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■日時＝3月8日㈯、午後2時～4
時　※受け付けは午後1時30分～

「障がいのある子もない子も」
みんなであそぼう

3時■内容＝レクリエーション
ゲームなど　※障がいのある子ど
もも楽しめるようにボランティア
が支援■申込＝不要　※当日直接
会場へ■場・問先＝西保木間児童
館　� ☎3884-1114

■日時等＝▷1日㈯・2日㈰…一
部区内医療機関　▷2日㈰、午前
10時～午後4時（正午～午後1時
を除く）…足立区医師会館（中央
本町3-4-4）■対象＝BCGを除く
各予防接種の法定年齢内の子ども
※麻しんは、MRワクチンでの接
種となる場合あり■申込＝保護者
が母子健康手帳、予防接種予診票、
体温計を持参し、対象の子どもと
当日直接会場へ。病児の診療は不

子ども予防接種週間（3月1日
〜7日）の土・日曜日予防接種

可。当日は電話相談も受け付け。
対象の予防接種、実施医療機関・
時間など、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。■問先＝足立区医師会
（当日時間内のみ）��☎3840-3223
� �http://www.adachiku-med.
or.jp/
区・保健予防係　�☎3880-5892

■日時等＝表1■対象＝区内在住

歯の体験教室
「親子デンタルクラス」

で4歳～就学前の子どもと保護者
■内容＝子どもの歯型作り／歯科
健診・相談／顕微鏡による口の中
の細菌観察など■定員＝各25組
（2月26日から先着順）■申込＝
電話または窓口
表1　親子デンタルクラス日時等

場・申・問先
（保健総合センター） 日程

江北　 ☎3896-4004 3/12㈬
千住　 ☎3888-4277 3/14㈮
竹の塚　 ☎3855-5082 3/25㈫

※いずれも受け付けは午後2時30分～
3時30分

　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。
日程 当番所名（所在地） 電話番号

2㈰
大出接骨院（大谷田3-8-17） 5616-9664
武笠接骨院（江北4-9-2） 3890-0346

9㈰
横山接骨院（神明2-10-14） 5697-6990
新藤接骨院（西新井栄町3-9-1） 3886-5259

16㈰
玉沢接骨院（中央本町3-13-15渡辺ハイツ102） 3852-2403
うめい整骨院（西新井2-30-13） 3899-9422

21㈷
木村接骨院（本木北町3-7） 3854-1084
藪野接骨院（六町4-5-5） 5809-6789

23㈰
たかはし整骨院（千住1-23-12梅田ビル1階） 3870-6200
小平鍼灸接骨院（千住中居町28-9） 3882-9191

30㈰
白川接骨院（大谷田5-8-4） 5697-0325
片山接骨院（江北6-21-15） 3896-1308

※いずれも時間は午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…健診事業係　 ☎3880-5121

休日接骨院当番所（3月分）

　体調などの条件により、献血できない場合があります。
日程 場所 時間

5㈬ 西新井消防署（伊興2-5-11） 午前10時～午後0時15分／
午後1時30分～4時

25㈫ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／
午後0時45分～4時27㈭ 東京電力上野支社足立営業センター

（千住桜木1-11-9）
※運転免許証や保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝▷献血の条件…都・赤十字血液センター　 ☎5534-7550
　　　　▷実施場所など…区・衛生管理係　 ☎3880-5891

�献血（3月分）

お知らせ・情報コーナー
☎…電話番号　 …ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

■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
※費用の記載がないものは無料
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あだち広報　2014年（平成26年）2月25日（第1679号）

◀ 大会には温暖化対
策キャラクター：
ミリー、ドリー、リ
リーも登場

　団体・低学年の部
栗原小学校　ペンギン
（櫻木�珠々さん／林�瑞姫さん／
　平田�珠々さん　いずれも3年生）
　団体・高学年の部
東加平小学校　ブルーガールズ
（齋藤�迪萌さん／原田�茉奈さん／
　藤巻�佑菜さん　いずれも6年生）
　個人・低学年の部
弥生小学校　三田�希美さん（3年生）
　個人・高学年の部
西新井第二小学校　清水�珠緒さん（6年生）

優
勝
は
…

イラスト

区のホームページから、読み
札と絵札をダウンロードして、
切り取って使う

区役所 区政情報課
で購入（800円）で購入（800

または

あだち
環境かるた2で
遊ぶには？

弥生小学校　三田�希美さん（3年生）

おめでとう
ございます！

　1月26日、環境かる
たを使ったかるた大会
が開催されたよ。大会
には区内530人の小学
生（個人戦189人、団
体戦115チーム）が参
加してくれたんだ。

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ
50cm）■問先＝環境対策係� ☎3880-5367

第
６
回
あだち環境かるた大会結果

■募集内容＝捨ててしまいがちな野菜くず、だしをとった後の
昆布、いりこなどを使ったエコな料理　※最優秀賞には「あだち環境か
るた2」や区・オリジナルタンブラーを進呈。レシピは区の公式フェイ
スブックなどで公表■方法＝氏名（ニックネーム可）、料理の名前、写真、
レシピ、「エコ料理コンテスト」をＥメール■期限＝3月31日㈪　※結果
は4月ごろに区の公式フェイスブックで公表■申込・問い合わせ先＝広
報係　� ☎3880-5815　 �kouhou@city.adachi.tokyo.jp

捨てちゃうなんてもったいない!

