
今年度は区内4つの高校から計868作品の応募があり、「お父さん タバコと私 どっちが大事？」（都立足立東高校 大
おおむら

村日
ひ

向
なた

さん）が最優
秀賞に選ばれました。そのほかの受賞作品など、くわしくは区のホームページをご覧ください。■問先＝健康づくり係　☎3880-5433

区民投票の結果、高校生受動喫煙防止
標語コンクールの受賞作品が決定
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7面からの続きです

暮らし・まちづくり

都市計画が決定しました
■内容＝生産緑地地区の変更／特
定生産緑地の解除・精査■告示日
＝4年12月28日■縦覧場所・問先
＝都市建設課 都市計画係　※区の
ホームページでも閲覧可　
	 ☎3880-5280

「足立区音楽祭」
出演者・運営スタッフ募集
■対象＝区内在住・在勤・在学・
出身または区内で活動している団
体・個人■内容＝西新井文化ホー
ルで開催される「足立区音楽祭ホー
ルコンサート」など、9月・10月
に行う音楽祭イベントの出演者と
運営スタッフ（未経験者も可）を募
集　※説明会への参加が必要。そ
のほかの条件など、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。
▪足立区音楽祭	説明会
■日時＝2月19日㈰、午後5時～

6時■場所＝ギャラクシティ■内
容＝出演者の参加方法や、運営ス
タッフの活動内容の説明■申込＝
不要　※当日直接会場へ

――いずれも――
■問先＝音楽祭実行委員会（田中）
	 ☎070-6439-2397

（区）文化団体支援係
	 ☎3880-5986

労働法セミナー「『産後パパ
育休』『パワハラ防止』義務化
への対応」（Z

ズ ー ム

oom開催）
■日時＝2月21日㈫、午後6時30
分～8時30分■対象＝区内の中小
企業経営者・人事労務担当者／区
内在住・在勤・在学の方■内容＝
中小企業にも適用されている産後
パパ育休制度、パワハラ防止措置
の義務化など、法改正の内容につ
いて社会保険労務士から学ぶ■定
員＝20人（1月26日から先着順）■
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、電話・ファクス
番号、Eメールアドレス、「労働法
セミナー」をファクス■申・問先
＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

高齢者向けスマホ講座
i
イン

n	地域学習センター（無料）
■日程等＝▷保塚地域学習セン
ター（i

ア イ フ ォ ー ン

Phone版）…2月15日㈬　▷
花畑地域学習センター（A

ア ン ド ロ イ ド

ndroid
版）…3月13日㈪■時間＝午前10
時～11時30分■対象＝おおむね
65歳以上でスマホ操作初心者■内
容＝基本的なアプリの使い方など
を学び、「足立区防災アプリ」をイ
ンストールして実際に操作を体験
※通信費は自己負担。くわしくは
各センターにお問い合わせくださ
い。■持ち物＝充電済みのスマホ
／筆記用具■定員＝各15人（1月
26日、午前9時から先着順）■申込
＝電話／窓口■申・問先＝保塚地
域学習センター ☎3858-1502
花畑地域学習センター　
	 ☎3850-2618

同和問題に関する区民企画
講座「部落の歴史と文化」
■日時=3月5日㈰、午後2時～4
時30分　※1時30分開場■場所=
竹の塚地域学習センター■内容=

（公財）東京都人権啓発センター元
学芸員による同和問題の講義／レ
ザーグッズ製作を通じて、同和問
題と皮革産業のつながりを学ぶ■
定員＝40人（抽選）■申込＝区の
ホームページからオンライン申請
／代表者の住所・氏名（フリガナ）・
電話番号、参加人数、「同和問題講
座」を区へハガキで送付■期限＝2
月17日㈮消印有効■申・問先＝総
務課 人権推進係 ☎3880-5497

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）

陶芸体験教室
■日時＝2月18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＝自由
作品を1人1点作る　※作品の引き
渡しは4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、「2月
18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＝2月8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	

科学絵本の読み語り講座
■日時＝2月15日㈬・22日㈬、午
前10時～正午■場所＝生涯学習セ
ンター（学びピア21内）■対象＝主
に乳幼児に対する読み語りなどの
活動を行う方、またはこれから始め
ようとしている方など■内容＝乳幼
児におすすめの科学に関する絵本
の選び方や、読み語りの方法を学
ぶ■定員＝各30人（1月26日から先
着順）■申込＝電話／窓口■申・問
先＝中央図書館 読書活動推進係（1
月31日㈫、2月13日㈪を除く毎日、
午前9時～午後5時）
 ☎5813-3745

