No.1651 2019年（平成31年）４月11日号

開催時期 ７月20日㈯〜９月15日㈰

アルコール依存症の回復を
仲間とともに

A３ パワーポイント2016基礎
誤）￥1000円
正）￥1700円

生涯学習センター
☎（３８０２）２３３２

尾久本町通り商店会〜おぐ
とぴあ23春の大バザール
日４月21日㈰ 時午前10時〜午後
３時 所尾久本町通り商店会 内パ
レード、フリーマーケット、抽選会
問小松屋商店
☎（３８９５）７３５７

日５月25日㈯（荒天中止） 時午後
１時30分〜３時30分 コース 峡田
小学校〜荒川３丁目公園〜峡田ふれ
あい館 人80人（申込順） 申４月
11日㈭〜５月17日㈮にはがき・電
話・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性別⑦障がいの有無（車いす
使用の有無）を、〒116-0003荒川
区南千住１ -13-20荒川区社会福祉
協議会へ☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
め vorasen@arakawa-shakyo.
or.jp
ア

笑顔いっぱい
花と心のメッセージ

カ

ワ

ボ ッ ク ス

日６月５日㈬ 時午後７時開演
所日暮里サニーホール 出演 クァ
ルテット・アルモニコ、東京藝 術
大学教授・河野文昭氏 ￥2000円
（高校生以下は1500円）
げい

ポ ン プ

都立浅草高等学校公開講座
「ハングル入門」
日５月18日㈯・19日㈰・25日㈯・
26日㈰、６月８日㈯・９日㈰・15
日㈯・16日㈰ ※全８回 時午後
１時〜３時30分 所都立浅草高等
学校 対都内在住・在勤・在学の方
人20人（抽選） 内ハングルの仕組
みや発音を学ぶ ￥2000円 締４
月19日㈮
申往復はがき・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⑥性別を、〒1110024台東区今戸１ - ８ -13都立浅草
高等学校公開講座担当へ
☎（３８７４）３１８３
ほhttp://www.kyoiku.metro.
tokyo.jp/buka/shogai/kokaikoza.
htm

異なる学校・学年の友だちと一緒に、普段

エンジョイコース

講

持

￥

締

申

問

問い合わせ先

できない体験にチャレンジしてみませんか。

内

申込方法
︵申込先︶

日４月26日㈮〜28日㈰ 時午前11
時〜午後７時（26日は午後１時か
ら、28日は午後５時まで） 所ムー
ブ町屋４階ギャラリー 内絵手紙等
の作品展 問絵画サークル楽描・阿
部☎（３８１０）７３１４

ラ

ARAKAWAクラシックBOX
Ⅰ〜弦楽四重奏をじっくり
と聴く

日４月27日㈯ 時午前10時〜午後
３時 所三河島水再生センター敷地
内旧三河島汚水処分場喞 筒場施設
（荒川８ -25- １） ※車での来場は
できません 内つつじの観賞、重要
文化財の施設見学、マンホールカー
ド等記念品の配布
問東京都下水道局総務部広報サービ
ス課☎（５３２０）６５１５

締め切り

日５月12日㈰ 時午後０時30分〜
４時10分 所都立産業技術高等専
門学校体育館（南千住８ -17- １）
対区内在住・在勤・在学で、小学生

日４月20日㈯・21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 内特産物販売、
ステージショー
問サンマークシティ日暮里商店会・
慶野☎０９０（３１０９）０７５６

峡田ふれあい街歩き
「ユニバーサルウオーク」

人

つつじ観賞会

費用

あらスポフェスタ

にっぽりマルシェ

日 ４ 月23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・問尾久ふれあい館
☎（３８０９）２５１１

持ち物

日 ５ 月18日 ㈯・19日 ㈰・25日 ㈯
（全３回） 時午前９時〜午後６時
所区役所３階304会議室ほか 対区
内在住・在勤・在学で、20歳以上
の方 人20人（申込順） ￥180円
（保険料）
申４月11日㈭〜５月７日㈫にスポ
ーツ振興課スポーツ事業係へ
☎内線３３７４