我が家のエコ料理コンテスト

▲ 猛練習をして大会に臨んだ児童も多数

新しくなった
あだち環境
かるたで遊ぼう

　環境かるたの読み句は、区内
の小学生が考えてくれたんだ。
　絵札の裏には環境についての話
が書かれていて、かるたで遊びな
がら環境について学べるよ。

かるたで遊ぼう
　環境かるたの読み句は、区内

■問い合わせ先＝環境事業係　�☎3880-5860

日 付 3 4 5 6 7 10 12 13 14
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.13

放射線量の調査
　（2/3〜14の平日）
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■日時等＝表2■対象＝2カ月～
就学前の子どもの保護者　※子ど
も同伴での受講可■定員＝各10
人程度（抽選）■費用＝1回500
円　※別途材料費が必要な場合あ
り■申込＝住所、氏名（フリガ
ナ）、電話番号、希望講座名、場
所を往復ハガキで送付　※返信面
にも宛名を記入。1通につき1講
座、1人3通まで。同一講座への
複数申し込みは不可■期限＝3月
7日㈮消印有効■申先＝東綾瀬区
民事務所　〒120-0004東綾瀬
1-5-17■問先＝ボランティアグ
ループ風の子カルチャー事務局
（月～土曜日、午前10時～午後5
時）　� ☎080-1242-3553
区・子ども家庭係���☎3880-5445

■日程等＝表3■対象＝65歳以上

子連れで参加できる親の学
び場「風の子カルチャー」
（4月〜6月分）

もの忘れ相談（3月分）

の方と家族■申込＝電話または窓
口■問先＝介護予防係　
� ☎3880-5885

■日程＝5月15日～7月17日の毎
週木曜日■時間＝▷昼クラス…午
前10時～正午　▷夜クラス…午後
7時～9時■場所＝東京芸術セン
ター21階・天空劇場■対象＝区内
在住・在勤・在学で義務教育を修
了し、初めて手話を学習する方■
内容＝手話の基本を学ぶとともに
聴覚障がい者への理解を深める■
定員＝各100人（3月10日から先
着順）■費用＝3,000円程度（教材
費）■期限＝3月17日㈪　※申し込
み方法など、くわしくはホーム

手話講習会入門コース
（10日制）

ページをご覧になるかお問い合わ
せください。■問先＝総合ボラン
ティアセンター　� ☎3870-0061
�http://adachi.syakyo.com/

区・障がい福祉係�☎3880-5255

■日時等＝▷9日㈰・23日㈰…勤

73歳以上の区民に
無料マッサージ（3月分）

労福祉会館（綾瀬プルミエ内）　
▷11日㈫・25日㈫…竹の塚障が
い福祉館　※いずれも午前9時10
分～午後3時10分■定員＝各48人
（先着順）■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝障がい福祉係
　� ☎3880-5255

表3　もの忘れ相談（3月分）日程等
場・申・問先（地域包括支援センター） 日程
江北 ☎5839-3640 8㈯
さの ☎5682-0157 27㈭
関原 ☎3889-1487 4㈫
千寿の郷 ☎3881-1691 5㈬
西新井 ☎3898-8391 8㈯
一ツ家 ☎3850-0300 6㈭
保木間 ☎3859-3965 12㈬

東京都24時間医療機関案内「ひまわり」　☎5272-0303
※医療機関診療時間などの情報をいつでもお知らせしています

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/携帯

表2　風の子カルチャー（4月〜6月分）日時等
場所 曜日 時間 講座名 日程

Ａ

月
午前 リズム＆ストレッチ体操 4/7・14・21、5/12・19・26、

6/2・9・16
チャレンジ着付け 4/7・21、5/12・26、6/9・23

午後 エアロビクス 4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23

火 午前
実用書道 4/1・15、5/13・20、6/3・10
フラワーアレンジメント 4/1、5/13、6/3
フラダンス入門Ａ 4/15・22、5/13・20、6/10・