　

帝京科学大学
▪公開講座「千住宿があるのは縄文時代の海のおかげ」
■日時＝2月18日㈯、午後1時～2時30分■内容＝学校教育学科 植

う え

木
き

岳
た け

雪
ゆ き

教授を講師とし、千住地区で行った地層の調査からこれまでの自然
の歴史を学ぶ■定員＝50人（先着順）　※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。■期限＝2月15日㈬■場・問先＝帝京科
学大学 千住キャンパス7号館（午前9時～午後5時）　千住桜木1-11-1

☎6910-3520　HP https://www.ntu.ac.jp/chiiki/

放送大学
▪公開講演会「歌舞伎を楽しもう！		誰でもわかる歌舞伎入門講座」
■日時＝2月26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）■内容＝歌舞伎座の元支配人で放送大学の非常
勤講師を務める金

か ね

田
だ

栄
え い い ち

一氏から、江戸時代の庶民が創り上げた最高の
エンターテイメントである歌舞伎の色彩感覚や言葉の遊びなど、日本
人が持つ粋なセンスの一端を学ぶ■定員＝50人（先着順）■申込＝電話
■申・問先＝放送大学 東京足立学習センター事務室（月曜日、祝日を
除く、午前9時30分～午後5時）　　　　　　　　　　☎5244-2760
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　 ☎3880-5840

大学連携の催し

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（3月14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＝1月
25日～2月20日消印有効■申・問先＝地域文化課 広域施設係

☎3880-5701

あだちスポーツチャレンジ
　東京2020オリンピック・パラリンピック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年度を通じて実施します。
▪	平

ひら

田
た

卓
たくろう

朗さん（足立区出身・元陸上オリンピック強化指定選手）
の「足が速くなる！		かけっこ教室」

■日程＝3月12日㈰　※雨天の場合は21日㈷に延期■時間等＝▷3
歳～就学前の子ども（40人。保護者同伴）…午前10時～10時50分　
▷小学生（80人）…11時～午後0時30分■内容＝平田卓朗さんから走
り方のコツを教わる■申込期間＝1月26日～2月2日■場・申・問先
＝平野運動場　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ☎3883-8079
▪	森

もり

隆
たかひろ

弘さん(アテネオリンピック競泳日本代表)の「スイムクリニック」
■日程＝3月12日㈰■時間等=表1■申込期間＝1月26日～2月19日
■場・申・問先＝東綾瀬公園温水プール(すいすいらんど綾瀬)

☎5616-2500
表1　スイムクリニック	時間等

対象 時間 定員
補助具なしでバタ足5ｍ以上泳げる小学生
※4種目泳げない方に限る

午前10時30分
～11時20分 10人

クロールと平泳ぎで25ｍ以上泳げる小学1～3年生 午前11時30分
～午後0時20分 20人

クロールと平泳ぎで25ｍ以上泳げる小学4～6年生 午後1時30分
～2時20分 15人

クロールと平泳ぎで25ｍ以上泳げる中学生以上の方 午後2時30分
～3時20分 10人

――いずれも――
※抽選■申込＝電話／窓口／区のホームページからオンライン申請

アスリート
に学べ ！



■期間＝▷佐野…8日㈬～13日㈪　▷江北…15日㈬～20日㈪
▷伊興…20日㈪～25日㈯■問先＝中央図書館　☎5813-3740

図書館の臨時休館日
（2月分）

■問先＝青少年課 管理
調整係　☎3880-5264

2月1日～4月30日の
「夕焼け放送」は午後5時

■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 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

