＝中央図書館 読書活
動推進係（9月13日㈪を除く、午前
9時～午後5時） ☎5813-3745

■申・問先＝スポーツ振興課 振興係
☎3880-5826　 FAX3880-6028

身近で気軽にできる
運動・スポーツ特集！

めざせ親子でスピードアップ	！
親子足型測定	＆	走り方教室

　ミズノ指導員による、足型測定と走り方の指
導がセットになったおトクな教室です。正しい靴
のはき方から実際の走り方まで、一度に楽しく
学びましょう ！
■日程等＝表1■定員＝各１０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＝９月２１日㈫
表1　親子足型測定＆走り方教室	日程等

対象 日程 時間 場所
5歳～小学1年生
と保護者

10/23㈯ 午前9時45分～11時45分 エル・ソフィア
11/13㈯ 午後1時～3時 総合スポーツセンター

小学2・3年生
と保護者

10/2㈯ 鹿浜地域学習センター
11/13㈯ 午後3時30分～5時30分 総合スポーツセンター

小学4～6年生
と保護者

10/2㈯ 鹿浜地域学習センター
10/23㈯ 午後0時30分～2時30分 エル・ソフィア

初心者向けウォーキング教室（３日制）
■日程等＝表2■時間＝午前10時～11時■内容＝1人でも楽しくでき
るストレッチ・トレーニングや正しい歩き方が学べる教室■定員＝各30
人（9月13日から先着順）■申込＝電話／住所、氏名、年齢、電話番号、
希望コース名（1人1コースまで）、「ウォーキング教室」をファクス
表2　初心者向けウォーキング教室（３日制）	日程等

コース 日程（予備日）
舎人公園コース 11/4㈭、12/2㈭、４年1/6㈭

（11/18㈭、12/16㈭、４年1/20㈭）
東綾瀬公園コース 11/14㈰、12/12㈰、４年1/9㈰

（11/28㈰、12/26㈰、４年1/23㈰）

パークで筋トレ	 2会場（新西新井公園／末広公園）が新規オープン	！
■場所等＝区内の公園・広場など全34カ所　※会場一覧・日時は住
区センター、地域包括支援センターなどで配布するほか、区のホー
ムページでも公開■内容＝ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレな
どを約1時間で行う■申込＝不要　※当日直接会場へ

―いずれも―
■対象＝区内在住・在勤・在学でおおむね６５歳以上の方

無料

×



12/26まで

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係へ   ☎3880-5815

■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 11

Point1 やめよう	！　ながらスマホ
　昨年7月に「足立区ながらスマホの防止に関する条例」が施行されまし
た。区内を通行するすべての方に、道路などの公共の場所での、下記
3つの「ながら行為」などを禁止しています。

区内での交通事故区内での交通事故（1月～7月）が昨年同時期より、（1月～7月）が昨年同時期より、177件増加177件増加し、し、計946件発生！計946件発生！
9月21日～30日は秋の全国交通安全運動期間

　区内での交通事故が増えており、約5割が自転車に関わる事故です。
自転車も軽車両であることを認識し、下記2つのポイントを守り運転し
ましょう。また、自転車死亡事故のうち、約6割は頭部・顔部損傷によ

るものです。ヘルメットを着用するなど、自分の身を守りましょう。
■問先＝交通対策課 推進係　　　　　　　　　　  　☎3880-5912

Point2 	守ろう	！　自転車ルール
自転車安全利用5則
　自転車を運転する
際の最も基本的な
ルールです。違反す
ると罰則が適用され
る場合もあります。

画面を操作しながら
自転車に乗る

NG1
画面を見続けながら
歩く

NG2
手に持ち通話しながら
歩く

NG3

NGNG
NG

あだちの遊び場

金魚展
■期間＝9月9日～10月24日■内
容＝多様な姿・形をしている金魚
の品種改良の歴史や文化を紹介　
※就学前の子どもは保護者同伴。
入園料が必要■申込＝不要　※当
日直接会場へ■場・問先＝生物園　
	 ☎3884-5577

めざせ	荒川魚つり名人
■日時＝10月17日㈰、午後1時
～4時　※雨天中止■場所＝荒川
ビジターセンター／わんど広場■
対象＝小学3年生以上の方　※小
学3～6年生は保護者の参加が必
要■内容＝魚つりを通して、荒川
の生きものや環境について学ぶ■
定員＝15人（抽選）■費用＝200円

（しかけ代など）■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・

電話番号、「めざせ 荒川魚つり名
人」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＝
10月4日㈪必着■申・問先＝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

家族で遊ぼうドングリ　
ちびっこ自然体験
■日時＝10月24日㈰、午前10時
30分～11時30分／午後1時30分
～2時30分■対象＝就学前の子ど
もと保護者■内容＝スタッフと一
緒にドングリを探して遊ぶ　※保
護者向けの「生き物ものしりシー
ト」あり■定員＝各10人（抽選）■
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、希望時間（第
2希望まで）、「家族で遊ぼうドン
グリ」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＝10月12日㈫必着■
場・申・問先＝桑袋ビオトープ公
園　〒121-0061花畑8-2-2
☎3884-1021	 FAX3884-1041

親子体操＆ママS
シ ェ イ プ

HAPE
（5日制）
■日時＝10月13日・27日、11月
10日・24日、12月8日、いずれも
水曜日、午前10時～10時45分■
対象＝首が据わった3カ月～2歳
の子どもと保護者■内容＝ママの
シェイプアップやストレス解消に
も役立つ親子体操教室■定員＝7
組（2人1組。9月12日から先着順）
■費用＝4,000円■申込＝電話■
場・申・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161

いやしの太極拳（4日制）
■日時＝10月の毎週火曜日、午
前10時～11時30分■対象＝16歳
以上の方■内容＝初めての方でも

できる太極拳健康体操の基礎を学
ぶ■定員＝20人（9月11日から先
着順）■費用＝2,000円■申込＝
電話／窓口／氏名（フリガナ）、年
齢、電話・ファクス番号、「いや
しの太極拳」をファクス■場・申・
問先＝都市農業公園
☎3853-4114	 FAX3853-3729

9月の休日開庁日
日時 26日㈰（第4日曜日）

午前9時～午後4時
場所	区役所
▪主な業務内容
· 転入・転出や戸籍の届出の受

け付け
· 住民票の写しなどの証明書の

発行
·税・各種保険料の納付・相談
·保育園に関する相談

くわしくはコチラ

❶自転車は、車道が原則、歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹  安全ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・並

進の禁止／夜間はライトを点灯／交差点で
の信号遵守と一時停止・安全確認）

❺子どもはヘルメットを着用

くわしくはコチラ▶

自転車保険の加入は義務です
　どんなに安全に自転車を運転していても、誰かをケガさせてしまう可
能性はゼロではありません。自転車事故で約9,500万円の
高額賠償にいたった事例もあります。必ず加入してください。




