
■内容＝対象の建設業者には6月20日ごろに調査票を送付
済み■基準日＝7月1日㈮■問先＝統計係 　☎3880-5251

建設工事施工統計調査に
ご回答をお願いします

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。■問先＝環境事業係　☎3880-5860

今年の夏も無理のない節電
にご協力をお願いします

ハザードマップの
訂正とお願い

都市建設課 企画調整担当
☎3880-5349おわび 問先

20222022年（令和4年）66月2525日（第18821882号）8 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

東京未来大学の催し
▪第7回こどもみらい祭「取り戻せ、僕たちの夏祭り」
■日時＝7月23日㈯、午前10時～午後0時30分／2時～4時30分■
対象＝区内・近郊在住の子ども■内容＝大学生と区内小学生による
手作り商品の販売／学生企画（制作・体験）ブース／和太鼓体験・お
絵かきワークショップ（別途予約が必要）■定員＝各270人（抽選）■
申込＝ホームページからオンライン申請■申込期間＝7月4日～11日
■場・申・問先＝東京未来大学（平日、午前9時～午後6時）　千住曙
町34-12　　　 ☎5813-2525　 HP https://www.tokyomirai.ac.jp
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　 ☎3880-5840

あだちから子どもに伝えたいもの 
大ひょうげん×祭「A

エ ビ サ イ

BSAI」市
い ち か わ

川海
え び

老蔵
ぞ う

プロデュース
▪祭「ABSAI」
■内容＝市川海老蔵丈

じょう

による挨拶や市川海老蔵
オンラインサロン「Z

ゼ ン

EN」メンバーによるパフォー
マンス、ワークショップなど　※時間など、くわ
しくはホームページをご覧ください。
▪ 大ひょうげん「こども祭囃

ば や

子
し

」「こども狂言」
「こども胡

こ

弓
きゅう

」「こども歌舞伎」大公開
■時間＝午後2時開演　※1時30分開場■内容
＝プロから教わり練習を積み重ねてきた子ども
たちと講師による、各演目の披露■定員＝902人

（6月27日から先着順）　※就学前の子どもは保
護者同伴。全席指定■申込＝窓口■申先＝ギャラクシティ／地域学習セン
ター など　※当日はギャラクシティのみ

――いずれも――
■日程＝7月30日㈯■場所＝西新井文化ホールなど■問先＝ギャラクシ
ティ　　　　　　　　　　☎5242-8161　HP https://galaxcity.jp/

えんチャレ参加者 新規募集
　あだちエンターテイメントチャレンジャー支援事業（えんチャレ）では、将
来メジャーでの活躍をめざすアーティストとエンターテイナーを募集しま
す。■選考＝実演（8月26日㈮予定）■申込＝申請書類を区へ郵送・持参
※申請書類は区のホームページからダウンロード。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。■申込期間＝7月1日～
29日消印有効■申・問先＝地域文化課 広域施設係　　  ☎3880-5701

足立区制
90周年記念

暮らし・まちづくり

協働・協
きょう

創
そ う

パートナー基金へ
の寄附を受け付けています

　あだち協働・協創パートナー基
金は、あなたの大切な想

お も

いを社会
貢献活動へ反映できる寄附制度で
す。寄附金は地域の福祉・防犯・
子育て支援などに取り組むＮＰＯや
ボランティア団体の活動を支援する

「公益活動げんき応援事業助成金」
として活用されます。申し込み方法
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＝協働・協創推進担
当 ☎3880-5020

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）

夏休み 子ども陶芸体験教室
■日時＝7月23日㈯・24日㈰、午
前10時～11時30分／午後1時～
2時30分■場所＝都市農業公園■
対象＝区内在住の小・中学生■内
容＝自由作品を1人1点作る　※作
品の引き渡しは8月下旬以降■定員
＝各12人（抽選）■費用＝500円（材
料費）■申込＝全員の住所・氏名（フ

リガナ）・年齢・電話番号、希望日
時、「夏休み 子ども陶芸体験教室」
を往復ハガキで送付　※返信面に
も宛名を記入。1通で2人まで。1
人1回のみ申し込み可■期限＝7月
6日㈬必着■申・問先＝障がい福祉
センターあしすと 社会リハビリテー
ション室　〒121-0816梅島3-31-
19 ☎5681-0131

日本文化に触れる その1
「琉球民謡・島唄の調べ」
■日時＝7月31日㈰、午後2時～4
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＝琉球民謡協会
師範・平

