
障がいのある方

障がいのある当事者による
相談
　予約のうえ、お越しください。
日５月14日㈯　時午前10時～午後
３時　内聴覚障がい者・肢体不自由
者・視覚障がい者による相談
所・申荒川たんぽぽセンター
☎・FAX（３８０７）８４８３

高次脳機能障がい者家族会
例会
日５月14日㈯　時午後２時～３時
対高次脳機能障がい者の家族等
所・申荒川たんぽぽセンター
☎・FAX（３８０７）８４８３

障がい者地域自立生活支援
セミナー「見えにくくても、
スマートフォンに挑戦」
日６月７日㈫　時午後１時30分～
４時30分　所あらかわエコセンタ
ー環境実習室　対視覚障がいのある
方とその家族・関係者等　人10人
（申込順）　内スマートフォンの基
本操作の説明、体験　講株式会社ラ
ビット代表取締役・荒川明宏氏
申荒川たんぽぽセンター
☎・FAX（３８０７）８４８３

スポーツ

汐入硬式テニス教室
◆ジュニア初心者クラス
日５月14日㈯（予備日は５月21日
㈯）　時午後３時～４時　対都内在
住の小学生　人20人（申込順）
◆一般クラス
日５月14日・21日の㈯　時▶初
心・初級・初中級…午後１時～３時
▶中級・中上級・上級…午後４時～
６時（21日は午後３時～５時）
対都内在住で中学生以上の方　人各
40人（申込順）　￥2000円
　……………………………………
所都立汐入公園テニスコート
申往復はがきで、４面上段を参照し
①～④の記入事項と⑤希望クラス⑥
無料レンタルラケット希望の有無⑦
ジュニアクラスは学年・保護者連絡
先を、〒116-0012荒川区東尾久１
-35-９荒川区テニス連盟鈴木博重
へ☎０８０（１２２４）２８１１

ドッヂビーチャレンジ大会
日６月12日㈰　時午前10時～午後
４時30分　所荒川総合スポーツセ
ンター大体育室　対区内在住・在
勤・在学の小学生以上の方　人▶小
学１・２年生の部、小学３・４年生
の部、小学５・６年生の部…各10

チーム　▶フリーの部…８チーム　
※１チーム13～20人（申込順）　
持室内用運動靴　￥（１人）50円
締５月31日㈫
申込用紙の配布場所区役所３階スポー
ツ振興課、荒川総合スポーツセンタ
ー、あらかわ遊園スポーツハウス等
申持参で、申込用紙・費用をスポー
ツ振興課へ☎内線３３７４

講座

地域活動入門講座
「荒川区ファミリー・サポ
ート・センター」
日５月26日㈭　時午後２時～４時
対ボランティア・市民活動に関心の
ある方　人20人　所・申あらかわ
地域活動サロンふらっと.フラット
（生涯学習センター１階）
☎（３８９１）８５７１
flat_flat@arakawa-shakyo.or.jp

※㈪～㈮午後１時～７時（第１・３
㈬・㈮は午後９時まで）

リサイクル工房
①�余り毛糸で編むパイナップル柄の
ベスト

日５月12日・19日の㈭（全２回）
人15人　持余り綿糸または中細毛
糸５玉程度、かぎ針（５～６号）
②スラックスで作るエプロン
日５月16日・23日の㈪（全２回）
人10人　持スラックス１枚（薄
手・ウール地可）、裁縫用具
③�端切れで作るマスコットのマグネ
ット

日５月26日㈭　人10人　持端切れ
（10㎝×10㎝程度）５枚程度（柄
は複数種類可）、裁縫用具　￥50円
④織り機の体験（コースター）
日５月12日～26日の㈪・㈭　人各
回２人　持１㎝幅の裂き布（ハンカ
チ１枚分程度）または余り毛糸
　……………………………………
※各講座とも、申込順
時午後１時～３時（④は午後１時
30分～３時）　所あらかわエコセン
ター　申清掃リサイクル課
☎（５６９２）６６９７

消費者講座「知ってなっと
く、電力自由化～これだけ
は知っておきたいポイント」
日５月20日㈮　時午後１時30分～
３時30分　所セントラル荒川ビル
４階産業経済部研修室（荒川消防署
隣）　対区内在住・在勤・在学の方
人30人（申込順）　講エネチェンジ
株式会社副社長・巻口守男氏
申消費生活センター☎内線４７７

緑のカーテン講習会
日・時▶５月17日㈫午前10時～正

午　▶５月26日㈭午後１時30分～
３時30分　※各回とも内容は同じ
所あらかわエコセンター　人40人
（申込順）　内苗の植え付け実習
（参加者にゴーヤまたはアサガオの
種子と緑のカーテン栽培キットを差
し上げます）申環境課☎内線４８２

盆栽と山野草展示会・
文化教室「山野草の寄せ植え」
◆盆栽と山野草展示会
日５月20日㈮～22日㈰　時午前10
時～午後４時（22日は午後２時まで）
◆文化教室「山野草の寄せ植え」
日５月22日㈰　時午前11時～正午
人20人（申込順）　￥2000円
　……………………………………
所荒川公園内展示場（区役所前）
申荒川盆栽山野草会・大津
☎（３８０２）３４９９

自転車安全利用講習会
日５月21日㈯（雨天中止）　時午前
９時30分～11時30分（受け付けは
午前９時から）　所荒川自然公園交
通園　※午前８時30分～11時30分
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・在学の
小学４年生以上の方　人40人（当
日の先着順）
問交通対策課☎内線２７１２

