
パソコン講座（9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（8月12日、午前9時から先着順）。講座内
容など、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・問先＝ランディック㈱
IT事業部（区協働事業者）　　  　　　  ☎6802-7829
表1　パソコン講座（9月分） 日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代など）

1 E
エ ク セ ル

xcel基本1日コース
3㈯、
午前10時～午後5時 各

10,230円2 W
ワ ー ド

ord基本1日コース
4㈰、
午前10時～午後5時

3 P
パ ワ ー

owerP
ポ イ ン ト

oint応用1日コース
10㈯、
午前10時～午後5時 13,200円

4 リモート遠隔操作設定（Z
ズ ー ム

oom編)
午前1日コース

11㈰、
午前10時～午後1時 6,600円

5 楽々・簡単ホームページ作成導入セミナー午後1日コース
11㈰、
午後2時～4時 無料

6 G
グ ー グ ル

oogleアナリティクスでホームページ解析
最新版 午前1日コース

17㈯、
午前10時～午後1時 各

6,600円
7 Excelピンポイント「関数」午後1日コース 17㈯、

午後2時～5時

8 W
ワ ー ド

ordP
プ レ ス

ress速習作成1日コース
18㈰、
午前10時～午後5時 12,100円

9 P
フ ォ ト

hotos
ショ ッ プ

hopCCビギナー1日コース
19㈷、
午前10時～午後5時 各

13,200円10 I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorCCビギナー1日コース
23㈷、
午前10時～午後5時

11 ゼロから始めるExcelマクロ・VBA1日コース
24㈯、
午前10時～午後5時 12,100円

12
小学生向けプログラミング基礎編
午前1日コース
■対象＝スクラッチに初めて触る
小学1～3年生と保護者

25㈰、
午前10時～正午 2,068円

13
小学生向けプログラミング活用編
午後1日コース
■対象＝1人でマウス、キーボード、スク
ラッチの基本操作ができる小学4～6年生

25㈰、
午後1時～3時 8,800円
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◀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）

足立区音楽祭
□都市農業公園ライブ
■日時＝9月19日㈷、午前11時開
演■場所＝都市農業公園■内容＝
歌やバンド演奏■定員＝30人
□ホールコンサート
■日時等＝▷竹の塚地域学習セン
ター（270人）…9月23日㈷、午後2
時開演　▷西新井文化ホール（860
人）…10月2日㈰、午後1時30分開

演■内容＝様々なジャンルの演奏会
□ウクレレフェスタ
■日時＝9月24日㈯、午後1時開演
■場所＝竹の塚地域学習センター
■内容＝ウクレレサークルによる演
奏■定員＝270人

――いずれも――
※先着順。1時間前開場■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝足
立区音楽祭実行委員会（田中）

☎070-6439-2397
（区）文化団体支援係 

☎3880-5986

足立シティオーケストラ
第68回定期演奏会
■日時＝9月4日㈰、午後2時開演　
※1時開場■場所＝西新井文化ホー
ル■内容＝三

さ

溝
み ぞ

健
け ん

一
い ち

氏の指揮によ
る「ブラームス 交響曲第3番」など
■定員＝300人（先着順）■費用＝

9面からの続きです 1,000円　※高校生以下の方は
500円。就学前の子どもは入場不
可。全席指定■申込＝窓口／ホー
ムページ（https://galaxcity.jp/）
からオンライン申請■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■問先
＝足立シティオーケストラ（武村）

☎090-3695-8356
（区）文化団体支援係

☎3880-5986

あだちの水辺調査隊
■日程等＝▷六木水の森公園…9月
17日㈯　▷見沼代親水公園…18
日㈰　▷五反野親水緑道…19日㈷
■時間＝午前9時30分～11時30分
／午後1時30分～3時30分■対象
＝小学生と保護者■内容＝水に入っ
て水生生物を調査する■定員＝各
15人（抽選）■申込＝電話／ホーム
ページからオンライン申請■期限＝

9月8日㈭■申・問先＝㈱自然教育
研究センター（区委託事業者）

☎6281-8738
HP https://www.ces-net.jp/
adachikankyo/

■問先＝（区）環境学習係
☎3880-6263

講座「プラスチックってふしぎ
実験と工作でキーホルダーを
作ろう」
■日時＝8月28日㈰、午前10時～
正午■対象＝小学３年生以上の方と
保護者■内容＝実験からプラスチッ
クの本質を知り、プラスチックの再
利用やリサイクルについて学ぶ■
定員＝10組（2人1組。8月12日か
ら先着順）■申込＝電話／窓口／住
所、氏名、電話番号、「プラスチック」
をファクス■場・申・問先＝あだち
再生館（月曜日、祝日休館）
☎3880-9800 FAX3880-9801

第5回 足立区ギャラクシティ音楽コンクール 本選（観覧）
■日時＝8月27日㈯・28日㈰、午前9時30分　※27日は9時10分、28
日は9時5分開場■場所＝西新井文化ホール■内容＝小学生から社会人
の参加者による、オーケストラとの共演をかけたピアノコンクールの
観覧　※くわしくはホームページをご覧ください。■定員＝各450人（先
着順）　※就学前の子どもは入場不可。全席自由■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝ギャラクシティ 音楽コンクール実施事務局

