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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8 凡 

例

子育て支援サービス利用者
負担適正化審議会公募委員
■対象＝区内在住で次のいずれか
に当てはまる方…子どもが幼稚
園・保育施設を利用している／自
宅で子育てをしている■内容＝
27年度の子ども・子育て支援新
制度開始に伴い、保育園・幼稚園
などの保育施設の保育料を検討す
る審議会に出席■任期＝6月～9
月（月1回程度）■募集人数＝4人
■報酬＝1回7,000円■選考＝▷
1次…書類　▷2次…面接■申込
＝履歴書（J

ジ ス

IS様式推奨、自筆、
写真貼付）、小論文「わたしの考
える子育て支援」（800字～1,200
字程度、様式自由、自筆）を へ
郵送または持参　※応募書類は返
却不可■期限＝5月26日㈪必着■
申・問先＝子ども家庭係
 ☎3880-5445

情報公開・個人情報保護審
議会委員
■対象＝区内在住・在勤・在学で
20歳以上の方■内容＝情報公開
制度と個人情報保護制度を適正、
円滑に運営するための会議への出

席（年4回程度）■任期＝7月～
28年6月■報酬＝1回8,000円■
募集人数＝3人以内■選考＝▷1
次…書類　▷2次…面接■申込＝
住所、氏名、年齢、職業、電話番
号、情報公開や個人情報保護に関
する活動実績や専門知識、応募理
由、論文「個人情報の適正な管理
について」（800字程度）を へ郵
送または持参　※応募書類はいず
れも様式自由。返却不可■期限＝
5月30日㈮必着■申・問先＝情報
公開担当 ☎3880-5225

行政相談委員による特設相談
■日時＝5月16日㈮、午後1時～
4時■場所＝区役所1階区民ロ
ビー■内容＝国の仕事への意見や
相談（生活衛生、福祉、年金・保
険、道路・河川など）■申込＝不
要　※当日直接会場へ
 定例の行政相談（予約制）
■日時＝毎月第3金曜日、午後1
時～4時■場所＝区民の声相談課 
相談係■申込＝電話

――いずれも――
■申・問先＝相談係
 ☎3880-5359

建物の適切な維持のための
定期報告を管理
　共同住宅・飲食店・診療所・病
院など多数の人が利用する一定規
模以上の建物の所有者や管理者
は、建物の定期調査（特殊建築物
定期調査）を毎年または3年ごと
に、また建物に設置されている建
築設備（換気設備・排煙設備・非
常用の照明装置・給排水設備や昇
降機など）の定期検査等（建築設
備等定期検査）を、毎年定期的に
行い、その結果を報告することが
定められています。
　報告対象や報告時期など、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。■
提出先＝表1■問先＝区・設備係
 ☎3880-5278
表1　定期報告提出先
報告内容 提出先

特殊建築物定
期調査報告

（公財）東京都防災・建築ま
ちづくりセンター　渋
谷区渋谷2-17-5シオノ
ギ渋谷ビル8階
 ☎5466-2001

建築設備定期
検査報告

（一財）日本建築設備・昇降
機センター　港区西新
橋1-15-5内幸町ケイズ
ビル ☎3591-2421

昇降機等定期
検査報告書

（一社）東京都昇降機安全
協議会　渋谷区代々木
1-35-4代々木クリスタ
ルビル2階
 ☎6304-2225

都市計画原案の縦覧、公述
申し出と公聴会
  都市計画原案の縦覧・公述申し
出募集
■縦覧・公述申し出期間＝5月16
日～30日必着　※申し込み方法
など、くわしくは都・都市計画課
へお問い合わせください。
 公聴会
■日時＝6月24日㈫、午後1時開
始／27日㈮、午後7時開始■場所
＝東京都庁都民ホール

――いずれも――
■内容＝都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針（区域は特別区
全域など）／防災街区整備方針
（区域は足立区を含む特別区の一
部など）■縦覧場所・公述申し出・
問先＝都・都市計画課
 ☎5388-3225
区・都市計画係　 ☎3880-5280

