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暮らし・まちづくりは、
5 面からの続きです

暮らし・まちづくり
東京芸術センター（ホール・
会議室）
の区民利用
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方または区内事業者■利用料金等
＝表1・2■申込＝電話で空き状況
を確認のうえ、申込書をファクス
※申込書は東京芸術センターに請
求または区のホームページからも
ダウンロード可■受け付け開始日
＝▷21・22階ホール…利用日の
1年前の月初め ▷9階会議室、
20階和室…利用日の3カ月前の月
初め■申先＝東京芸術センター■
問先＝▷空き状況の確認…東京芸
術センター
ﾌ5353-0162
☎5354-4388
▷費用の支払い方法…区・経営支
援係（あだち産業センター内）
☎3870-8404
表1 21・22階ホール利用料金等
区分
平日
土・日曜日、
祝日

全日
（午前9時～
午後10時）
10万円

5万円

12万円

6万円

5時間
利用

※営利活動を行う場合は、上記金額の
2倍

表2 9階会議室、20階和室利用料
金等

※営利活動を行う場合は、上記金額の
2倍

分譲マンション管理組合に
アドバイザーを派遣
■対象＝区内分譲マンション管理

■対象＝区内在住・在勤・在学の方
7人以上で構成されていて、
区内に
活動の主体を置く団体■内容＝男
女共同参画社会の実現のための学
習会、スキルアップのための実践
型講座などの企画と運営 ※主た
る内容が趣味、
教養、
娯楽の場合を
除く。講師謝礼、会場の確保、講座
開催周知は区が担当■申込＝申込
書 を フ ァ ク ス・郵 送 ま た は 持 参
※申込書は男女参画プラザで配布
するほか、区のホームページから
もダウンロード可。申し込み受け
付け後、
応募団体による
「企画説明
会」を行い、採用の可否を審査。日
程などは各団体と区の協議で調整
■期限＝9月29日㈮必着■申・問
先 ＝ 男 女 参 画 プ ラ ザ 〒1230851梅田7-33-1
ﾌ3880-0133
☎3880-5222

29年度男女参画プラザ
「出前講座」募集
■対象＝区内事業所、学習団体、
ボランティア団体、町会・自治会、
PTA、幼稚園・保育園など■内容
＝ワ ー ク・ラ イフ・ バ ラ ン ス や
DV、コミュニケーションなど、申
込者が選んだテーマに合わせて講
師を派遣 ※講師謝礼は区が 負
担。会場は利用者が確保。利用は
年度内1回のみ■申込＝申込書を
ファクス・郵送または持参 ※申
込書は男女参画プラザで配布する
ほか、区のホームページからもダ

４月・5月の区議会

■日時等＝表3 ※委員会の傍聴は、区議会事
日時など、予告
務局で受け付け。開会予定の１時間前から整理 なく変更する場合
券を発行し、
定員を超えた場合は30分前に抽選。 があるので、お問
磁気ループ
（難聴者補助設備）
の利用を希望する い合わせください。
場合は、傍聴する会議の前日
（前日が閉庁日の ■問先＝議事係
場合は、直前の開庁日）
の午後５時までに連絡
☎3880-5797
表3 ４月・5月の区議会会議日時等
日時
4/17㈪ 午前10時
18㈫ 午前10時
午前10時
19㈬
午後1時30分
午前10時
20㈭
午後1時30分
21㈮ 午前10時
午前10時
24㈪
午後1時30分
26㈬ 午前10時
5/10㈬ 午前10時

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

会議名
総務委員会
区民委員会
産業環境委員会
厚生委員会
建設委員会
文教委員会
交通網・都市基盤整備調査特別委員会
待機児童・子どもの貧困対策調査特別委員会
エリアデザイン調査特別委員会
災害・オウム対策調査特別委員会
議会運営委員会