日４月19日㈮〜23日㈫ 時午前10
時〜午後６時（23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 問パンジュリアン・多田
☎０９０（２１７４）７９３４

官公署

荒川ふれあい寄席

講師

ウオーキング指導員
養成講習会

絵の好きな仲間たちの
「パンジュリアン展」

対

内容

スポーツ

催し

定員

日・ 時・ 所 ▶ ５ 月20日 ㈪ 〜23日
㈭・27日㈪午後０時30分〜４時30
分…ムーブ町屋４階ミニギャラリー
▶５月28日㈫・29日㈬午後１時30
分〜４時…マザーズハローワーク日
暮里 ※全７回 対再就職を希望
する子育て中の女性 人10人（申
込順） 託児 満１歳以上の未就学児
（定員あり・申込順） 内ワード・
エクセルの基礎講習、応募書類の作
成方法、パーソナルカラー診断等
申４月11日㈭〜５月10日㈮に就労
支援課就労支援係へ☎内線４６６

チケット販売所 町屋文化センター、日
暮里サニーホール
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

所

対象

子育て女性の
キャリアアップ講座

日４月22日㈪〜26日㈮ 時午前９
時〜午後４時（26日は午後３時ま
で） 所区役所正面玄関前
問生涯学習課生涯学習事業係
☎内線３３５５

時

問合せ

さくらそう展示会

仕事・人材募集

日

会場・場所

日４月21日㈰ 時午前10時〜午後
３時30分 所ムーブ町屋３階ムー
ブ ホ ー ル 人300人（ 当 日 の 先 着
順） 内アルコール依存症回復者の
体験談、ミニコンサート
問ＮＰＯ法人山谷マックデイケアセ
ンターワン・ステップ
☎（６４５８）３２３２

区報４月１日号６面「５月
IT 講習会」に一部誤りがあり
ました。お詫びして、下記のと
おり訂正します。

時間

内店主が講師となり、自店の特長等
を PR する講座の開催 締５月17日
㈮ 申電話・電子メールで、２面上
段を参照し①・③・④の記入事項と
⑤店舗名⑥電子メールアドレスを、
荒川区中小企業経営協会街ゼミ事務
局へ☎（６８２１）５６０２
め info@arakawa-k-a.com

以上の方（小学生は保護者同伴で）
人200人（申込順） 内ドッチビー・
ボッチャ等の体験 持室内用運動
靴 ※運動できる服装で ￥50円
（保険料） 申４月11日㈭〜５月７
日㈫に持参で、費用をスポーツ振興
課スポーツ事業係へ☎内線３３７４

期日
︵期間︶

街なか商店塾参加店舗を募集

3

アンド

対

象

申込方法

区内在住・在学の小学４〜６年生

定

員

120人（抽選）

往復はがきで、住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・学年・性別・食物アレルギーの有
無（対象の食物名）を、〒116-8501（住所不要）荒川区役所３階生涯学習課生涯学習事業係へ

マスターコース
▶５月12日㈰…めざせレクマスター ▶５月19日㈰…防災ゲーム「クロスロード」を体験
▶６月 ２日㈰…アイデア野外調理に挑戦 ▶６月23日㈰…ナイフで食器作り

対

区内在住・在学の中学生

象

申込方法

共

通

時 間
持ち物
費 用

定

員

20人（申込順）

４月11日㈭から電話で、生涯学習課生涯学習事業係へ

午後１時〜４時（５月12日は午後０時30分集合）
会 場 生涯学習センター
筆記用具、タオル､ 水筒、帽子、室内用運動靴 ※汚れてもいい服装で（サンダル履きは不可）
1000円
締切り ４月22日㈪必着
問合せ 生涯学習課生涯学習事業係 ☎内線３３５５

HP

ホームページアドレス

期日・内容

電子メールアドレス

▶５月12日㈰…マッチで火起こし＆ゲームにチャレンジ ▶５月19日㈰…みんなでカレーを作ろう
期日・内容
▶６月 ２日㈰…科学っておもしろい ▶６月23日㈰…みんなで遊ぼう