都市計画の案の縦覧
■内容＝東京都市計画公園の変更
■区域＝西新井栄町一丁目地内■
縦覧・意見書提出期間＝5月23日
～6月6日　※区のホームページ
でも閲覧可■縦覧場所・意見書提
出先・問先＝都市計画係
 ☎3880-5280

公募・ボランティアは、
5面からの続きです

表2　子どもと大人の舞台のちから体験会日時等
公演名 日時 内容等 定員

「ブラスト！」　
ゲネプロ（最終リ
ハーサル）鑑賞

6/28㈯、
正午開始

マーチングバンドを
ベースにしたブラス・
エンターテインメン
ト「ブラスト！」の最
終リハーサル鑑賞　
※3歳以下の子どもは
入場不可

300人（抽選）
※2人まで申
し込み可

ミュージカル
「葉っぱのフレディ」

▷8/1㈮…午後
2時開始／午後
6時30分開始　
▷8/2㈯・3㈰…
午後1時開始／
午後5時開始

120万部のベストセ
ラー「葉っぱのフレ
ディ」のミュージカル
の鑑賞　※3歳以下の
子どもは入場不可

各100人
（抽選）　
※4人まで申
し込み可

スラバのスノー
ショー

▷8/6㈬・7㈭…
午後6時30分
開始　▷8/8㈮
…午後2時30分
開始

コミカルなクラウン
（道化師）が繰り広げ
る「スラバのスノー
ショー」の鑑賞　※就
学前の子どもは入場
不可

各120人
（抽選）　
※2人まで申
し込み可

わくわくサイエンス
ショー

8/23㈯、
午後1時30分
開始／午後4時
開始

「実験博士」によるエ
コに関する実験など
※2歳まで膝上可能

各700人
（抽選）　
※4人まで申
し込み可

パフォーマンスバン
ド響わらび座「風の
又三郎」

8/24㈰、
午後3時開始

和楽器を中心とした
演奏と伝統芸能のパ
フォーマンスで舞台
化した宮沢賢治作「風
の又三郎」の鑑賞　※
就学前の子どもは入
場不可

700人
（抽選）　
※4人まで申
し込み可

白石加代子　
百物語シリーズファ
イナル公演

8/29㈮、
午後6時30分
開始

三島由紀夫「橋づく
し」／泉鏡花「天守物
語」　※就学前の子ど
もは入場不可

140人
（抽選）
※2人まで申
し込み可

 「アコギでゴー！」其
そ

の弐
に

■日時＝5月23日㈮、 午後4時50
分開演　※午後4時開場■内容＝
「つっちょ」と「いとをかし」ほか4組
によるアコースティックライブ
  天空寄席
■日時＝5月26日㈪、午後6時開
演　※午後5時30分開場■内容＝
漫才協会若手会による漫才ライブ
  天空スマイル
■日時＝6月10日㈫、午後6時開
演　※午後5時30分開場■内容＝
「Ｏ

お

ｈ！ 上手ですね」による漫才・
コントのお笑いライブ

――いずれも――
■場所＝東京芸術センター21階・
天空劇場■定員＝400人（先着
順）■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝地域文化課 調整係
 ☎3880-5985

■日時等＝表2■対象＝区内在住・
在勤・在学の方　※小学生以下の
方は保護者同伴■申込＝申込用
紙をファクス・郵送または持参
※申込用紙はシアター1010、住

区センター、地域学習センターな
どで配布するほか、シアター
1010のホームページからもダウン
ロード可■期限＝5月31日㈯必着
■場・申・問先＝シアター1010（千
住ミルディスⅠ番館内）　〒120-
0034千住3-92 
☎5244-1011 3881-3133
http://www.t1010.jp/

■問先＝文化団体支援係
 ☎3880-5986

■日時＝8月10日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝なじみ
のある曲を解説も交えて演奏す
る、親子で楽しめるコンサート■
定員＝902人（5月17日から先着
順）■費用＝一般2,500円　※友
の会会員は500円引。高校生以下
の方は1,500円。3歳以下の子ど
もは入場不可■申込＝ギャラクシ
ティのホームページまたは窓口■
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
http://www.galaxcity.jp/

