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パソコン講座（11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（10月11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（11月分） 日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代など）

1 P
フ ォ ト

hotos
ショ ッ プ

hopCCビギナー1日コース
3㈷、
午前10時〜午後5時 13,200円

2 E
エ ク セ ル

xcel基本1日コース
5㈯、
午前10時〜午後5時 各

10,230円
3 W

ワ ー ド

ord基本1日コース
6㈰、
午前10時〜午後5時

4 Excel中級1日コース 12㈯、
午前10時〜午後5時 13,200円

5 P
パ ワ ー

owerP
ポ イ ン ト

oint基本1日コース
13㈰、
午前10時〜午後5時 10,230円

6 HTML5・CSS3の概要とVSコード基本1日コース
19㈯、
午前10時〜午後5時 13,200円

7 リモート遠隔操作設定（Z
ズ ー ム

oom編）
午前1日コース

20㈰、
午前10時〜午後1時 各

6,600円
8 Excelピンポイント「関数」午後1日コース 20㈰、

午後2時〜5時

9 W
ワ ー ド

ordP
プ レ ス

ress速習作成1日コース
23㈷、
午前10時〜午後5時 各

12,100円
10 ゼロから始めるExcelマクロ・VBA1日コース

26㈯、
午前10時〜午後5時

11
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

27㈰、
午前10時〜正午 2,068円

12 楽々・簡単ホームページ作成導入セミナー昼1日コース
27㈰、
午後1時〜3時 無料

◀︎くわしくは
　コチラ

暮らし・まちづくり

雇用・生活・こころと法律の
総合相談会
■期間＝11月7日㈪～12日㈯、午
前10時～午後3時　※8日㈫・11
日㈮は5時終了■場所＝東京芸術セ
ンター・9階会議室■内容＝仕事が
見つからない、働く自信がない、
多重債務がある、眠れない、家族
のひきこもりなどの悩みに専門相談
員が応じる■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝くらしとしごとの
相談センター ☎3880-5705

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）

シングルママ・パパ＆キッズに
贈るクリスマス企画
■日時＝11月23日㈷、午前10時
～正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤・在学のおおむ
ね5歳～小学2年生と保護者（ひとり
親）■内容＝子どもはクラフトバンド

（牛乳パックや古紙を再生した手芸
用の紙ひも）でクリスマスリースを制
作／保護者は別室でプロのスタイ

リストによる洋服のコーディネート
のアドバイス　※プレゼントあり■
定員＝10組（抽選）　※保育あり（要
予約、6カ月～就学前の子ども、5人）
■申込＝電話／区のホームページ
からオンライン申請／住所、氏名（フ
リガナ）、年代、子どもの氏名（フリ
ガナ）・年齢、保育希望の場合は子
どもの氏名（フリガナ）・年齢、電話・
ファクス番号、「クリスマス企画」を
ファクス■期限＝11月8日㈫■申・
問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

みどりの学び場「秋冬に行う
身近な木の手入れ方法」
■日程等＝▷ベルモント公園…12
月6日㈫　▷生物園・元渕江公園…
7日㈬■時間＝午後1時30分～4時
30分■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■定員＝各10人（抽選）
■申込＝区のホームページからオ
ンライン申請／住所、氏名（フリガ
ナ）、電話番号、希望日、講座で知
りたいこと、「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＝11
月18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

13面からの続きです Ｌ・フェスタ2022あだち
□イベント
■内容等＝▷11月12日㈯…女性へ
の暴力防止啓発ダンス「B

ブ レ イ ク

reak t
ザ

he
C
チ ェ ー ン

hain」発表会／子育てサロン「あだ
ちママカフェ」 など　▷13日㈰…絵
本の読み聞かせ／みんなのクラシッ
クコンサート など　※いずれも時
間や申し込み方法など、くわしくは
区のホームページをご覧ください。
□展示
■期間＝11月7日㈪、午後1時～13
日㈰、午後5時■内容＝男女共同参
画パネル展／女性に対する暴力を
なくす運動啓発／12日㈯・13日㈰
のみ絵手紙・工芸などの作品展示
■申込＝不要　※当日直接会場へ

