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真剣に、楽しく
吹奏楽の世界で輝く子どもたち

感染症対策に充分気を付けて練習してきた団員たち。ここ、西新井文化ホールで
皆さんに会えるのを楽しみにしています(写真は6年生の団員）

足立区で育む「音楽を愛する子どもたち」
「足立ジュニア吹奏楽団」は、区内小中学生が集う約60人の楽団です。
昨年度は発足30周年を迎えました。足立区では、楽器の貸与や練習場所
の提供など音楽が大好きな団員を応援しています。楽団は、定期演奏会や
企業、保育園でのイベントへの派遣演奏など、活発に活動してきました。
今年度は、新型コロナウイルスの影響により、練習や派遣演奏の機会が
減ってしまいましたが、演奏会ができることを楽しみにしながら、プロの
指導者のもと練習に励んでいます。
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当公社が主催するすべての講座・イベントは、新型コロナウイルスの感染を防止するため、会場の換気や参加者の間隔を空けるなど、「密」にならない
よう配慮しています。また、ご参加いただく皆さんにも、マスク着用や、発熱・体調がすぐれない場合、当日の参加をお控えいただくようお願いします。

子ども学講座

スポーツ指導者スキルアップ講習会

～子どものやる気を高めるコミュニケーション術～
思春期を迎えるお子さんとの会話でいら立つことはありませんか。お
互いの気持ちを受け止めつつ、お子さんの言葉に耳を傾けて、子どもの
やる気を引き出すより良いコミュニケーション術を学びます。
日時 3月2日（火）午前10時～
11時30分
講師
場所 生涯学習センター5階 研
磯 友輝子氏
修室1（千住5-13-5 学びピア21）
東京未来大学
教授
対象 地域活動、仕事などで小学
生と関わっている方、保護者、講
習内容に興味のある方など
定員 50人（抽選） 費用 無料
子ども学講座の申し込み
はこちら

読み語りキャラバンin学びピア21

容

講

師

村上憲治氏 帝京科学大学教
講義
授 理学療法士（認定スポー
◆高齢者の身体的特徴および加齢 ツ理学療法）・日本スポーツ
に伴う体の変化について
協会公認アスレティックト
レーナー
実技
田中秋乃氏 健康運動指導士
◆機能向上のための運動について
区公認スポーツ指導員
◆
「パークで筋トレ」体験

※「区公認スポーツ指導員」の「登
録更新」
に必要な履修単位として、
単位が認められています（本講座
は2単位です）
。

スポーツ指導者スキルアッ
プの申し込みはこちら

申込方法 電話または申し込みフォーム 締め切り 2月5日（金） ※当選者の発表は、ハガキの発送またはメールの送信をもっ
てかえさせていただきます。※定員に満たない場合は、2月8日
（月）
から電話で先着順に受け付け。
申し込み・問い合わせ 公社／学習・スポーツ事業課 ☎5813-3735 平日 午前9時～午後5時

令和３年度足立ジュニア吹奏楽団新入団員募集
プロの音楽家が丁寧に楽しく指導！

一緒に吹奏楽を楽しみましょ
う！見学は練習時に実施します。
練習日 水曜日 午後5時30分～
7時30分
土曜日 午後1時30分～4時30分
※要送迎
練 習 場 所 島 根 小 学 校（ 島 根 3 28-11）ほか
定員 30人（抽選）
※令和3年3月末までに定員に達
しない場合、通年募集
費用 月謝（月3,500円）、楽団
友の会会費（年12,000円）、教
則本、夏合宿費用など

お知らせ

内

午後

読み語りキャラバン隊は、区内で読み語り活動をしているボランティ
アです。手作りの大型絵本や詩の読み語りなど、子どもから大人まで楽
しめるおはなし会です。当日のプログラムをどうぞお楽しみに。
対象 どなたでも（未就学児は保
日時 3月11日（木）
午後3時30分
護者同伴）
※幼児から小学校低学
～4時
年向けの内容です
場所 生涯学習センター4階 講
堂（千住5-13-5 学びピア21）
読み語りキャラバンの申
定員 30人（抽選） 費用 無料
し込みはこちら
いずれも

高齢者の運動指導に役立つ知識を身に付け、今後の指導に活かしませ
んか。区内公園や広場で高齢者を対象に区が実施している「パークで筋
トレ」
の指導や指導補助を希望される方にも受講をお勧めします。
日時 2月23日（火・祝）午前10
時～午後3時30分（昼休憩1時間
あり）
場所 生涯学習センター4階 講
堂
（千住5-13-5 学びピア21）
対象 高齢者の運動指導に関わる
方やサポートしている方、今後指
導を希望する方など
村上憲治氏
田中秋乃氏
定員 25人
（抽選） 費用 無料

午前

イ ン

運動機能向上のためのトレーニング（後期高齢者の運動指導）

対象 令和3年度、小学4～5年生
の児童（区内在住・在学）
※6年生は要相談
申込方法 電話または申し込み
フォーム
距離を保って
指導

申し込み・問い合わせ
公社／文化活動支援課
☎5813-3731
平日 午前9時～午後5時

非常勤職員募集（公財）足立区生涯学習振興公社

対象 高校卒業程度の学力を有
し、基礎的なパソコン操作ができ
る方
職務内容 事務補助
（総務・経理、
集計・文書入力事務、資料作成、
事業準備など）
勤務条件 勤務時間週30時間（週
4日勤務）
、社保・有給あり
雇用期間 1年契約
（更新あり）
採用人数 若干名
報酬 月額18万6千円（予定）、期
末手当支給、通勤手当支給（限度
額あり）
選考 1次…書類および作文審査
2次…1次選考合格者を対象に面
接およびパソコン実技［3月3日

■イベント講座の最新情報（変更・中止など）
はホームページに随時更新します。
■ほかにも事業の紹介をしていますので、ぜひホームページをご参照ください。

（水）予定］
採用予定日 令和3年4月1日
応募方法 履歴書（市販のもの・
写真貼付）、作文「志望理由と自己
PR」
（800字程度）を郵送または持
参
※申込書類は返却不可
応募期間 2月2日（火）～15日
（月）必着 ※詳細はホームページ
をご覧ください
申し込み・問い合わせ
公社／企画総務課
〒120-0034
千住5-13-5学びピア21
4階 ☎5813-3724
平日 午前9時～午後5時

当公社に関するお問い合わせはこちら
https://www.kousya.jp/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 トキメキ」編集室まで

☎5244-7316

