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7面からの続きです

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）

子どものための科学体験
連続講座・後期 受講生募集
■日時等＝表1■場所＝ギャラクシ
ティ■申込＝窓口／区のホームペー
ジからオンライン申請／氏名
（フリ
ガナ）
、電話・ファクス番号、希望コー
ス名をファクス■申込期間＝9月25
日～10月11日■申・問先＝青少年
課 家庭教育係
FAX 3880-5641
☎3880-5273

めざせキャンプの達人
■日時＝10月23日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝宮城ゆうゆう公
園■対象＝中学生以上の方■内容
＝テント設営、炊事、安全管理な
どを学ぶ ※20歳以上の方は宮城
ゆうゆう公園少年キャンプ場の利
用に必要な修了証を取得可
（3年更
新制）
■定員＝20人
（抽選）
■費用＝
600円
（材料費など）■申込＝電話
／区のホームページからオンライン
申請■申込期間＝9月25日～10月
12日■申・問先＝青少年事業係
☎3880-5275

陶芸体験教室
■日時＝10月15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・在勤・在学の方■内容＝

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

自由作品を1人1点作る ※作品の
引き渡しは12月中旬以降■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、希望時
間、
「10月15日陶 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＝10月5
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☎5681-0131
19

みどりの学び場
「知って
ワクワク 秋の植物さがし」
■日時＝11月26日㈯、午後1時30
分～4時■場所＝西新井さかえ公園
■対象＝区内在住・在学の方■内容
＝ボランティアガイドと一緒に秋の
公園を歩きながら、樹木や草花の
面白い特徴を探す■定員＝20人
（抽
選）
■申込＝区のホームページから
オンライン申請／全員の住所・区外
在住の方は学校名と所在地・氏名
（フ
リガナ）
・年齢・電話番号、講座で
知りたいこと、
「秋の植物さがし」
を
往復ハガキで送付 ※返信面にも
宛名を記入。1通につき5人まで。
1人1回のみ申し込み可■期限＝10
月28日㈮必着■申・問先＝パークイ
ノベーション推進課 みどり事業係
☎3880-5919
い けの ぼう ほ うし ょう

桜花亭 体験講座「池坊宝生流
いけばな教室」
（2日制）
■日時＝10月21日㈮・28日㈮、午

あだちスポーツチャレンジ

かな い たいおう

東京2020オリンピック・パラリンピックからはや1年が
経過。区では、オリンピック・パラリンピックのレガシー
事業として、オリンピアンやトップアスリートを招いたイ
ベントを順次開催します。

▪金井大旺氏（東京2020オリンピック男子110ｍハードル代表）
の「走り方教室」
（無料）
■日時＝10月29日㈯、午後1時30分～3時30分■対象＝小学生■内
容＝ミズノブランドアンバサダーの金井大旺氏から走ることを通じて努
力の楽しさを学ぶ■定員＝50人
（抽選） ※保護者・見学希望者はギャ
ラリー席から観覧可
（申し込み不要）
■申込＝電話／窓口／区のホーム
ページからオンライン申請■申込期間＝9月26日〜10月10日■場・
申・問先＝総合スポーツセンター
☎3859-8211

官 公 庁
10月1日から東京都の最低賃金が時間額1,072円に改正

※すべての都内労働者に適用
■問先＝東京労働局 労働基準部 賃金課
東京働き方改革推進支援センター

無料公証相談所（電話による無料相談）を開設

☎3512-1614
☎0120-232-865

10月1日㈯～7日㈮を
「公証週間」
と定め、特設電話を設置し、遺言
や各種契約などの公証事務に関する相談に、法務大臣から任命を受
けた公証人が応じます。■相談先＝無料公証相談所
（10月1日～7日、
午前9時30分～正午／午後1時～4時30分）
☎3502-8239
■問先＝東京法務局 東京公証人会
☎3502-8050

ネズミ対策
のポイント

午後3時 ※雨天時は30日㈰に延
期■場所＝荒川ビジターセンター／
荒川河川敷・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＝
魚釣りを通して荒川の生きものや環
さお
境を学ぶ ※竿の貸し出しあり■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7
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

前10時～正午■対象＝18歳以上の
方■内容＝花や草木の美しさを心で
感じ、華やぐ空間を演出するいけば
なの魅力に触れる初心者向け講座
■定員＝5人
（9月27日、午前9時か
ら先着順）
■費用＝4,000円
（材料費
など）
■申込＝電話／窓口／氏名
（フ
リガナ）
、電話番号、
「いけばな教
室体験」
をファクス■場・申・問先＝
桜花亭
FAX 3860-0608
☎3885-9795