国際交流サロン「華道教室」
日５月27日㈮　時午後２時～４時
所アクト21・１階創作室　対区内
在住・在勤・在学の方　￥700円
（外国出身の方は500円）　申荒川
区国際交流協会事務局（区役所３階
文化交流推進課内）
☎（３８０２）３７９８

銀の杖公開講座～音楽療法
日５月28日㈯　時午後２時～４時
所アクト21地下２階ホール　人50
人（申込順）　内皆で一緒に歌って
心の健康づくり　講音楽療法講師・
山崎浩氏　申銀の杖（荒川区認知症
の人を支える家族の会）・関
☎・FAX（３８０７）０５７０

傾聴ボランティアスクール
日６月２日～30日の㈭（全５回）　
時午後１時30分～４時　所アクロ
スあらかわ、南千住区民事務所西部
ひろば館　対傾聴ボランティアに関
心があり、講座終了後区内で活動で
きる方　人30人（抽選）　￥1000円
申はがき・ファクス・電子メール
で、４面上段を参照し①～④の記入
事項と⑤年齢を、〒116-0003荒川
区南千住１-13-20荒川区社会福祉
協議会内荒川ボランティアセンター
へ☎（３８０２）３３３８
FAX（３８０２）３８３１
jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

６月ＩＴ講習会
講習会番号 期　日 時　間

Ｂ－1 基礎から始めるエクセル2010
６月４日㈯
・５日㈰

午後１時
～６時

Ｂ－2 暑中見舞い作成 ６月６日㈪
～10日㈮

午後７時
～９時

Ｂ－3 基礎から始めるワード2010
６月13日㈪
～17日㈮

午後２時
～４時

Ｂ－4 エクセル2010の楽しい表と計算
６月20日㈪
～24日㈮

午後７時
～９時

Ｂ－5 ワード2010で表現力アップ
６月27日㈪
～７月１日㈮

午後２時
～４時

※�Ｂ－１とＢ－５は、文字入力ができる方。Ｂ
－２は、ワードの基本操作ができる方。Ｂ－
３は、マウス操作ができる方。Ｂ－４は、エ
クセルの基本操作ができる方
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
28人（抽選）　￥各コース1000円
（テキストのある方は無料）　締５
月15日㈰必着　申往復はがきで、
４面上段を参照し①～④の記入事項
と⑤希望する講習会番号（第２希望
まで）を、〒116-0002荒川区荒川
３-49-１生涯学習センターへ
☎（３８０２）２３３２

区民カレッジ「俳句と旅す
る～芭蕉から山頭火まで」
日６月22日、７月20日、８月31
日、 ９ 月21日、10月26日、11月
16日の㈬（全６回）　時午後１時～
３時　対区内在住・在勤・在学の方
人70人（抽選）　講俳人・津髙里永
子氏　￥各回100円程度　締６月８
日㈬必着　所・申往復はがきで、４
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

催し

５月１日～７日は憲法週間
「憲法週間事業映画会」
日５月７日㈯　時午後１時30分～
４時　所荒川さつき会館２階会議室
人40人（当日の先着順）　内▶人権
擁護委員の活動紹介　▶映画「わが
母の記」上映（出演・役所広司、樹
木希林ほか）
問総務企画課☎内線２２７１

にっぽりフレンドリー
マーケット
日５月７日㈯・８日㈰　時午前10
時～午後４時　所日暮里駅前イベン
ト広場　内手作り品等の販売
問サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９

小泉定弘写真展「小さな旅」
日５月７日㈯～15日㈰　時午前10
時～午後６時（15日は午後５時ま
で）　所町屋文化センター２階
問ACC☎（３８０２）７１１１

６面へ続く

申込方法
はがき（１グループ１枚のみ）に、右記の希望会場（ア～エの１か所の
み)・協賛口数（アの会場のみ）・代表者氏名（ふりがな）・郵便番号・
住所・電話番号を記入し、郵送、５月18日㈬（消印有効）
※当選者には６月15日㈬までに振込用紙を送付します

応募・問合せ 〒130-8640墨田区吾妻橋１-23-20墨田区役所内
隅田川花火大会実行委員会事務局市民協賛係へ☎（５６０８）１１１１

　荒川区がメンバーとなっている隅田川花火大会実行委員会では、７月30日㈯に
開催（荒天時は７月31日㈰に順延）する隅田川花火大会の市民協賛者（個人）を
募集します。　※大会が順延・中止の場合も協賛金は返還できません

会　　場 募集口数
（抽選） 協賛金額

ア　�墨田区側両国親水テラス（第２
会場が観覧できるいす席）

1850口
程度

１口6000円
※最大４口まで
　１口で１人を招待

イ　�台東リバーサイドスポーツセン
ター野球場（第１会場が観覧で
きるビニールシート席）

1550口
程度 １口7500円

※１口のみ
　１口で５人を招待ウ　�台東リバーサイドスポーツセン

ター少年野球場（第１会場が観
覧できるビニールシート席）

500口
程度

エ　�台東リバーサイドスポーツセン
ター野球場団体席（第１会場が
観覧できるビニールシート席）

100口
程度

１口３万円
※１口のみ
　１口で22人を招待

隅田川花火大会市民協賛者募集
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