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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

区内工業製品の展示品募集
■期間＝8月3日～11月30日■場
所＝区役所1階区民ロビー■対象
＝区内に工場・事業所がある企業
または団体■展示品＝自社で製
造または開発した製品　※食料
品・生

なまもの

物は不可■展示スペース＝
幅80㎝×奥行35㎝×高さ35㎝以
内　※重さ10㎏以下■定員＝6
団体（抽選）■申込＝申込書を
ファクスまたは へ郵送　※申
込書は産業振興課�工業係で配布
するほか、区のホームページか
らもダウンロード可■期限＝7月
9日㈭必着■申・問先＝産業振興
課�工業係
☎3880-5869　� 3880-5605

就労支援セミナー
■日時＝7月8日㈬、午後2時～4
時■場所＝勤労福祉会館（綾瀬プ
ルミエ内）■対象＝求職活動中の
方■内容＝就職活動の現状を理解
し、応募書類作成の方法と面接対
策のポイントを学ぶ■定員＝50
人（6月11日から先着順）■申込＝
電話または氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号をファクス■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　� 3880-5605

業界研究セミナー
■日時＝6月30日㈫、午後2時～
4時■場所＝勤労福祉会館（綾瀬
プルミエ内）■対象＝おおむね44
歳以下の求職活動中の方■内容
＝各業界の状況を幅広く理解し、
仕事選択の視野を広げる■定員
＝50人（6月11日から先着順）■
申込＝電話または氏名（フリガ
ナ）、年齢、電話番号をファクス
■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　� 3880-5605

赤ちゃん休憩室（コーナー）
の協力店募集
■対象＝授乳ができる場所、ベ
ビーベッドなどのオムツ替えがで
きる設備がある商店など■内容＝
外出中に気軽に授乳やオムツ替え
ができる場所を「赤ちゃん休憩室
（コーナー）」として登録　※登録
方法など、くわしくはお問い合わ
せください。■問先＝子ども家庭
係　� ☎3880-5445

看護師就職フェア�ｉ
イ ン

ｎ
Ａ

ア ダ チ

ｄａｃｈｉ
■日時＝7月12日㈰、午前10時
30分～午後3時■場所＝区役所庁
舎ホール■内容＝看護師、准看護
師、看護補助者、保健師、助産師
の求人医療機関の紹介　※求人
票・各種イベント内容など、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
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝▷イベント内容…足立区医師
会� ☎3840-2111
http://www.adachiku-med.

or.jp/
▷そのほか…区・衛生管理係　
� ☎3880-5891

下町4区合同職員採用説明会
■日程＝6月28日㈰■時間＝▷社
会人経験者…午前10時20分～午
後0時45分（午後1時45分～2時
15分に試験制度説明あり）　▷Ⅲ
類…午後1時45分～4時10分（午
後1時10分～1時40分に試験制度
説明あり）■場所＝江東区文化セ
ンター（江東区東陽4-11-3）■対
象＝特別区（東京23区）職員Ⅲ類
採用試験（高校卒業程度）、社会人
経験者採用試験を受験予定の方　
※受験資格など、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。■内容＝下町
4区（足立区、墨田区、江東区、
葛飾区）の紹介／採用試験の概要
説明など■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝人事係�
� ☎3880-5831

高齢者集合住宅の
生活援助員
■対象＝次のすべてに当てはま
る方…区内在住／20～55歳／同
居の親族がいる／常時在宅して
生活援助等業務ができる／住宅
に困窮している／暴力団員でな
い■勤務内容＝区営シルバーピ
ア東綾瀬（東綾瀬2-3）に家族と入
居し、高齢者の日常生活相談や緊
急時の対応をする■募集人数＝1
人（選考）■採用予定時期＝7月以
降■申込＝履歴書（Ｊ

ジ ス

ＩＳ様式推
奨、自筆、写真貼付）を へ郵送
または持参　※応募書類は返却
不可■期限＝6月18日㈭消印有
効　※謝礼や選考方法など、くわ
しくはお問い合わせください。■
申・問先＝住宅課�住宅管理係�
� ☎3880-5938

7月1日㈬から西新井文化
ホールの受け付けを再開
■内容＝28年1月1日～6月30日
の休館に伴い停止していた利用申
請受け付けを再開　※利用希望日
の1年前の月の初日から予約可■
問先＝文化団体支援係　
� ☎3880-5986