エンタメ インフォ
足立

子どもと大人の
舞台のちから体験会

えんチャレ講演

12人のヴァイオリニスト
ファミリーコンサート

男女共同参画に関する
苦情の申し出状況

男女参画プラザでは、区の男女共同参画社会の推進に関する施策の苦情を受け付けています。25年度は申し出および審査などはありませんで
した。　※制度の概要など、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＝男女参画プラザ ☎3880-5222



2014年（平成26年）5月10日（第1684号）　あだち広報

9足立区ホームページアドレス
http://www.city.adachi.tokyo.jp/

左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照

「公益信託あだちまちづく
りトラスト」募集
■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■内容＝活動費用などの助成
■期限＝6月10日㈫　※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。■問先＝三菱東京ＵＦＪ
銀行㈱リテール受託業務部公益信
託グループ営業推進役
� ☎6250-3259
http://adachi-trust.jp/

区・まちづくり支援担当係
� ☎3880-5915

家計ダイエット・袋わけ家
計管理術
■日時＝6月11日㈬、午後1時30
分～3時30分■場所＝エル・ソ
フィア■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝赤字体質改善の
家計管理術をファイナンシャル・
プランナーに学ぶ■定員＝60人
（5月12日から先着順）　※保育
あり（要電話予約、6カ月～就学
前の子ども、先着8人）■申込＝
電話または区のホームページ内の
専用フォームに入力■申・問先＝
消費者センター� ☎3880-5385

家族向け都営住宅地元割り
当て・家族向け区営住宅入
居者募集
■募集のしおり配布期間＝5月22
日～30日　※土・日曜日を除く
■配布場所＝住宅・都市計画課�
住宅管理係、区民事務所（なくな
り次第配布終了）　※対象など、
くわしくは「募集のしおり」をご
覧になるかお問い合わせくださ
い。■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

5月30日はごみゼロデー
�地域の清掃活動にご協力を
　区ではビューティフル・ウィン
ドウズ運動の一環として、5月30
日の前後1カ月間を「春のごみゼ

ロ地域清掃活動～あなたのまちを
あなたのちからで～」と題し、街
なかの美化活動を全区的に推進し
ます。皆さんも、この機会にご自
宅の前や周辺の清掃活動を行いま
しょう。
�ごみ袋を配布します
■対象＝春のごみゼロ地域清掃活
動期間に清掃活動を行う団体　※
申し込み方法など、くわしくはお
問い合わせください。

――いずれも――
■問先＝美化推進係
� ☎3880-5856

雇用・生活・こころと法律
の総合相談会
■日時＝6月2日㈪～6日㈮、午前
10時～午後3時　※時間内随時受
け付け■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
士が応じる■申込＝不要　※当日
直接会場へ■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

講座「消費生活力向上」
��ジェネリック医薬品て何だろう
■日程＝6月5日㈭■内容＝ジェネ
リック医薬品の効果や安全性など
��物忘れが出てきても自分らし
く生活するために
■日程＝7月2日㈬■内容＝成年
後見人制度の概要や利用方法

――いずれも――
■時間＝午後2時～3時30分■定
員＝30人（5月12日から先着順）
■申込＝電話または窓口■申・問
先＝消費者センター
� ☎3880-5385

パソコン講座（6月分）
■日時等＝表3■場所＝あだち産
業センターＩＴ支援室■申込＝電
話またはホームページ■申・問先
＝ランディック㈱ＩＴ事業部（区
協働事業者）　� ☎6802-7829
http://www.landic.co.jp

■問先＝区・創業支援係（あだち
産業センター内）� ☎3870-8400

アトリウムコンサート
■日時＝5月23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＝ウクレ
レによる演奏（ここに幸あり／
南国の夜／パリーシェル）■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

　この2人の愛らしいキャラクターをご存じです
か。アンパンマンで有名な漫画家やなせたかしさ
んのデザインで誕生した、法務省の人権イメージ
キャラクターです。人権擁護委員の啓発イベント
ではおなじみの人気者です。
�人権擁護委員は身近な相談相手
　人権擁護委員は、子どもたちを中心に命の大切
さや相手を思いやる心の大切さを伝える啓発を行

