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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防止のため、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は、当日の参加をお控えいただくようお願いします。

スポーツ指導者スキルアップ講習会

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）
加齢に伴う体の変化や、効果的
な運動など、講義と実技を交えて
学びます。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。※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、2 単位取得できます。
日時 2月6日（日）午後1時〜5時
30分
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

講師
村上憲治氏
（帝京科学大学教授）
田中秋乃氏
（健康運動指導士）
定員 25人
（抽選） 費用 無料
申込方法 電話または申し込み
フォーム
締め切り 1月12日
（水）
※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代え
させていただきます。
※定員に満たない場合は1月13日
（木）から電話で先着順に受け付け
申し込み・問い合わせ
学習・スポーツ事業課
☎5813-3735
平日 午前9時〜午後5時

令和4年度足立ジュニア吹奏楽団 新入団員募集

足立ジュニア吹奏楽団では、木
管・金管・打楽器・指揮者の先生
が、基礎から指導します。一緒に
吹奏楽を楽しみませんか？
練習日 毎週水曜日 午後5時30
分〜7時30分、土曜日 午後1時
30分〜4時30分（変更する場合あ
り）※要送迎
練習場所 島根小学校（島根3-28
-11）ほか
対象 令和4年度に新小学4〜5年
生になる児童（区内在住・在学）
※新6年生は要相談

定員 30人
（抽選）
費用 月謝（月3,500円）
、楽団友
の会会費（年12,000円）
、Tシャ
ツ、教則本、夏合宿費用など
申込方法 電話または申し込み
フォーム
締め切り 3月31日
（木）
まで
※定員に達しない場合、
通年募集。
※練習見学、
楽団説明は随時実施。
※楽器・団服は、原則貸与します。
足立ジュニア吹奏楽団の
申し込みはこちら ▶

足立ジュニア吹奏楽団と一緒に演奏体験をする児童（ブラスキッズ）を募集します。

説明会 1月29日（土）午後2時〜
3時
練習日 1月29日（土）〜3月末ま
での土曜日（5回程度）
場所 島根小学校（島根3-28-11）
ほか
対象 区内在住・在学の令和3年
度小学3年生
定員 10人（抽選）
費用 参加費無料（1,000円程度
の消耗品費負担の場合あり）
申込方法 電話または申し込み

お知らせ

フォーム
締め切り 1月21日
（金）
持ち物 筆記用具・上履き
※説明会・練習日いずれも保護者
同伴

スポーツ指導者スキルアップ講習会

運動あそびと体力向上トレーニング（小学生の運動あそび）
子どもの体力向上のためには、
多様な動きを効果的に取り入れる
ことが大切です。
子どもたちが 楽
しみながら 積極的に体を動かす
運動あそび の紹介や指導ポイン
トなどを学びます。※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、2単位取得でき
ます。
日時 2月19日（土）午後1時30
分〜5時30分
場所 総合スポーツセンター3階
小体育室
（東保木間2-27-1）
対象 主に小学生の運動やスポー
ツ指導に携っている方、今後指導
を希望する方など

講師 篠原俊明氏（共栄大学専任
講師）
定員 25人（抽選） 費用 無料
申込方法 電話または申し込み
フォーム
締め切り 1月12日（水）
※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代え
させていただきます。
※定員に満たない場合は1月13日
（木）から電話で先着順に受け付け
申し込み・問い合わせ
学習・スポーツ事業課
☎5813-3735
平日 午前9時〜午後5時

足立ジュニア吹奏楽団の先生に聞きました!!
Q1.足立ジュニア吹奏楽団って？
学校、
学年が違
っても、楽しく
一緒に合奏する
約30年も続く
楽団♪イベント
ではお揃いの団
服を着るよ。
木管・フルート
畑澤加代子先生

Q2.楽譜が読めないけど・・・。
楽器を奏でる以
外に、楽譜の読
み方、楽器の組
み立て方、リズ
ム打ちなど練習
するので安心し
て参加してね。
打楽器
猪俣優子先生

Q3.木管と金管の違いってなに？
楽器に息を吹き
込むときに、唇
をぶるぶるさせ
るのが金管、さ
せないのが木管
だよ。
金管・トランペット
瀬宮ゆき先生

Q4.どんな曲を演奏するの？
足立ジュニア吹
奏楽団のために
作られた日本初
演の作品から
ポップス、クラ
シックも演奏す
るよ。
指揮者 金管・ホルン
根岸伊智郎先生
申し込み・問い合わせ

ブラスキッズの
申し込みはこちら

▶

2年ぶりの演奏会も予定しているよ!!