17・24
午後 生け花を楽しむ 4/15、5/27、6/17

水 午前 ヨーガ教室Ａ 4/2・9・23、5/14・21・28、
6/4・11・18

こそだて英語Ａ 4/16・23、5/14・28、6/4・18

木
午前 初めてのミシン教室 4/3・10、5/1・8、6/5・12
午後 ステップアップミシン教室 4/3・10・17、5/1・8、6/5・

12・19

金
午前

バレエ教室 4/11・18・25、5/9・16・23、
6/13・20・27

うたを楽しむ（童謡など） 4/11・18、5/9・23、6/13・27
パッチワークＡ 4/4・18、5/16・30、6/6・20

午後 ピラティス教室 4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20

土 午前 お琴を楽しむ（生田流） 4/5・19、5/10・24、6/7・21太極拳

Ｂ 火 午前 作って演じる人形劇 4/1・8・22、5/20・27、6/10　
※6/10のみ場所Ａ

木 午前 アロマテラピー 4/3・17・24、5/8・15・22

Ｃ

水 午前
こそだて英語Ｂ 4/16・23、5/7・14・28、6/4
ベビーマッサージ 4/16・23、5/7・21・28、6/4・

18・25
子育て中のネイルアート 4/16・23、5/7・28、6/4・18

木
午前 パッチワークＢ 4/10・24、5/8・22、6/12・26
午後 レッツ・ヒップホップ 4/3・10・17・24、5/8・15・22、

6/5・12・19・26

金
午前

フラダンス入門Ｂ 4/4・11・18・25、5/2・9・16・
23、6/6・13・20・27

編みましょう！　籐
とう

クラフト 4/11・18、5/9・16、6/6・20

午後 ヨーガ教室Ｂ 4/4・11・18・25、5/9・16・
23・30、6/6・13・20・27

※場所の「Ａ」は東綾瀬区民事務所、「Ｂ」はこども支援センターげんき、「Ｃ」は
　愛恵まちづくり記念館（関原の森内。駐車場は使用不可）。時間の「午前」は午
　前10時30分～正午、「午後」は午後1時30分～3時

　障がいのある方のなかには、うまくコミュニケーションがとれず、困っ
ていることを伝えられない方もいます。ヘルプカードは、障がいのある方
が身につけておくことで、何かあったときに周囲の配慮や手助けをお願
いしやすくするものです。■問先＝障がい施策推進担当　�☎3880-5255

ヘルプカード
あなたの支援が必要です

障がいのある方が困っていたら

　外見で障がいを持っていると分からない方や、自分の障がいや病気
を伝えられない方もいます。　※ヘルプカードは福祉事務所、保健総
合センター、障がい福祉センターあしすと、障がい福祉課、こころと
からだの健康づくり課などで配付

▲ 記載内容は、一人ひとり違います

身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳の
いずれかをお持ちの方

難病の方 発達障がいの診
断を受けた方

　ヘルプカードの裏面には、
障がいの状態や手助けして
ほしいことなどが書いてあ
ります。記載内容に
沿った支援をお願い
します。

こんな方がヘルプカードを持っています

▶ このヘルプマーク
が目印　※実物は
赤色です

障がいのある方が困っていたら

▲ 記載内容は、一人ひとり違います

　ヘルプカードの裏面には、
障がいの状態や手助けして
ほしいことなどが書いてあ

�雇用・生活・こころと法律の総合相談会
■日時＝3日㈪～7日㈮、午前10時～午後3時■場所＝東京芸術セ
ンター9階・会議室■内容＝仕事が見つからない、ローン返済がで
きない、眠れない、多重債務があるなどの悩みに専門相談員、保
健師、弁護士などが応じる■申込＝不要　※当日直接会場へ
�こころといのちの講演会
■日時等＝表4■申込＝電話
表4　こころといのちの講演会日時等

場所
（保健総合センター） 日時 内容等

江北 17㈪、
午後2時～3時30分

糖尿病とこころ　～元気な気持ちで糖
尿病とお付き合い～　定員＝30人（2
月26日から先着順）

千住 4㈫、
午後2時～4時

音楽と健康　～生活に音楽を取り入れ
よう～　対象＝中学生以上の方　定員
＝20人（2月26日から先着順）

竹の塚 18㈫、
午後2時～4時

こころとからだのリラクゼーション　
定員＝30人（2月27日から先着順）

中央本町 19㈬、
午後2時～3時30分

こころの不調に気づいていますか？　
～ストレスで心が折れないために～　
定員＝30人（2月27日から先着順）

東和 17㈪、
午後2時～4時

楽しみながらの自己理解　～私とあな
たのいいとこ探し～　定員＝50人（2
月26日から先着順）

3月は自殺対策強化月間
■申・問先＝お問い合わせコールあだち
（毎日、午前8時～午後8時）　� ☎3880-0039