あだちの遊び場
めざせ 荒川魚つり名人
■日時＝10月23日㈰、午前10時～

表1 子どものための科学体験連続講座・後期 日時等
コース名

日時
対象
内容
定員
12/11、5年1/15、2/19、
プログラ
マイコンボードを使っ
3/5、いずれも日曜日、
ミング
て、プログラミングの
小学3年生
午後2時～4時
（4日制）
基礎を学ぶ
～中学生
各
※1/15のみ午前10時～正午
※小学3・4
10人
®
年生は保 「レゴ ＷｅＤｏ2.0セッ（抽選）
11/27、12/25、5年2/26、
科学
を使って、ロボット
護者同伴 ト」
ブロック 3/12、いずれも日曜日、
を自由にコントロール
（4日制） 午後2時～4時
する
11/5、12/10、5年1/21、
星空観察
小学生と 望遠鏡や双眼鏡で、 10組
2/4、いずれも土曜日、
（4日制）
保護者
星空を観察する
（抽選）
午後6時～8時

足立区制
90周年記念
特別公演

たてかわ し

すけ

いざな

千住落語会 立川志の輔独演会 深い笑いへ誘う

■日時＝11月9日㈬、午後6時30分開演■内容＝テレビ・映画と幅広
く活躍中の立川志の輔の独演会■定員等＝701人
（▷電話・ホームペー
ジ…9月30日 ▷窓口…10月2日 ※いずれも午前10時から先着順）
■費用＝4,500円 ※区内在住・在勤・在学の方は4,300円。フレン
ズ会員の方は4,050円
足立区制
90周年記念

こ ま つ りょう た

ウ ィ ズ

ひ

の しんいちろう

ル

ヴ ェ ル ヴ ェ ッ ツ

（LE VELVETS）
小松亮太タンゴ五重奏 with 日野真一郎

■日時＝12月3日㈯、午後4時30分開演／4日㈰、午後2時開演■内容
＝足立区出身の小松亮太がこよなく愛する北千住で、ゲストにヴォー
カルグループ
「LE
VELVETS」
の日野真一郎、アルゼンチンタンゴダン
ナ
ナ
アクセル
豪華なステージ■定員＝各701人
（先着順）
スのNana & Axelを迎えた、
■費用＝7,000円 ※区内在住・在勤・在学の方は6,650円。フレン
ズ会員の方は6,300円
――いずれも――
※30分前開場。就学前の子どもは入場不可。全席指定■場所＝シア
ター1010・11階劇場■申込＝電話／窓口／ホームページからオンラ
イン申請■申・問先＝シアター1010
☎5244-1011 HP https://www.t1010.jp/
足立区制
90周年記念

ギャラクシティ クリスマスコンサート2022
オーケストラからの素敵な贈り物

■日時＝12月17日㈯、午後2時開演 ※1時30分開場■場所＝西新井
文化ホール■内容＝
「おーけすとら・ぴとれ座」
による、0歳から鑑賞
できる、ダイナミックで壮大な本格的オーケストラサウンドを体感す
るコンサート■定員＝890人
（9月28日から先着順）
■費用＝1,800円
※友の会会員、区内在住・在勤・在学の方は1,500円。小学生以下の
方は500円。2歳以下の子どもは保護者と同じ席に座る場合は無料。
小学生以下の方は保護者同伴。全席指定■申込＝窓口／ホームページ
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＝ギャラクシティ
☎5242-8161 HP https://galaxcity.jp/

ネズミはわずかな隙間でも侵入できます。金属たわしや金網などで侵入口を塞ぎましょう。食べ物や石けんなど餌となるものは密閉容器に入れ、
巣の材料となるちり紙やレジ袋は片付けましょう。■問先＝足立保健所 生活衛生課 生活衛生係
☎3880-5374

■ 申込…申し込み方法 ■ 期限…申込期限
■ 場・申・問先 … 場所・申込先・問い合わせ先

泥の中の生きものを探そう
■日時＝10月16日㈰、午前10時～
11時／午後2時～3時■内容＝泥の
中にいる生きものを探し、観察する
■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

チリメンジャコに混ざった
生きものを探そう
■日時＝10月10日㈷、午後1時30

☎…電話番号 FAX …ファクス番号
HP …ホームページアドレス
…Eメールアドレス

分 ～2時15分 ／2時45分 ～3時30
分■対象＝小学生■内容＝チリメン
ジャコにまぎれている生きものを見
つけて調べ、海の中の多様な生物
を知る■定員＝各12人
（先着順）
■
費用＝300円 ※別途入園料が必
要■申込＝不要 ※当日午前9時
30分から会場で受け付け■場・問
先＝生物園
☎3884-5577
足立区制 あだち鉄道ミュージアム
90周年記念 スペシャル
■日時＝10月29日㈯・30日㈰、午
前10時～午後4時■内容＝
「鉄道開

※ 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、
4面左上を参照

業150年」
と
「足立区制90周年」
の節
目を祝って開催する、大手鉄道会
社3社が集う特別イベント ※ペー
パークラフトのワークショップや鉄
道模型運転・車内アナウンス体験、
区内を走る鉄道写真の展示などを
実施。申し込み方法など、くわしく
はホームページをご覧ください。
■場・問先＝ギャラクシティ
☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