た い

良
ら

りん子
こ

氏と民謡シンカに
よる本格的琉球民謡ショー　※琉球
舞踊の演舞もあり■定員＝80人（6
月26日、午前9時から先着順）■費
用＝1,500円　※小学生は500円
■申込＝電話／窓口／氏名（フリガ
ナ）、電話番号、「琉球民謡」をファ
クス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795 FAX 3860-0608

郷土博物館の催し（7月分）
▪ 夏季区民教養講座
　「森

も り お う が い

鴎外と佐
さ

藤
と う

元
げんちょう

萇の
　千住における関係について」
■日時＝3日㈰、午後1時30分～4
時30分■場所＝生涯学習センター

（学びピア21内）■内容＝森鷗外と
その漢詩の師匠で、千住にゆかり

7面からの続きです のある幕末の医師・佐藤元萇、2人
の関係についての講演■定員＝70人

（先着順）
▪映画会
■日時＝9日㈯、午前11時開始■場
所＝郷土博物館■内容＝「奥多野歳
時記」「おっきりこみ考（上州の郷土料
理の紹介）」の上映　※無料公開日

――いずれも――
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝郷土博物館

☎3620-9393

あだちの遊び場

ギャラクシティの催し
▪カラーバス「野菜でつくった

絵の具であそぼう」
■日時＝7月14日㈭、午前10時30
分～11時15分■対象＝6カ月～1
歳6カ月の子どもと保護者■内容＝

野菜からできた絵の具で体を使って
紙に絵を描く、「カラーバス」と呼ば
れるフィンランド発祥の赤ちゃんの
ためのお絵かきワークショップ■定
員＝7組（1組3人まで。7月2日から
先着順）■申込＝電話

▪渡
わたなべ

部潤
じゅん

一
いち

氏トークショー
　「ひとつの星空の下で

U
ア ン ダ ー

nder O
ワ ン

ne S
ス カ イ

ky」
■日時＝8月20日㈯、午後5時30
分～7時■対象＝小学生以上の方
※小・中学生は保護者同伴■内容
＝国立天文台上席教授で世界的に
有名な渡部潤一氏による、天文学
者ならではの星空の楽しみ方を、
プラネタリウムの星空の下で紹介す
る講演会■申込等＝▷事前（120人）
…電話／窓口（先着順）　▷当日（50
人）…窓口（午前9時から先着順）

――いずれも――
■場・申・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161

足立区制
90周年
記念

　10月8日㈯・9日㈰に開催を予定していた「あだち区民まつり」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。■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

あだち区民まつり「A−F
フ ェ ス タ

esta 2022」中止

P４６の足立区防災ナビの二次元コードが旧アプリの
ものとなっています。お手数ですが、4月にリニュー
アルした「足立区防災アプリ」をご利用ください。

1 訂正 【誤】 【正】

ページ 番号 名称 備蓄物資 エレベータ

➡

備蓄物資 エレベータ

P35 4 綾瀬小学校 〇 〇 〇

P36 22 江北小学校 〇 〇 〇

P37
80 千寿青葉中学校 〇 〇 〇

81 新田学園 第一校舎 〇 〇

【落丁・乱丁】がある場合があります。お手元に届いたものを今一
度ご確認いただき、【落丁・乱丁】がある場合はお早めにお問い合
わせください。

　5月16日から6月中旬ごろまで、区内全戸・全事業所に配布を行った
「洪水・内水・高潮ハザードマップ」内の水害時避難施設一覧において、
下記のとおり誤りがありました。大変申し訳ございませんでした。
　お手数ですが、お手元に届いたハザードマップに下記の訂正のとお
り、ご自身で〇を付けるようお願いいたします。