　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10弾 区民の健康をサポート！

東綾瀬公園温水プール（　　　
　　　　）

〒120-0004 東綾瀬3-4-1　☎5616-2500

　すいすいらんど綾瀬が発行するミニコミ紙「H
ハ ッ ピ ー

APPY」
では、教室やイベント情報のほか、無料公開日などを案
内しています。また、健康や美容に役立つ情報も掲載！　
ぜひご一読ください！

●綾瀬警察署
環状七号線

首
都
高
速
道
路
６
号 東綾瀬公園

団地西通り

しょうぶ沼公園●
北
綾
瀬
駅

東綾瀬公園温水プール
（すいすいらんど綾瀬）●
東綾瀬公園温水プール
（すいすいらんど綾瀬）

　「すいすいらんど綾瀬」の名前で親し
まれているプールです。広々とした屋
内温水プールは一年中利用でき、夏季
には屋外プールも開放！　年間を通し
て、老若男女が楽しめる様々な教室や
イベントを開催しています。

！講座の申し込み共通事項
受け付け開始日＝1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）
　★マークを除き、定員に達しない場合は2月20日㈪、午前9時から受け付け開始

《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

日時  2月3日～24日の毎週金曜日、
午後0時30分～1時20分 対象  25ｍ
泳げる16歳以上の方 定員  各10人 
費用  1回660円 申込  当日・持

　フィン（足ひれ）を使った、スピ
ード感のある泳ぎを楽しく習得
できます。技術だけでなく、泳ぎ
を通して心肺機能の向上もめざ
せる講座です。

講座紹介  フィンスイミング

…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！／

※地図は簡略図

▲フィンが初めての方でも安心です！▲フィンが初めての方でも安心です！

10面に続きます

すいすい
らんど綾瀬

あだちの遊び場

ドロバチハウスを作ろう
■日時＝2月12日㈰、午前10時～
11時／午後2時～3時■内容＝竹筒
を使ったドロバチの巣を観察し、
新しく作り直して設置する■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

荒川ビジターセンターの催し
▪食べられる野草さがし	i

イン

n	新田
■日時＝2月23日㈷、午前10時
～11時30分／午後1時30分～3時　
※雨天時は26日㈰に延期■場所＝
新田わくわく♡水辺広場■対象＝
小学生以上の方　※小学生は保護

者の参加が必要■内容＝広場を歩
きながら食べられる種類の野草を
探す■定員＝各20人（抽選）■申込
＝全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢（学年）・電話番号、希望時間、

「食べられる野草さがし in 新田」
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＝2月
10日㈮必着
▪荒川今昔写真展
■期間等＝▷エル・ソフィア…2
月2日～16日　▷中央図書館…4
日～26日　※いずれも休館日あり
■内容＝「荒川の昔を伝える会」に
よる、足立の荒川の昔懐かしい写
真展示■申込＝不要　※当日直接
会場へ

――いずれも――
■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

いやしの太極拳	初級（4日制）
■日時＝2月7日～28日の毎週火
曜日、午前9時30分～10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（1月
24日から先着順）■費用＝2,000円
※1日お試し500円。1人1回のみ■

申込＝電話／窓口／住所、氏名（フ
リガナ）、年齢、電話・ファクス番
号、1日お試しの場合は「お試し」、

「いやしの太極拳 初級」をファクス
■場・申・問先＝都市農業公園
☎3853-4114	 FAX3853-3729

かくれんぼ展
■期間＝1月25日～4月9日■内容
＝隠れると見つけることが難しい

生きものについての展示／相手に
気づかれないための生きものの行
動や体のつくりなどを紹介　※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

こどもアート教室
「はまぐりの貝合わせ画」
■日時＝3月5日㈰、午後1時30分
～3時30分■対象＝小学生　※小
学1～3年生は保護者同伴■内容
＝はまぐりの貝殻に絵を描いて、
日本の伝統的な遊び「貝合わせ」に
使われた合わせ貝を作る■定員＝
8人（2月5日から先着順）■費用＝
800円■申込＝電話■場・申・問
先＝ギャラクシティ
 ☎5242-8161

開花時期に合わせて、梅製品の販売や
梅をテーマにしたプログラムも実施 ！ 

を
見
に
行
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う

を
見
に
行
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う  

！！

■開花時期（予想）等＝1月末
ごろ～2月末　※休園日あり
■開園時間＝午前9時～午後
5時■申込＝不要　※当日直
接会場へ■場・問先＝都市
農業公園　   ☎3853-4114

梅梅都
市
農
業
公
園
の

都
市
農
業
公
園
の

◀くわしく
　はコチラ

約15種類・30本が楽しめる約15種類・30本が楽しめる
▲ドロバチの巣の中はどうなっているかな？

▲初めての方も気軽に参加できます