住宅専門相談

建物などの名称が変わった
ときは名称変更の届け出が
必要

◆建築士による住まいの相談
■日時＝毎月第2水曜日、午後2
時〜4時■対象＝区内在住の方■
■対象＝区内住居表示実施済み区
内容＝住宅の新築、建て替え、リ
域の建物所有者または管理者■内
フォームなど
容＝賃貸住宅などの建物の名称変
◆マンション管理士による分譲マ
更時には届け出が必要■申込＝窓
ンション相談
口■申・問先＝住居表示担当
■日時＝毎月第3水曜日、午後2
☎3880-5725
時 〜3時 ■ 対 象 ＝ 区 内 分 譲 マ ン
木造住宅の耐震助成制度
ション居住者■内容＝分譲マン
■対象等＝表4 ※非木造住宅や、 ションの維持管理、管理組合の運
営、建て替えなど
今年度から始まる特定建築物の解
体除却などの助成制度もあり。く
―いずれも―
わしくはお問い合わせください。
※10月を除く■場所＝区役所■
■問先＝建築防災係
申込＝電話または住所、氏名、相
☎3880-5317
談内容、相談名（〈建築士〉または
〈マンション管理士〉）をファクス
感震ブレーカー設置助成制度
■期限＝相談希望日の前日■申・
問先＝住宅計画係
■対象等＝表5■内容＝地震を感
ﾌ3880-5605
☎3880-5963
知して自動的に電気を遮断する感
表4 木造住宅の耐震助成制度対象等
助成事業
耐震診断
耐震改修
解体除却

助成対象

4月からの助成内容

区内の昭和56年 上限10万円
5月以前に建築さ 対象工事費の2分の1以下
（一般世帯上限80万
れた2階建て以下 円、特例世帯
〈※1〉
上限100万円）
の木造住宅
対象工事費の2分の1以下
（上限50万円）

※消費税は除く
※1…60歳以上または障がいのある方がいる世帯など

表5 感震ブレーカー設置助成制度対象等
感震ブレーカーの
種類

助成対象

助成内容

費用の3分の2
分電盤タイプ
特定地域内（※1）の昭和56年5月以前
（上限5万円）
に建築された2階建て以下の木造住宅
費用の3分の2
に居住する個人
New 簡易タイプ
（高機能型）（上限8,000円）

特例世帯

会議室1
会議室2・3
会議室4・5
和室（18畳）

利用可能
料金
人数
（1時間）
700円
各30人
800円
500円
各18人
700円

29年度男女参画プラザ
「区民企画講座」募集

震ブレーカーの設置に対し、助成
金を支給 ※設置の前に申し込み
が必要■問先＝建築防災係
☎3880-5317

ウンロード可■期限＝11月30日㈭
必着■申・問先＝男女参画プラザ
〒123-0851梅田7-33-1
ﾌ3880-0133
☎3880-5222

一般世帯

施設

組合■内容＝マンション管理士が
管理組合に出張し、分譲マンショ
ンの維持管理・建て替えなどの助
言を行う■申込＝申込書を持参
※申込書は住宅課 住宅計画係で
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可■期限＝派
遣希望日の2週間前■申・問先＝
住宅計画係
☎3880-5963

上記の一般世帯で、次のいずれかに該
全額
（上限8万
分電盤タイプ
当する世帯…70歳以上の単身者／75
円）
歳以上の方のみ／一定基準
（※2）
の要介
（上限1万
護者が含まれる／一定基準
（※2）
の障が New 簡易タイプ 全額
（高機能型） 3,000円）
いのある方が含まれる／全員が非課税

※消費税は除く
※1…梅 田、小台、千住、中川、宮城、本木周辺地域。対象となる町丁名など、
くわしくはお問い合わせください。
※2…基準の内容など、くわしくはお問い合わせください。

足立区 NPO活動

＼地域

で活動

したい

方へ／

支援センター をご利用ください！
「地域に貢献したい」
「NPOの活
動に参加してみたい」
と思っていな
がら、
一歩を踏み出せないあなた。
子どもと大人が一緒にごはんを
食べられる
「子ども食堂」や、地域
の方が集い歌って過ごす
「歌声喫
茶」など、区内では約180のNPO
（センター登録団体）
が様々な活動をしています。
あなたの思いをまずはお気軽にご相談ください。
開館日時 日・月曜日、祝日を除く、午前9時〜午後8時
所在地 梅田7-13-1
☎3840-2331 ﾌ3840-2333

■対象＝1歳6カ月児健診受診対象の子どもと保護者 ※健診の通知に引換券を同封■内容＝3冊の絵本の中から1冊をプレゼント■引き換え期
間＝受診指定月から1年間 ※引き換え場所など、くわしくはお問い合わせください。■問先＝中央図書館 子ども読書推進係 ☎5813-374５

■ 申込…申し込み方法 ■ 期限…申込期限
■ 場・申・問先 … 場所・申込先・問い合わせ先

災害時協力井戸の募集
■対象＝区内で日常的に使用して
いる井戸を所有している方■内容
＝災害時の生活用水確保のための
協力井戸として登録 ※年1回、
衛生試験所による水質検査を実
施。申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■問先
＝災害対策係
☎3880-5836