うとともに、地域の皆さんの身近な相談相手とし
て活動しています。
�1人で悩まず相談を�「人権身の上相談」（事前予
約制）
■日時＝毎月第2火曜日、午後1時～4時　※1人
1時間以内■場所＝区役所■内容＝人権擁護委員
による人権に関する困りごとの相談■申込＝電話
■予約先＝相談係� ☎3880-5359
■問先＝人権推進係　� ☎3880-5497

一人ひとりを大切にする社会をめざして コラム
 人権

6月1日㈰は人権擁護委員の日

▲�人権イメージキャラクターの人KEN
まもる君と人KENあゆみちゃん

◀「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル・

パ
ー
ト
ナ
ー
」オ
リ
ジ

ナ
ル
ご
み
袋 表3　パソコン講座（6月分）日時等

コース名 日時 費用

W
ワ ー ド

ord2010ビギナー「文字入力＆修正・図形挿入まで」1㈰、午前10時～午後5時 7,500円

D
ド リ ー ム ウ ィ ー バ ー
reamweaverによるホームページ作成入門コー
ス（5日制）

2㈪・9㈪・16㈪・
23㈪・30㈪、午後
7時～9時

21,500円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー
llustrator入門コース「基本図形の描画からペン
ツールやレイアウトを初めての方でも操作出来る
ように学ぶ」（6日制）

3㈫・5㈭・10㈫・
12㈭・17㈫・19
㈭、午後7時～9時

33,300円

パソコンスタートビギナーコース「ＯＳ・インター
ネット・メール・入力とWord基礎などパソコンの
基礎知識」

4㈬、午前10時～
午後4時 6,500円

初めてのスマートフォン（アイフォン）「基本的な操
作や用語説明とアプリ体験」

4㈬、午後4時30
分～6時 無料

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ
hotoshop入門コース「写真画像の加工・ロゴ作成
など、初めての方でも操作できるように学ぶ」（5日
制）

6㈮・13㈮・20
㈮・25㈬・27㈮、
午後7時～9時

23,500円

E
エ ク セ ル
xcel2010ビギナーコース「簡単な表計算まで」 7㈯、午前10時～

午後5時 7,500円

楽々簡単Ｈ
ホームページ
Ｐ作成セミナー「雛

ひながた
形が豊富なソフトを

使用し、ホームページを作成」（1日制）
7㈯・14㈯・21㈯、
午後7時～9時 無料

A
ア ク セ ス
ccess2010ビギナーコース「概要とデータベース
の基本」（2日制）

8㈰・15㈰、午前
10時～午後5時 16,500円

Word入門から基礎「文字変換・表作成・写真挿入・
ファイルの作り方など」（2日制）

11㈬・18㈬、午前
10時～午後5時 16,500円

Excel2010入門から基礎コース「初歩から簡単な関
数、絶対参照、グラフ、データベースまで」（2日制）　

14㈯・21㈯、午前
10時～午後5時 16,500円

Accessで在庫管理データベース作成「在庫データ
ベースをテーブルから作り、業務簡素化を図る」（2
日制）　対象＝Accessの基礎スキルがある方

22㈰・29㈰、午前
10時～午後5時 18,500円

Wordで差し込み印刷「エクセルで差し込むデータ
作成」（2日制）

24㈫・26㈭、午後
7時～9時 5,830円

ＱＲコード作成方法と応用「作り方とW
ウ ェ ブ

ebやチラ
シに挿入する方法」　対象＝インターネットと
Wordの基礎スキルがある方

25㈬、午前10時
～午後5時 7,500円

ワードプレス導入・ＨＰ作成（ビギナーコース）
「ソフトの導入から設定を学び、更新が簡単なＨＰ
を作成」　対象＝インターネット利用者・ワードプ
レスを初めて操作する方

28㈯、午前10時
～午後5時 10,800円

※いずれも定員あり（5月11日から先着順）。くわしくはお問い合わせください。

光化学スモッグ注意報・警報が発令されたら、屋外の運動や
外出は控えましょう。■問先＝生活衛生係� ☎3880-5374

■問先＝住民記録係
� ☎3880-5724

5月17日㈯は、システムメンテナンスのため、
コンビニでの各種証明書の取得が終日できません

光化学スモッグに
注意