◀「足立区防災
アプリ 」は

　コチラ

2 変更

重
要



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

1 ゴッホ気分でひまわりを描こう
◆小学生

7/23㈯
午後2時～4時 12人 800円

先
着事前

2
夏休み宇宙科学デー
ナゾの惑星探査ミッション！

◆小・中学生
（小学1～4年生は保護者同伴）

7/31㈰
午前10時～午後3時の間に
6回実施（各40分）

各
6人 無料

3
S
エス
D
ディー

G
ジー

s
ズ
がテーマ！

夏休み読書感想文教室（2日制）
◆小学生

（小学1・2年生は保護者同伴）

8/4㈭・18㈭
午前10時～正午 15人 2,700円

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

4
ティーンズ向け読書感想文
応援D

デ イ
AY（2日制）

◆中学生

8/4㈭
午後1時～2時
8/18㈭
午後1時～2時30分

20人 無料

先
着事前5 親子でつくばサイエンスツアー

◆小学生と保護者

8/6㈯
午後1時～4時
※ 集合場所はつくばセンターバス

ターミナル（茨城県つくば市吾妻）
8組

770円
（交通費は

実費）

6
ミクロの世界「顕微鏡で生きもの
の体のつくりを見てみよう」
◆小学生

8/12㈮
午後2時～2時45分
午後3時15分～4時

各
8人

1回
610円

■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

耳ツボダイエット資格取得講座開催！ 資格は１日で取得できます！手に職をつけてお仕事してみませんか？
Body care salon 美珠　足立区足立 3-12-15　 090(8265)9842

9

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

　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。

第3弾 あなたの心を動かす出来事が待っている

花畑地域学習センター
〒121-0061 花畑4-16-8　　　　　　　☎3850-2618

　ミニコミ紙「フレンズ」のコンセプトは、「知って
得したと思える情報」。初めてやってみたことを紹
介する「初マル」や、地域でS

エスディージーズ

DGsに取り組んでいる
団体を紹介する「SDGsってなんですか？」など、情
報盛りだくさん！　ぜひ一度ご覧ください。

毛長川

国
道
４
号

●公園

●花畑西小学校

●都営花畑四丁目
　アパート

花畑地域学習センター●

団地入口

花畑三丁目花畑区民
事務所入口

花畑地域学習センター●

　花畑地域学習センターは足立区の北
東に位置し、毛長川を挟んで都県境と
なる地区にあります。多世代が楽しめ
る講座を実施し、地域の伝統を大切に
しながら新しいことにも挑戦を続ける
センターです。

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝6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）
《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
■講座の参加について
　◦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

10面に続きます

日時  7月30日㈯、午前10時～午後4時
※昼休憩あり 対象 小学生以上の方
定員 10人 費用 900円 申込 事前（先着）

　切り貼りした画用紙に自分で考え
たお話を描いて、世界にひとつだけの
絵本を作ります。小さいけれど本格的
な製本で、大切な思い出の一冊になる
こと間違いありません。自由研究にも
最適です。

講座紹介  作ってみよう！ 自分だけの絵本

…パソコンなどの画面上から参加可能 …各施設のオススメ講座オス
スメ

オンライン

＼各施設をリレー形式で紹介！／

オス
スメ

野あそび ようちえん
■日時＝7月12日㈫、午後2時30
分～3時15分／23日㈯、午後1時
30分～2時15分　※雨天中止■場
所＝都市農業公園／荒川河川敷■
対象＝2歳～就学前の子どもと保
護者■内容＝季節の生きもの探し
や草花工作など、野外での遊びを
のんびり楽しむ■定員＝各4組程
度（1組3人まで。先着順）■申込＝
不要　※当日午前9時から会場で
受け付け■問先＝都市農業公園
 ☎3853-4114

めざせ ザリガニマスター
■日時＝7月10日㈰、午前10時～
11時／午後2時～3時■内容＝採
集や実験を通して、アメリカザリ

ガニの生態や特徴を学ぶ■定員＝
各10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時から会場で
参加証を配布■場・問先＝桑袋ビ
オトープ公園 ☎3884-1021

つくってみよう　
荒川マイタイムライン

■日時＝7月31日㈰、午後1時～
4時■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＝荒川の防災施設の紹
介／周辺の街を歩き、水害を想定
したマイタイムライン（防災行動計
画）の作成を体験する■定員＝15
人（抽選）■申込＝全員の住所・氏
名（フリガナ）・年齢（学年）・電話
番号、「つくってみよう 荒川マイ

タイムライン」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＝7月15日㈮必着■場・
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

セミの羽化観察会
■日時＝7月29日㈮・30日㈯、午
後7時～8時30分■対象＝小学生以
上の方　※小・中学生は保護者の

参加が必要■内容＝幼虫から成虫
へ羽化するセミ（アブラゼミ、ミン
ミンゼミ）の幻想的な姿を夜間に観
察する■定員＝各5組（1組5人まで。
抽選）■費用＝1人500円■申込＝
全員の住所・氏名（フリガナ）・年
齢（学年）・電話番号、希望日、「セ
ミの羽化観察会」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＝7月14
日㈭必着■場・申・問先＝生物園　
〒121-0064保木間2-17-1
 ☎3884-5577

▲岩淵水門など荒川の防災施設を紹介

◀ 羽化の瞬間
に立ち会っ
て、命の営
みを実感し
よう