第51回
「足立区展」作品募集
■受付日時等＝表6■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝6
月27日～7月9日に開催する足立
区 展 の 作 品 の 募 集 ■ 費 用 ＝1点
2,500円 ※中学生以下の方また
は障がいのある方は無料■申込＝
作品、申込書、費用を搬入日に直
接会場へ持参 ※出品規定など、

☎…電話番号 ﾌ…ファクス番号
ﾎ…ホームページアドレス ﾃ…Eメールアドレス

くわしくは申込書を参照。申込書
は地域文化課 文化団体支援係、
区民事務所、地域学習センターな
どで配布■問先＝文化団体支援係

☎3880-5986

環境保全に貢献する活動を
応援する環境基金助成事業
■対象＝環境保全に貢献する活動
を行う区内在住の方または事業
者・団体 ※区外の事業者・団体
は区内で活動する場合のみ可■内
容＝次のいずれかに当てはまる活
動に助成金を支給 ▷自由提案型
…先進的な技術開発や研究／環境
負荷の低減に効果がある／地域や
区民への波及効果が期待できる
▷課題提案型…食品廃棄物の減量
に効果がある／工場や店舗などを
活用した環境学習／区民、
事業者、

表6 第51回
「足立区展」
作品受付日時等

搬入
（受
展覧（搬入･搬
展覧日時
搬出日時
付）
日時
出）場所
6/25㈰、
絵画
午前10時
7/2㈰、
～午後2時 6/27㈫～7/2㈰、
午 後5時 ～ シアター
6/25㈰、 午前10時～午後6時 5時30分
1010・11階
彫刻
午後1時～
ギャラリー
3時
（写真
・書道の
写真
7/2㈰、
7/9㈰、
搬入場所は、
7/4㈫～9㈰、
書道
午前10時
午 後5時 ～ ギャラリー隣
午前10時～午後6時
～正午
5時30分
書道
の視聴覚室）
7/3㈪、
図工・美術 6/26㈪、 6/27㈫～7/2㈰、
午 前9時 ～
（平面・立 午後2時～
午前10時～午後6時
体の部） 4時
11時
部門

一般
少年（中学生
以下の方）

※い ずれも展覧最終日は午後5時終了
（入場は午後4時30分まで）
。作品の搬入・
搬出の際は公共交通機関をご利用ください。

官 公 庁
弁護士による「くらしの無料法律相談会（予約制）」

■日時＝4月29日㈷、午後1時～
4時■場所＝北千住法律相談セ
ンター
（千住3-98千住ミルディ
スⅡ番館6階）
■内容＝借地・借
金・離婚・相続・交通事故など
の法律相談■申込＝電話■申込

期 間 ＝4月17日 ～28日、 午 前
10時 ～ 午 後4時
（土・日 曜 日 を
除く）■申・問先＝東京弁護士
会
（北千住パブリック法律事務
所）

☎5284-2101

※ 費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P2左上を参照

団体が連携して行う環境貢献活動
※審査あり■助成金額＝原則対象
経費の2分の1（上限1,000万円）
■期限＝5月31日㈬ ※申し込み
方法など、くわしくは区のホーム
ページをご覧になるか、お問い合
わせください。■問先＝環境政策
課 計画推進係
☎3880-6049

公益信託あだちまちづくり
トラスト事前相談と
受け付け
■対象＝区内に活動拠点があり、
まちづくり活動を行う個人または
団体■申込期間＝5月12日〜6月
12日 ※4月12日 〜5月12日 に
事前相談可。申し込み方法など、
くわしくは区のホームページをご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝まちづくり課 管理
調整係
☎3880-5915

催し物
エコ・クッキング教室
■日時＝5月9日㈫、午前10時30
分 ～ 午 後1時 ■ 場 所 ＝ 東 京 ガ ス
キッチンランド足立
（竹の塚5-26）
■対象＝区内在住・在勤・在学
で16歳以上の方■内容＝ガスや
水などを節約する料理方法を体験
（汁なし担々麺／白身魚の梅香味
蒸し／蒸し野菜の冷菜／ひとくち
え
び
海老春巻／デザート）■定員＝12
人
（4月11日から先着順。初参加
の方優先）■費用＝1,000円
（材料

