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然の活用法、冬野菜の収穫 時午前
10時〜正午 所あらかわエコセン
ター 対区内在住・在勤・在学の方
人各30人（申込順） 持軍手 ※汚
れてもよい服装で ￥500円
申８月１日㈭〜各開催日の前日にあ
らかわ楽農塾・井上へ
☎０９０（８５９２）７９３９

期日
︵期間︶

日

時間

時

会場・場所

所

対象

対

３面「講座」の続き

自転車安全利用講習会
日８月17日㈯（雨天中止） 時午前
９時30分〜11時（受け付けは午前
９時から） 所荒川自然公園交通園
※午前９時30分〜11時は交通園の
一部施設が一般利用できません
対区内在住・在勤・在学で、小学４
年生以上の方 人40人（当日の先
着順） 問生活安全課交通安全係
☎内線４８９

催し
絵本作家さんがやってくる
日８月17日㈯ 時午前11時〜正午
人30人（当日の先着順） 内楽器を
使った読み聞かせ、ミニワークショ
ップ「“ 星の万華鏡 ” をつくろう」
講絵本作家・きたじまごうき氏
所・問町屋図書館
☎（３８９２）９８２１

区民カレッジ
定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

◆太宰治の世界
日 ９ 月14日・28日、10月12日・26
日、11月16日・23日 の ㈯（ 全 ６
回） 時午後１時〜３時 講元昭和
女子大学教授・槍田良枝氏
￥600円 締８月31日㈯必着
◆日本画観覧
日 ９ 月26日、10月17日・31日、11
月７日の㈭（全４回） 時午後７時
30分〜９時30分 講元多摩美術大
学日本画研究室助手・花牟禮有基氏
￥400円 締９月12日㈭必着
……………………………………
所生涯学習センター 対区内在住・
在勤・在学で、18歳以上の方
人各70人（抽選）
申往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項を、〒116-0002
荒川区荒川３ -49- １生涯学習セン
ターへ☎（３８０２）２３３２

会 場

問い合わせ先

こころの一般健康相談

荒川ふれあい寄席

予約制

電子メールアドレス

母親学級（妊婦）

平成の歌声喫茶
日９月６日㈮ 時午後６時開演
所サンパール荒川小ホール
￥1500円（全席自由） ※ワンド
リンク付き チケット販売所 町屋文化
センター、サンパール荒川ほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

荒川区・北区合同まちある
きツアー「日暮里から田端
を歩く〜文士芸術家の足跡
をたどって」
日９月20日㈮（小雨決行） 時午前
９時30分〜午後０時30分 集合 JR
日暮里駅北改札口 解散 JR 田端駅
北 口 人20人（ 抽 選 ） 締 ８ 月20
日㈫必着 申はがき・ファクス・電
子メールで、２面上段を参照し①〜
④の記入事項と⑤年齢⑥代表者の氏
名・携帯電話番号（②〜⑤は参加
者全員分〈４人まで〉）を、〒1168501（住所不要）荒川区観光ボラ
ンティアガイドの会事務局（観光振
興課内）へ☎内線４６１
ふ（３８０３）２３３３
め kankou@city.arakawa.tokyo.jp

▲本行寺

日９月10日㈫ 時午後２時30分〜
４時30分（開場は午後２時） 所サ
ンパール荒川小ホール 対区内在
住・在勤・在学の方 人150人（申
込順） 講メモリークリニックお茶
の水理事長・朝田隆氏 ※手話通訳
あり 申８月１日㈭から電話・ファ
クスで、２面上段を参照し①〜④の

期 日

受付時間

５日㈪

午後１時45分〜３時15分

午後１時30分〜３時

随時

午前９時〜午後５時

都電荒川線スタンプラリー
都電沿線４区（荒川区・北区・豊
島区・新宿区）を巡るスタンプラリ
ーで、押印したスタンプ数に応じ
て、沿線４区や交通局のオリジナル
グッズを抽選で差し上げます。
日９月23日㈷まで 所荒川ふるさ

申込み・問合せ

健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

１日㈭
22日㈭

午後１時15分〜２時45分
午前９時30分〜11時

歯科相談（３歳未満児）

２日・16日・23日・30日
午後１時〜３時
の㈮

健康推進課歯科担当
☎内線４２３

栄養相談

１日・８日・15日・22日・
午後１時30分〜３時30分
29日の㈭

健康推進課栄養担当
☎内線４２３

ホームページアドレス

エイズに関する相談・検査

随時

午前８時30分〜
午後５時15分

検査 14日㈬（予約制） 午前10時〜11時

▶ものわすれ相談（予約制）
期 日

相談時間

マ

ロ

日11月２日㈯ 時午後１時30分開
演 所日暮里サニーホール
出演 NHK 交響楽団第１コンサート
マスター・篠崎史紀氏、ピアノ奏
者・入江一雄氏 内「ウィーン我が
夢のまち」ほか ￥3500円（全席
指定） チケット販売所 町屋文化セン
ター、日暮里サニーホールほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