　 ☎3890-8518　HP https://www.galaxcitycompetition.com

7月1日から「家庭のゼロエミポイント」の対象機器・製品を拡充
　都では家庭の省エネ行動を促すため、省エネ性能の高いエアコン、
冷蔵庫、給湯器、ＬＥＤ照明器具の買い換えに対し、商品券などに交換
可能な「東京ゼロエミポイント」を付与する事業を実施しています。ぜひ
この機会に、省エネ家電などへの買い換えをご検討ください。　※対
象機器・製品など、くわしくはホームページをご覧ください。■申込＝
ホームページからオンライン申請／申請書などを郵送　※申請書はホー
ムページからダウンロード■期限＝5年3月31日㈮消印有効■申・問先＝
東京ゼロエミポイント事務局　〒115-8691赤羽郵便局私書箱14号

☎0570-005-083／IP電話の方☎03-6634-1337
HPhttps://www.zero-emi-points.jp/
都民講演会 岡

おかざきとも

崎朋美
み

氏（元スピードスケート選手）の「どこまでも挑戦！」
■日時＝10月26日㈬、午後2時30分～4時30分■場所＝なかのＺ

ゼ ロ

ＥＲＯ
小ホール（中野区中野2-9-7）■対象＝都内在住の方■内容＝長野五輪銅
メダリストとして各種メディアで活躍中の岡崎朋美氏による、多くの挫折
や苦難を乗り越えて、何事にも諦めず挑戦し続けることの大切さなど、
勇気を与えてくれる講演■申込＝ホームページからオンライン申請■期
限＝8月31日㈬■申・問先＝（公財）東京税務協会 企画広報課

☎3228-7998 HPhttps://www.zeikyo.or.jp
原則郵送 東京都シルバーパスの更新手続き
　感染症拡大防止のため、更新手続きを郵送で行います。現在シルバー
パスをお持ちの方には、（一社）東京バス協会から8月下旬に「シルバーパス
更新手続きのご案内」をお送りします。更新希望の方は、案内に沿って手
続きをお願いします。　※区役所などでの更新手続きは実施しません。
■問先＝（一社）東京バス協会 シルバーパス専用電話（平日、午前9時～午
後5時）　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　☎5308-6950

官 公 庁

8月の休日開庁日
日時 28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

＝サークル会員募集＝
☆みんなの心のうた ゆりかご
毎月2回水曜日、午前10時～正
午／エル・ソフィアなど／ピア
ノ伴奏で歌う童謡・唱歌／月額
1,000円　※別途入会金1,300
円／電話／山崎

☎090-5757-5164



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

※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＝9月17日㈯、午後2時～2
時45分／3時～3時45分■内容＝
葉っぱの模様をつけたオリジナル
ハンカチを作る■定員＝各10人■
期限＝9月2日㈮必着

学びピアの縁側
葉っぱスタンプの
ハンカチづくり

わくわく虫とり体験 i
イ ン

n 新田
■日時＝9月11日㈰、午前10時～正午　※雨天中止■場所＝新田わ
くわく♡水辺広場■内容＝荒川河川敷で昆虫を採集して観察する■
定員＝15人■期限＝8月26日㈮必着

――いずれも――
※抽選。就学前の子どもは保護者の参加が必要■申込＝全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号、希望時間（ハンカチづくりのみ）、
イベント名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

わくわく虫とり体験 in 新田

生物園� 〒121-0064　保木間2-17-1
☎3884-5577 3884-8996 https://www.seibutuen.jp/
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＝9月25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＝スタッフと一緒に鳴
く虫を探して観察する　※保護者
向けに「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
族で探そう鳴く虫」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＝9月13日㈫
必着

家族で探そう 鳴く虫
ちびっこ自然体験

▲鳴く虫はどんな姿をしているかな

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

■日時＝9月19日㈷、午前10時～
11時／11時15分～午後0時15分■
対象＝小学生以上の方　※小学1～
3年生は保護者の参加が必要■内容
＝チョウの集まるフジバカマ（秋の
七草）を観察したあと、匂い袋を作る■定員＝各12人（先着順）■
申込＝不要　※当日午前9時から会場で受け付け

チョウの観察会と
フジバカマの匂い袋づくり

▲やさしい香りのフジバカマを
楽しもう！（元年9月撮影）

■日程＝9月22日～10月27日の毎週木曜日■時間等＝▷走る・
跳ぶ・投げるなどの動きを取り入れた「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　▷
様々な動きを組み合わせた運動を行う「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（8月20日か
ら先着順）■費用＝3,000円■申込＝電話

体を動かす楽しさを学ぶ体操教室（6日制）

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

■日時＝9月19日㈷、午後1時30分～3時
10分■対象＝小学3年生以上の方■内容
＝微生物を捕獲する道具を自作して、採
集した水の中の小さな生きものを顕微鏡
で観察する■定員＝6人（抽選）■費用＝
600円　※別途入園料が必要■申込＝全
員の住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番号、「顕微鏡で見て
みよう」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＝9月8日㈭必着

顕微鏡で見てみよう
ミクロの世界（池・海編）

▲ミクロの世界を覗
のぞ

いて
みよう！

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

▲葉っぱの形のスタンプで彩ろう