東京都子育て支援員研修の受講者募集

■対象＝区内在住・在勤の方■
内容＝保育や子育て支援分野の
事業に必要な知識や技術などを
有する
「子育て支援員」
の養成研
修■期限＝4月25日㈫ ※日時
や申し込み方法など、くわしく
はホームページ をご 覧になる

か、お問い合わせください。■
申・問先＝
（公財）
東京都福祉保健
財団 人材養成部 福祉人材養成
室
☎3344-8533
ﾎhttp://www.fukushizaidan.
jp/111kosodateshien/

東京都シルバーパスを4月～9月に新規購入する方へ

■対象＝満70歳以上の都民で、
新たにシルバーパスを購入する
方■有効期限＝9月30日㈯■費
用＝①29年度住民税課税者
（③
を 除 く ）…1万255円 ②29年
度 住 民 税 非 課 税 者 …1,000円
③29年度住民税課税者で、28年
の合計所得金額が125万円以下
の方
（経過措置）…1,000円■持
ち物＝本人確認書類
（保険証や
運転免許証など） ※上記②③
の方は次のいずれかの所得確認
書類が必要…29年度介護保険

料決定通知書
（所得段階1～6の
方。
7の方は課税証明書での所得
確認が必要）／29年度課税・非
課税証明書
（29年度住民税の賦
課決定前
〈4月～6月〉は28年度
の書類を利用可）／生活扶助記
載の生活保護受給証明書■申込
＝最寄りのバス営業所または定
期券発売所などへ持参■問先＝
東京バス協会シルバーパス専用
電話
（平日、
午前9時～午後5時）

☎5308-6950

国府弘子スペシャルトリオ
ウ ィ ズ

with藤原道山
（尺八）
■日程＝5月27日㈯■内容＝国
府弘子スペシャルトリオ
（国府
弘子
〈ピアノ〉
、八尋洋一
〈ベー
ス〉
、岩瀬立飛
〈ドラム〉
）
と、尺
八奏者・藤原道山をゲストに迎
えてのスペシャルセッション■
費用＝4,200円 ※友の会会員
は3,800円。区内在住・在勤・
在学の方は4,000円。高校生以
下の方は2,000円
フレッシュ名曲コンサート うたげ
チャイコフスキー 二大協奏曲の宴
■日程＝6月25日㈰■内容＝国
内外で活躍する指揮者・大井剛
史や、東京音楽コンクール入賞
のヴァイオリニスト・吉江美桜、
国内外で活躍する若手新進ピア

9

費など）
■申込＝電話■期限＝4月
24日㈪■申・問先＝環境事業係

☎3880-5860

姉妹都市ベルモント市・
足立区民交流体験ツアー
（7泊8日）
■日程＝7月26日～8月2日■対象
＝区内在住の中学・高校生■内容
＝オーストラリア・ベルモント市
で歓迎行事などに参加し、オース
トラリアの文化に触れる ※滞在
方法はホームステイ。観光交流協
会の会員登録が必要■定員＝16人
※参加者が10人に満たない場合は
中止■選考＝国際交流に関する作
文■費用＝7万9,000円 ※協会
補助金
（7万円）を差し引いた自己
負担額。燃油サーチャージ代、海
外旅行保険代などが別途必要■申
込＝必要書類を持参またはｿへ郵
送 ※必要書類など、くわしくは
お問い合わせください。■期限＝
5月9日㈫必着■申・問先＝
（一財）
足立区観光交流協会

☎3880-5853

アトリウムコンサート
■日時＝4月21日㈮、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝足立吹奏楽団
による演奏
（星に願いを／田園／ふ
るさと ほか）
■申込＝不要 ※当
日直接会場へ■問先＝文化団体支
援係
☎3880-5986
催し物は、
10 面に続きます

ニスト・金子三勇士、日本を代
表するオーケストラ・東京交響
楽団がチャイコフスキーの名曲
を演奏■費用＝3,500円 ※友
の会会員は2,500円。区内在住・
在勤・在学の方は3,000円。高
校生以下の方は2,000円
―いずれも―
※就学前の子どもは入場不
可。全席指定■時間＝午後3
時開演 ※午後2時30分開場
■場所＝西新井文化ホール■
定員＝902人
（先着順）
■申込
＝窓口またはホームページか
ら専用フォームに入力■申先
＝ギャラクシティ、地域学習
センターなど■問先＝ギャラ
クシティ
☎5242-8161
ﾎhttp://galaxcity.jp/