――いずれも――
■場所＝エル・ソフィア■問先＝男
女参画プラザ ☎3880-5222

桜花亭「シニアのための
スマホ体験講座」
■日時＝10月27日㈭、午後1時30
分～3時■対象＝おおむね40歳以
上のガラケー利用者■内容＝実際
にスマートフォンに触れ、基本的
な操作を体験できるガラケーユー
ザーのための講座　※1人1台ずつ
教材用スマートフォンを貸し出し■
定員＝20人（抽選）■申込＝住所、
氏名（フリガナ）、電話番号、「スマ
ホ体験講座」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＝10月18

日㈫必着■場・申・問先＝桜花亭　
〒121-0061花畑4-40-1

☎3885-9795

講座「これからのプラスチック
ごみ問題」どうなるの
■日時＝10月23日㈰、午後2時～
3時30分■場所＝生涯学習センター

（学びピア21内）■対象＝区内在
住・在勤・在学の方■内容＝花王㈱
の取り組みを通じて、プラスチック
ごみの問題を身近なものとして捉
え、自分ができることを考える■定
員＝30人（10月12日から先着順）■
申込＝電話／窓口／住所、氏名、
電話番号、「プラスチックごみ問題」
をファクス　※1人1回のみ申し込
み可■申・問先＝あだち再生館（月
曜日、祝日休館）
☎3880-9800 FAX3880-9801

文化のちから体験会 「文化の日コンサート 純
じゅん

烈
れつ

2022」
■日時＝11月3日㈷、午後1時開演　※0時30分開場■場所＝シアター
1010・11階劇場■対象＝区内在住・在勤・在学の方■内容＝ＮＨＫ
紅白歌合戦に連続出場中のムード歌謡グループ「純烈」のコンサートに
無料招待■定員＝700人（抽選）■申込＝代表者の住所・区外在住の方
は勤務先または学校名、全員の氏名（フリガナ）・電話番号、参加人数（2
人まで）、「文化のちから体験会」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＝10月23日㈰消印有効■申・
問先＝シアター1010　〒120-0034千住3-92　　　　 ☎5244-1011

ブリランテ 冬のコンサート 「クラシックの名曲＆こころ踊るクリスマス」

■日時＝12月11日㈰、午後2時30分開演　※2時開場■場所＝西新井文
化ホール■内容＝「身近で気軽にクラシック」をモットーに活動する区内
演奏家団体「ブリランテ」による、伝統的クリスマス曲からモダンなアレ
ンジまで、心がわくわくする音楽を届けるコンサート■定員＝866人（先
着順）■費用＝▷前売り…1,500円　▷当日…1,800円　※3歳～高校生
は500円。2歳以下の子どもは入場不可。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
□プレコンサート
■日時＝11月23日㈷、午前11時／午後1時30分■場所＝ギャラクシティ
■申込＝不要　※当日直接会場へ

――いずれも――
■問先＝ギャラクシティ　☎5242-8161 HP https://galaxcity.jp/

10月の休日開庁日
日時 23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



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、4面左上を参照 15

あだちの遊び場

防災D
デ イ

AY「参加型避難訓練」
■日時＝11月3日㈷、午前11時
～11時45分■内容＝公園利用時
に災害が起こった場合を想定した
避難を体験する　※野菜割引券の
プレゼントあり■定員＝50人（先
着順）　※小学3年生以下の方は
保護者の参加が必要■申込＝不要　
※当日午前9時から会場で受け付
け■場・問先＝都市農業公園

☎3853-4114

学びピアの縁側　
あらかわミニリースづくり
■日時＝11月19日㈯、午後2時～

2時30分／3時～3時30分■内容
＝荒川の自然素材でミニリースを
飾りつける■定員＝各10人（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、「あらかわミニリースづ
くり」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
＝11月4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

