No.1645 2019年（平成31年）２月11日号

期 日 ３月２日㈯
会場・申込み・問合せ

時 間 午前10時〜午後４時
アクト21 ☎（３８０９）２８９０
※申込順の記載がないものは直接会場へ

団体発表会
時間 午後０時30分〜３時30分
内容 合唱、ダンス、バレエ、和太鼓等

喫茶コーナー
時間 午前11時30分〜午後３時30分
内容 コーヒー、紅茶、昆布茶
費用 各100円
手作りバザー・物産販売等
時間 正午〜午後１時30分
内容 手作り小物・山梨県南アルプス市物産・弁当の販売

締

申

問

HP

ホームページアドレス

登録団体展示
内容 花、手芸作品、俳句等

￥

電子メールアドレス

講演会「みんなで広げよう地域活動の輪」
時間 午前10時30分〜11時30分
講師 汐入父親の会相談役・真塩勝氏、荒川区体育協会代表・髙
田忠則氏
手作りコーナー
春の花でブーケづくり
時間 ▶午後１時〜２時
▶午後２時30分〜３時30分
定員 各15人（申込順） 費用 500円
千代紙で折るコマづくり
時間 午後１時〜２時30分 費用 無料
お茶席
時間 午後１時30分・２時・２時30分 定員 各10人 費用 無料

日３月３日㈰ 時▶午前９時50分
〜午後０時30分 ▶午後１時20分
〜４時10分 ※入替制 所サンパ
ール荒川大ホール 内子どもサーク

日 ３ 月16日 ㈯ 時 午 後 １ 時30分
〜３時30分 所木材・合板博物館
（江東区新木場１ - ７ -22新木場タ
ワー３・４階） 集合 JR・東京メト
ロ新木場駅 ※現地解散 対区内在
住・在勤・在学の方 人30人（申
込順） 内木の動物作り（パンダ）、
ベニヤ板削り出し機械の実演、木材
の種類・役割の解説等 ￥500円
申 ２ 月12日 ㈫ 〜 ３ 月11日 ㈪ に 来
所・電話・ファクスで、２面上段を
参照し①〜④の記入事項を、あらか
わエコセンター２階環境課環境推進
係へ☎内線４８２
ふ（５８１１）６４６２

持

問い合わせ先

アクト21交流のつどい

ふれあい館・ひろば館
交流フェスタ

環境区民の集い「木材・合
板博物館で木の動物作り」

講

申込方法
︵申込先︶

時午前９時45分〜

日２月28日㈭ 時午前９時30分〜
午後４時30分 所サンパール荒川
小ホール 内各教室（フラダンス・
歌声クラブ・日本の話芸・健康体
操・朗読・輪踊り民舞・英語・気
功・音楽等）の発表
問荒川シルバー大学事務局
☎（３８０１）５７４０
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時
30分〜午後４時

内

締め切り

語学スキルアップ講座
「英語・日本語多読のすすめ」

◆初級コース
日４月10日からの㈬（全40回）
時▶昼クラス…午後２時〜４時
▶夜クラス…午後７時〜９時
人各50人（抽選）

荒川シルバー大学学芸会

日３月12日㈫ 時午前10時〜午後
３時 集合 都電三ノ輪橋停留場
解散 ゆ い の 森 あ ら か わ 人15人
（抽選） 内俳句講座、吟行・句作
講 俳 人・ 佐 々 木 忠 利 氏 ￥700円
（昼食代） 締２月26日㈫必着
申はがき・ファクス・下記ホームペ
ージで、２面上段を参照し①〜④の
記入事項と⑤年齢（③・⑤は参加
者全員分〈２人まで〉）を、〒1008502（住所不要）東京新聞広告局
営業推進部「都電ＤＥ俳句」係へ
☎（６９１０）２４８３
ふ（３５０２）７２２７
ほ https://www.haikunomachi
arakawa.com/toden/

人

費用

日３月11日㈪ 時午後６時〜８時
所サンパール荒川６階荒川コミュニ
ティカレッジ研修室 人40人（申
込順） 託児 １歳以上の未就学児、
５人（申込順） 内児童相談所の役
割・取り組み・区民との連携につい
て 申２月12日㈫から生涯学習課
生涯学習事業係へ☎内線３３５４

手話講習会

講座

日３月９日㈯

みんなで人権を考える講座
「すべての子どもに笑顔と
夢を」

デ

都電 D E 俳句

対

持ち物

日３月17日㈰ 時午後１時30分〜
２時40分 所あらかわ遊園スポー
ツハウス地下１階アリーナ 対15
歳以上の方（中学生は不可） 人40
人（申込順） 内器具を使ったスト
レッチと体幹運動を組み合わせたレ
ッスン 持室内用運動靴、飲み物
※運動しやすい服装で ￥520円
申 ２ 月12日 ㈫（ 区 外 の 方 は13日
㈬）から来館で、あらかわ遊園スポ
ーツハウスへ
☎（３８００）７３３３

日２月16日㈯・17日㈰（荒天中止）
時午前10時〜午後５時 所日暮里
駅前イベント広場 内物産販売、ス
テージショー、無料健康相談（17
日のみ）
問サンマークシティ日暮里商店会・
慶野☎０９０（３１０９）０７５６