官公署
消費税軽減税率説明会
日８月23日㈮ 時▶午前10時〜11
時 ▶午後１時〜２時 ▶午後３時
〜４時 所荒川税務署３階会議室
対区内事業者 人各30人（当日の
先着順）
問荒川税務署法人課税第１部門
☎（３８９３）０１５１

日10月24日 ㈭ 受験案内等の配布 東
京都庁第一本庁舎40階北側義務教
育課（新宿区西新宿２ - ８ - １）
申８月19日㈪〜９月６日㈮（消印
有効）に書留で、〒100-8959千代
田区霞が関３ - ２ - ２文部科学省総
合教育政策局生涯学習推進課認定試
験第二係へ
☎（５２５３）４１１１

対 象

保健予防課感染症予防
係専用電話
☎（３８０５）９４６７

物忘れが気になる、おおむね65歳以上の方

会場

８日㈭

午後２時〜３時30分

南千住駅前ふれあい館

23日㈮

午後１時30分〜３時

尾久ふれあい館

会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階

ごっくん期（平成31年４月生まれ）

２日・９日・23日の㈮ 午後１時から

相談

篠崎史紀ヴァイオリンリサ
イ タ ル 〜 M ARO の ウ ィ ー
ン音楽紀行

がん予防・健康づくりセンター

１日㈭・21日㈬

ママのこころの相談

と文化館、ゆいの森あらかわ、荒川
電車営業所ほか（全10か所）
スタンプ帳の配布 各 ス タ ン プ 設 置 場
所、都営地下鉄各駅（一部の駅を除
く） 問東京さくらトラム（都電荒
川線）スタンプラリー事務局
☎（６９１０）２２０６
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

令和元年度就学義務猶予免
除者等の中学校卒業程度認
定試験

講演会「軽度認知障害と認
知症の違い〜認知症予防の
ためにできること」

午後２時〜３時30分

アルコール・薬物依存
症相談

記入事項を、高齢者福祉課介護予防
事業係へ☎内線２６６９
ふ（３８０２）３１２３

日 ８ 月20日 ㈫ 時 午 後 ２ 時 か ら
（開場は午後１時30分） 人60人
（当日の先着順） 出演 三遊亭好楽
一門ほか
所・問峡田ふれあい館
☎（３８０７）２８８６

16日㈮・19日㈪・
23日㈮・26日㈪

健康相談

HP

日８月23日㈮〜27日㈫ 時午前10
時〜午後６時（27日㈫は午後５時
まで） 所町屋文化センター２階ふ
れあい広場
問荒川区美術連盟尾久支部・新井
☎（３８９４）５０１９

日・内▶９月７日㈯…水の汚染の
話、冬野菜の苗の定植・種まき
▶10月12日㈯…太陽・水・土の循
環の話、冬野菜の間引き、土寄せ等
▶11月16日㈯…太陽の恵みの話、
冬野菜の収穫 ▶12月14日㈯…自

種 別

問

荒川区美術連盟尾久支部展

農作業で体験する
自然循環講座

８月の健康相談

区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

申込み
南千住西部地域包括支援センター
☎（５６０４）５７１０
東尾久地域包括支援センター
☎（５８５５）８５１３

日９月２日㈪・３日㈫ ※各日とも内容は同じ
時午後１時30分〜３時
内離乳食の話と試食、スキンケア、口の手入れ
持スプーン 申健康推進課栄養担当☎内線４２３

もぐもぐ期（平成30年11月〜平成31年１月生まれ）
日８月27日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内離乳食の話と試食、事故予防、歯の手入れ
持スプーン
申８月１日㈭から、健康推進課栄養担当へ
☎内線４２３

かみかみ期（平成30年８月〜10月生まれ）
日９月10日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内幼児食の話と試食、遊び方、歯の磨き方
持スプーン、お子さんの歯ブラシ
申８月19日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３

イヤイヤ期
（平成29年６月〜平成30年２月のお子さんの母親）

日９月２日㈪ 時午前10時〜11時 人30人（申込順）
内親子が健やかに過ごす方法、トイレトレーニング
申８月５日㈪から、健康推進課保健相談担当へ
☎内線４３４