■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。

文化活動支援課
☎5813-3731
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
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コンサートinミュージアム 六町ミュージアム・フローラ

～チェロとピアノがいざなう音と絵画の世界～ 動画配信

区内5カ所の民間文化施設でコンサートやパフォーマンスをお届けし
ているコンサートinミュージアム。
現在、演奏（無観客）動画を配信しています。今回は、四季折々の美し
い絵画を間近に鑑賞できる「六町ミュージアム・フローラ」
（六町2-5-35）
からお届けします。絵画や建物、中庭の造形的な美しさとともに、チェ
ロとピアノの音色をお楽しみください。
イン

3

☎5813-3724

イ ン

「コンサートinミュージアム」は、下記の作品も配信中です
◆わたなべ音楽堂＜ベルネザール＞
（中央本町4-12-5）
～癒しと情熱のクラシカルサクソ
フォン～

◆BUoY
（千住仲町49-11-2F墨堤通り側入口）
～詩と声と音の見せる景色～
ブ

イ

劇場での演奏・ダンス
響き渡る息の合った音色

造形的な美しさが際立つ景観

絵画を背に奏でる心地よい音色

出演
【チェロ】
西谷牧人氏
【ピアノ】
新居由佳梨氏

◆昭和の家＜平田邸＞
（西保木間2-5-10）
～春の訪れはフルートとヴァイオ
リンの調べにのって～

ギャラリーでの詩の朗読

動画はコチラ▶
問い合わせ
文化活動支援課
☎5813-3731
平日 午前9時～午後5時

動画はコチラ▶
エントランスで光に包まれての二重奏

梅の花咲く庭園での演奏

足立区 シルバー

https://www.sjc.ne.jp/adsc/

☎5856-6866

テレビが相手じゃつまらない

～社会参加と体力づくりをしたい方…シルバー人材センターにご相談！～

新年を迎え、新たな一歩を踏み
出してみませんか。
今回はシルバー人材センターの
「入会相談」をご紹介します。
①毎日テレビを見るだけで他にや
ることがない
②ひとり住まいで誰とも話す機会
がない
③社会の役に立つ仕事に関わりた
い
④少しはお小遣いも欲しい……。
こうしたお悩みやご要望をお抱
えの方はシルバー人材センターに
ご相談ください。

ふるさと足立で

買おう

入会希望者と同年代の男女2名
の相談員が入会に際しての不安や
疑問に丁寧にお答えします。
多岐にわたる仕事の内容や会員
の役割などの詳しい説明から、入
会後の未来予想図まで、入会希望
者に納得していただけるご相談を
心掛けています。
健康のために身体を動かしたい
方、生きがいを見つけたい方、大
歓迎です。
シルバー人材センターでは今ま
での経験を活かし、自分の体力に
応じた仕事ができます。社会参加

食べよう

頼もう

と体力づくりを通じ、いきいきと
した生活を始めてみませんか。
シニアのちからは地域のちか
ら、あだちから。
シルバー人材センターはあなた
の元気を支えていきます。
受付時間
平日 午前9時～午後5時
申し込み・問い合わせ
公益社団法人足立区シルバー人材
センター
（西保木間1-8-2）
☎5856-6866
adsc@vega.ocn.ne.jp

1
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1相談ブースの様子。感染対策を講じ
てあなたの地域デビューをお手伝い
2新会員説明会の様子。事務局長から
会員の心がけについて説明

