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あだち放課後子ども教室

元気と笑顔があふれてる

4

2019

月号

あだち放課後子ども教室は、小学校
の校庭や図書室などを活用し、小学生
が自主的に活動する居場所を提供する
足立区教育委員会の事業です。子ども
たちが安心して過ごすことができるよ
うに、地域の方々が安全管理員（以下、
「見守りスタッフ」）として活動してい
ます。
授業が終わり、子どもたちが放課後
子ども教室の受付にやってきます。各
自が「今日は何をしようかな」と過ごし
方を考えて活動し始めます。
最初に宿題に取りかかり、終わった
あと自由遊びを始める子どもたちが多
いです。校庭や体育館でボール遊びや
鬼ごっこなどをして思いきり体を動か
したり、図書室で読書をする子や室内
でボードゲームなどで遊ぶ姿も見られ
ます。それぞれが自由に、楽しい時間
を過ごしています。元気いっぱいに活
動する子どもたちの笑顔は、見守りス
タッフのやりがいや、元気の源にも
なっています。
生涯学習振興公社は、子どもたちに
様々な体験ができる機会を提供するた
め各種団体、企業との連携や地域のボ
ランティアなどのご協力を得て、おり
がみや将棋、工作、音楽体験など、
『放
課後＋Ｏｎｅ』と称した体験プログラ
ムを進めています。また子どもたちが
安全・安心に活動できるよう見守りス
タッフを対象とした安全管理講習会や
子どもに対する理解を深める講習会な
どを実施しています。

問い合わせ あだち放課後子ども教室担当
☎ 5813-3732（平日 午前 9 時～午後 5 時）
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コンサート in ミュージアム

＜5 日制＞

楽しい読み語りのために、声の出し方や読み方を学び、チームで行
うおはなし会を体験します。修了生の多くが「読み語りキャラバン隊」
に加わり、図書館や幼稚園などで、読み語りキャラバンを行っています。

5/20 (月)
5/27 (月)
6/ 3 (月)
6/17 (月)

6/24 (月)

時 間

内 容 ( 予定 )

声を楽しむ。アイウエオ練習
早口言葉上達法！

午前 10 時〜正午

午後 1 時〜 4 時 30 分

発表のための練習①
発表のための練習②
発表：おはなし会「読み語りキャラバン」

場所 生涯学習センター 5 階 研修室 1（千住 5-13-5 学びピア 21）
※6 月 17 日（月）・24 日（月）は 4 階 講堂
対象 全日程出席できる方
講師 山下芳子 氏（足立区演劇連盟事務局長・演出家・朗読指導者）
定員 20 人（抽選） 費用 無料
申込方法 往復ハガキに、①「読み語りのためのボイストレーニング
講座」②郵便番号 ③住所 ④氏名（ふりがな）⑤電話番号
⑥年齢を記入し、郵送。 ※一人 1 通、重複申込不可
締め切り 4 月 10 日（水）必着

最終日のおはなし会の様子

山下芳子 氏
申し込み・問い合わせ
( 公財 ) 足立区生涯学習振興公社 学習・スポーツ事業課
〒120-0034 千住 5-13-5 学びピア 21 4 階
☎5813-3735 平日 午前 9 時〜午後 5 時
イン

読み語りキャラバン in 竹の塚地域学習センター

バロック時代にフランス宮廷を中心に踊られた「バロックダンス」。
リュートが奏でるバロック音楽と多彩なステップやリズムが特徴的な
ダンスをご堪能ください。華やかに復元された衣装にもご注目 !!
日時 5 月 19 日（日） 午後２時〜３時 30 分（開場：午後１時 30 分）
場所 わたなべ音楽堂＜ベルネザール＞（中央本町 4-12-5）
曲目 ◆ダンス
オペラ『アティス』より「花の精の曲」／リュリ
オペラ『エジオーヌ』より「愛の征服者」／カンプラ ほか
◆リュート
「組曲ト短調」／ド・ヴィゼ ほか
出演 【バロックダンス】湯浅宣子 氏 【リュート】佐野健二 氏
定員 60 人（抽選） 費用 1,000 円
申込方法 往復ハガキに①「5/19 わたなべ音楽堂」②郵便番号、
住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤年齢
⑥希望人数 1 人または２人を記入し、郵送。
※重複申込不可 ※未就学児不可
締め切り ４月 8 日（月）必着
バロックダンスとは・・

佐野健二 氏

17 〜 18 世紀、フラン
スを中心にヨーロッパ各国
の宮廷で踊られたダンス。
さまざまなステップと優雅
な動きが特徴で、多様な舞
曲リズムはバロック音楽に
とって重要な要素となって
います。

コンサート in ミュージアムとは･･･

区内にある 5 カ所の民間施設がネットワークを結び、各施設が年 1 回ずつ、特徴を活か
したコンサートや催し物を行っています。芸術を心から愛する創設者の想いや、引き継が
れた願いが詰まった空間での味わい深い珠玉の体験。心のぜいたくをぜひご堪能ください。

当
日

日時 4 月 21 日（日） 午後 1 時〜 2 時 30 分
場所 竹の塚地域学習センター 4 階 ホール
（竹の塚 2-25-17）
対象 どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内容 大型絵本の読み語り、パネルシアター
など。４階ロビーでは、工作コーナー
も開催します（正午〜午後 4 時）。
費用 無料 当日、直接会場へお越しください 読み語りに踊りも加わり賑やかに

問い合わせ
♦( 公財 ) 足立区生涯学習振興公社 学習・スポーツ事業課
☎5813-3735 平日 午前 9 時〜午後 5 時
♦竹の塚地域学習センター
☎3850-3107 午前 9 時〜午後 8 時 ※4 月 8 日（月）を除く

わたなべ音楽堂＜ベルネザール＞
―今よみがえる優雅なバロックダンスの世界 ―

湯浅宣子 氏

読み語りキャラバン隊がイベント「ことばの力 Vol.13」に今年も
出演します。赤ちゃんから大人まで楽しめるおはなしが盛りだくさん。
一緒に声を出したり歌ったり、楽しい体験型イベントです。

読み語りキャラバン隊は「読み語りのためのボイストレーニング講座」の修了生が
中心となり、幼稚園や図書館などでおはなしの楽しさをお届けしています。

ホームページはこちら➡

（https://www.kousya.jp/tokimeki/）

イン

読み語りのためのボイストレーニング講座

日時・内容
日 付

検索

申し込み・問い合わせ

( 公財 ) 足立区生涯学習振興公社 文化活動支援課
〒120-0034 千住 5-13-5 学びピア 21 4 階
☎5813-3731 平日 午前 9 時〜午後 5 時

〒121-0011
中央本町 4-12-5
☎3889-1662
木の香が漂う純木造のサロン「わたなべ音楽堂 < ベルネザール＞」は足立区役所に程
近い住宅街の一角にあります。高い天井で音響は生の声や楽器の個性が美しく響くよう
に設計されています。国内外で活躍するアーティストによる質の高いコンサートを定期
的に開催しています。その他、貸しホールとして自主コンサートや発表会、音楽サロン
パーティーなど地域の方々に身近な交流のスペースとして、幅広く利用されています。

注意
事項

・イベント講座の最新情報（変更・中止など ) はホーム
ページに掲載しますので、ご参照ください。
・当公社はホームページの URL が〔http〕から〔https〕
で始まる URL に変更になります。

当公社に関するお問い合わせはこちら
https://www.kousya.jp/tokimeki/contact/

広告の内容については各広告主へお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは
「公社二ュースときめき」編集室まで

☎5244-7316