日３月12日㈫ 時午後６時〜７時
30分 所アクロスあらかわ多目的
ホ ー ル 人50人（ 抽 選 ） 内 活 動
内容の発表と情報交換 ￥1000円
（軽食代） 締３月５日㈫ 申あら
かわ地域活動サロンふらっと . フラ
ット☎（３８９１）８５７１
めﬂat̲ﬂat@arakawa-shakyo.or.jp
※㈪〜㈮の午後１時〜７時（第１・
３㈬㈮は午後９時まで）

所

講師

アンド

にっぽりマルシェ

情報交換・交流会

時

内容

あらかわ遊園スポーツハウス
「コンプレッションストレッ
チ＆コアトレーニング」

催し

日３月８日㈮ 時午前10時30分〜
11時30分 所日暮里図書館
対15歳以上の方（中学生は不可）
人20人（申込順） 内「あらしのよ
るに」、日本・ウクライナ・スペイ
ンの昔話 申来館・電話で、日暮里
図書館へ☎（３８０３）１６４５

定員

日３月10日㈰ 時午後１時〜３時
所荒川総合スポーツセンター 対区
内在住・在勤・在学で、20歳以上
の方 人200人（申込順）
託児 ２ 歳 以 上 の 未 就 学 児、60人
（申込順） 内シェイプエアロ・ヨ
ガ・ストレッチ等から２種目 持室
内用運動靴、タオル、飲み物 ※動
きやすい服装で ￥100円
申込書の配布 区役所３階スポーツ振興
課、荒川総合スポーツセンター等
申２月14日㈭〜３月３日㈰に申込
書と費用を、荒川総合スポーツセン
ターへ☎（３８０２）３９０１

大人のためのおはなし会

日

対象

たまには運動しませんか
〜かんたんエクササイズ体験

◆電気炉を使ったガラスの置き物
日３月６日㈬・23日㈯ 人各８人
◆着物のリサイクル〜洋装コート
日３月７日・14日の㈭（全２回）
人12人 持着物１枚（襟・袖はほ
どく）、裁縫用具
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー（ブローチ・マグネット等）
日３月９日㈯・20日㈬ 人各８人
◆アルミ缶折り鶴
日３月12日㈫ 人８人 持空のア
ルミ缶（350ml）１個
◆ガラスの棒を加熱して作るとんぼ
玉
日３月13日・27日の㈬ 対小学５
年生以上の方 人各６人
……………………………………
※申込順
時午後２時〜３時30分 所あらか
わリサイクルセンター 託児 満１歳
以上の未就学児、各講座３人（申込
順） ※託児は、９日㈯・13日㈬の
みで、各開催日の10日前までに要
予約
申２月12日㈫からあらかわリサイ
クルセンターへ
☎（３８０５）９１７２

ルによるダンスや一輪車等の舞台発
表 問尾久ふれあい館
☎（３８０９）２５１１

会場・場所

スポーツ

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室

◆中級コース
日４月10日からの㈬（全40回）
時▶朝クラス…午前10時〜正午
▶夜クラス…午後７時〜９時
人各30人（抽選）
◆上級コース
日４月８日からの㈪（全40回）
時▶朝クラス…午前10時〜正午
▶夜クラス…午後７時〜９時
人各20人（３月25日㈪に選考会）
◆手話通訳奉仕員養成コース
日４月８日からの㈪（全40回）
時▶昼クラス…午後２時〜４時
▶夜クラス…午後７時〜９時
人各20人（３月25日㈪に選考会）
……………………………………
所アクロスあらかわ ※中級コース
朝クラスのみサンパール荒川（予
定） 対区内在住・在勤・在学で、
15歳以上の方（中学生・同コース
の再受講は不可） ※テキスト代が
かかります 締３月11日㈪必着
申往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤希望コース・
クラス⑥年齢⑦職業⑧応募動機を、
〒116-0003荒 川 区 南 千 住 １ -1320荒川区社会福祉協議会「手話講
習会」係へ☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

時間

勤務時間 午 後 １ 時15分 〜 ６ 時15分
のうち４時間（学校休業日は午前８
時15分〜午後６時15分のうち５時
間または７時間45分）
対・ 報酬 ▶保育士等の資格を有し
ている方…1110円 ▶保育士等の
資格を有していない方…1000円
※時給。交通費の支給はありません
内児童との遊び・生活の指導等
選考方法 欠員状況に応じ面接
申持参・郵送で、履歴書を、〒1168501（住所不要）荒川区役所２階
児童青少年課児童事業係へ
☎内線３８３２

午後１時 所ゆいの森あらかわ３階
多目的室 対区内在住・在勤・在学
または荒川区国際交流協会の翻訳・
通訳・日本語ボランティアの方
人30人（申込順） 締３月７日㈭
申来所・電話・電子メールで、２面
上段を参照し①〜④の記入事項を、
荒川区役所３階荒川区国際交流協会
事務局（文化交流推進課内）へ
☎（３８０２）４８０５
めkokusai@city.arakawa.tokyo.jp

期日
︵期間︶

学童クラブ臨時職員の
登録者を募集

3