自然のあそび屋台
■日時＝10月30日㈰、11月3日㈷、
午後2時～2時30分■内容＝「木や
草の実さがし」などから好きなプロ

グラムを選んで挑戦　※雨天時は
別のプログラムに変更。就学前の
子どもは保護者の参加が必要■申
込＝不要　※時間内随時受け付け
■場・問先＝桑袋ビオトープ公園

☎3884-1021

あだちから子どもに伝えたい
もの 体験教室「こども能楽」
（9日制）
■日時＝11月6日・13日・27日、
12月11日・18日、5年1月8日・
22日、いずれも日曜日、午後2時
30分～3時30分　※2月11日㈷リ
ハーサル、12日㈰発表。時間など、
くわしくはホームページをご覧く
ださい。■対象＝小・中学生■内
容＝日本の古典芸能・能の演目で
ある「老

お い ま つ

松」の仕
し

舞
ま い

と謡
うたい

を能楽師か

ら学び、ホールの舞台で発表■定
員＝10人（抽選）■申込＝電話■期
限＝10月23日㈰■場・申・問先＝
ギャラクシティ ☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

秋の金魚すくい
■日時＝10月29日㈯・30日㈰、
午前10時30分～正午／午後1時
30分～3時■内容＝ワキンやリュ
ウキン、デメキンなど、様々な金
魚がすくえる　※すくえなかった
方には小赤1匹プレゼント■定員
＝各36組（先着順）　※就学前の
子どもは保護者同伴■費用＝1回
200円　※別途入園料が必要■申
込＝不要　※当日午前9時30分か
ら会場で整理券を配布■場・問先
＝生物園 ☎3884-5577

■申込＝不要　※当日直接会場へ
■場・問先＝都市農業公園

　　　☎3853-4114

秋の都市農業公園を満喫できる
プログラムがたくさん ！

内容 時間 定員

どんぐり
クラフト

午前10時〜11時／
11時30分〜午後0時30分／
2時〜3時

各6組(1組3人)
※小学3年生以下の方は

保護者の参加が必要
■費用＝1組200円

ハーブ物販 午前10時〜午後4時 ※なくなり次第終了

季節の染め物
「稲わらで
手ぬぐい染め」

午前10時〜11時／
午後1時〜2時／3時〜4時

各6人
■対象＝4歳以上の方
※小学3年生以下の方は

1人につき保護者1人
の参加が必要
■費用＝800円

足踏み脱穀機
体験

午前10時〜正午／
午後1時〜4時

※なくなり次第終了。就
学前の子どもは保護者
の参加が必要

有機野菜の
販売コーナー 午前9時〜午後4時 ※なくなり次第終了

秋のイベント特集

足立のあらかわ文化祭11/5㈯
・6㈰

荒川今昔写真展
■時間＝午前10時～午後4時■内容＝「荒川の昔を伝える会」会員による、昭和から
令和の荒川の写真展示・解説■申込＝不要　※当日直接会場へ

川のようちえん たからばこづくり（5日㈯のみ実施）
■時間＝午前10時～11時30分■対象＝就学前の子どもと保護者■内容＝好きな植
物を集めて、自分だけの宝箱を作る■定員＝15人（抽選）■申込＝全員の住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号、「川のようちえん」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21日㈮必
着■申先＝荒川ビジターセンター　〒120-0034千住5-13-5 学びピア21・4階

クラフトマルシェ（6日㈰のみ実施）
■時間等＝▷葉っぱスタンプのマイバッグづくり…午前10時30分～11時／11時30
分～正午　▷剪

せ ん て い

定枝
し

マグネットづくり…午後2時～2時30分／3時～3時30分■内容
＝荒川の素材を使ったクラフトを楽しむ■定員＝各10人（先着順）■申込＝不要　▷
葉っぱスタンプのマイバッグづくり…当日午前10時から会場で参加証を配布　▷剪
定枝マグネットづくり…当日午後1時から会場で参加証を配布

――いずれも――
※就学前の子どもは保護者同伴■場所＝生涯学習センター・講堂(学びピア21内)
■問先＝荒川ビジターセンター　　　　　  　　　　　　　　  　  ☎5813-3753

都市農業公園 秋の収穫祭10/15㈯
・16㈰

▲脱穀機体験の様子