ウクレレ教室
■日程＝10月30日㈰、11月6日㈰■

きずな

学びで絆を
強めてみませんか

9

時間等＝▷右手の弾き方を学ぶ
「初
心者クラス」…午前11時～午後0
時30分 ▷左手のテクニックを学
ぶ
「通 常クラス」…1時30分 ～3時
■対象＝中学生以上の方■定員＝
各16人
（先着順）■費用＝2,000円
※ウクレレのレンタルは別途500円
が必要■申込＝電話／窓口／住所、
氏名
（フリガナ）
、
電話・ファクス番号、
希望日、希望クラス、
「ウクレレ教室」
をファクス■場・申・問先＝都市農
業公園
FAX 3853-3729
☎3853-4114

生涯学習施設・スポーツ施設の講座

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。

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
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
近所deまなびナビ
検索
ください。

！ 講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝9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

オンライン

オス
スメ

…パソコンなどの画面上から参加可能

講座名（◆対象）
生涯学習センター
1

2

オンライン

日時

脳の命令で動く！
きんでん ぎ しゅ

定員

費用

申し込み方法

講座紹介

700円

11/13㈰
午後2時～4時

40人

500円

11/19㈯
午後2時～3時30分

35人

800円

11/20㈰
午後1時30分～5時

70人

無料

30人

800円

50人

800円

☎3628-6201

とうわカレッジ 自分と地域との関わり方・繋がりを考える（5日制）

区内に長く住んでいる方、最近住み始め
た方が共通のテーマで対話し、考えを共に
深めます。足立の魅力や取り組みを知り、
地域課題を探りながら
「自分」
と
「地域」
との
関わりについて考えます。

日時 10月22日・29日、11月5日、12月3日・
17日、いずれも土曜日、午後1時30分～3時
30分
（12月17日のみ4時30分まで）
定員 20人 費用 3,000円 申込 事前
（抽選）
東和病院●

東和住区センター

●東和地域学習センター

●北三谷公園

※地図は簡略図

東部地域病院●
亀有駅

一歩踏み出して、
参加してみよう！
ご だ ゆう

▲マスコットキャラクター「五太夫」

学習センター・図書館・体育館と住
区センターが隣接した施設です。区民
の誰もが文化芸術・読書・スポーツを
身近なところで気軽に楽しみ、多様な
活動が行えるような環境づくりに取り
組んでいます。
たい む

ミニコミ紙
「待夢」
は、東和地域学習センター・体
育館・図書館・住区センターで開催される講座・イ
ベント情報を紹介しています。
「五太夫」
もたくさん
登場し、サークル紹介などのお手伝いをしてくれま
す。センター１階受付には職員お手製のぬいぐるみ
の
「五太夫」
がいるので、ぜひ会いに来てください！
講座名（◆対象）
生涯学習センター

日時

定員

費用

申し込み方法

〒120-0034 千住5-13-5
（学びピア21内） ☎5813-3730
11/4㈮・11㈮・18㈮
午後2時～4時

30人 2,000円

11/8㈫・15㈫・22㈫
9 ★性 翁寺住職に聞く
「足立姫」伝説と地域社会（3日制） 午後2時～4時

30人 1,000円

「樋口一葉」
の
8 ★生誕150年
生涯・旧居跡・作品
（3日制）
しょうおう じ

10/21必着
10/25必着

★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～4時）

事前

150人 1,200円

伊興地域学習センター

〒121-0823 伊興2-4-22 ☎3857-6537

ハロウィーンクラフトバンド工作
1 ＆スマホで子ども撮影テク
◆4歳～小学生と保護者
体幹を鍛える
2
月2でがっつりヨガ
（2日制）
はじめてのストレッチポール
3
体験会
好きな香りを選んで簡単！
4
アロマスプレー作り

10/9㈰
午前10時～正午
10/11㈫・25㈫
午後7時～8時
10/13㈭
午後1時15分～2時15分
10/22㈯
午後2時～3時

24組

500円

16人 1,180円
20人

560円

16人

800円

当日
事前

先着

対面：
30人
オンライン：
20人

11/23㈷
午後2時～3時30分
11/24㈭
午後2時～4時
11/26㈯
午後6時30分～8時

〒120-0003東和3-12-9

ひ ぐちいちよう

先着

の技術と可能性
「筋電義手」
野球伝来150年
3
国民的スポーツへと至る道のり
オス 高校生による
4 スメ あだち未来スケッチ発表会
◆どなたでも
今
「ローカルメディア」
が面白い
5
地域の記憶を記録する
身近なインフラが崩れる
6
私たちの未来の生活を守る方法
名曲でめぐる
7
弦楽四重奏の歴史と魅力

東和地域学習センター

…各施設のオススメ講座

〒120-0034 千住5-13-5
（学びピア21内） ☎5813-3730

現場から見る学習障がい 11/5㈯
その理解と接し方
午後1時30分～3時

第6弾 学びと繋がりがうまれる場所

環状七号線

《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

＼各施設をリレー形式で紹介！／

つな

当日

10面に続きます

施設点検などのため、
あだち産業
センター全館を臨時休館

■日程＝10月15日㈯・16日㈰■問
先＝相談・融資係 ☎3880-5486

図書館の臨時休館日
（10月分）

■期間＝▷やよい…4日㈫～9日㈰ ▷新田…11
日㈫～16日㈰■問先＝中央図書館 ☎5813-3740