一人ひとりを大切にする社会をめざして コ ラ ム
 人 権

　「本籍はどこですか。ご家族はどんな仕事を
していますか」。これは過去に高校生が採用面
接で質問された事例です。このような、本人
に責任がなく、職務への適性や能力に関係が
ない事項で採用の適否を決めることは不当な
差別であり、人権侵害につながります。その
反省から、今では市販の履歴書からもそうし
た記入欄はなくなりました。また、高校生の

就職についてはハローワークへの「通報制度」
を設け、不適正な質問をする企業への指導が
行われています。
公正で公平な採用選考のために
　若者や求職者の希望を奪わないためには、
応募者の人権を尊重し、公正で公平な採用選
考を行わなければなりません。そのためには、
差別事件への対応はもちろん、雇用主や企業
の採用担当者などに人権問題への正しい理解
と認識を深めてもらうことが重要です。

人権問題への認識を深めるために
　区では、ハローワーク足立などの
関係機関と共に、企業の採用担当者
などを対象とした研修を開催してい
ます。また、区内企業での人権研修
へ職員を派遣し、就職差別などの人
権問題への認識を深める取り組みを
進めています。■問先＝人権推進係�
� ☎3880-5497

区のデング熱対策
　昨年夏、ヒトスジシマカなど
の蚊が媒介し、デング熱が発生
しました。区では、蚊の発生を
抑えるため様々な対策を講じて
います。■問先＝衛生管理係
� ☎3880-5891
��実施済みの対策（途中含む）

・区立公園、児童遊園（482カ
所）に蚊の成長抑制剤の投与

・区民要望により昨年度対応し
た道路の雨水ます（600カ所）
への薬剤投与

・区施設（住区センター、保育
園、地域学習センターなど）
の利用者や保護者に対し、ポ
スター掲示などによる注意喚
起

・区施設（学校を含む）内の雨
水ますや水のたまりやすい場
所の総点検、清掃
今後実施するもの

・今後要望があった道路の雨水
ますへの薬剤投与

6月は公正採用選考の推進月間です

放射線を活用した温浴器具
（24時間風呂の付属品など）の取り扱い

　自宅にある放射線を活用した温浴器具（24時間風呂の付属品など）
の処分を希望する場合の取り扱いは以下のとおりとなります。

製造元、販売元
がわかる場合

製造元、販売元に問い合わせて安全性を確認。安全性が確認
でき、処分する場合は金属製のものは「燃やさないごみ」、プ
ラスチック製のものは「燃やすごみ」として収集日に出す。
金属・プラスチック製以外のものはごみ減量推進課�清掃計
画係（☎3880-5813）または足立清掃事務所（☎3853-
2141）に問い合わせ

製造元、販売元
がわからない
場合

衛生管理課�衛生管理係（☎3880-5891）で放射線量の値を
調べるための放射線測定業者（有料）を紹介
▷測定の結果、国の基準（年間１mSv）より低く（健康上問題
ない）、処分する場合…金属製のものは「燃やさないごみ」、
プラスチック製のものは「燃やすごみ」として収集日に出
す。金属・プラスチック製以外のものはごみ減量推進課�清
掃計画係（☎3880-5813）または足立清掃事務所（☎3853-
2141）に問い合わせ
▷測定の結果、国の基準（年間１mSv）より高い場合…衛生
管理課�衛生管理係（☎3880-5891）に問い合わせ
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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 9

28年3月末で老朽家屋等解
体助成金増額期間が終了
■内容＝復興税の適用期間の終了
に伴い、28年4月以降は老朽家屋
等解体助成金が工事費の9割（上
限100万円）から工事費の5割（上
限50万円）に減額　※28年3月
31日までに助成金の交付決定を
受ける必要あり。申し込み方法な
ど、くわしくはお問い合わせくだ
さい。■申・問先＝建築安全係　�
� ☎3880-6497

明るい選挙ポスター募集
■対象＝区内在住・在学の小学生
～高校生■内容＝明るい選挙を呼
びかけるポスターを募集　※画用
紙の四つ切りまたは八つ切り。画
材は自由。入選・佳作者に賞状・
記念品を贈呈。参加賞あり■申込
＝作品裏の右下に学校名、学年、
氏名（フリガナ）を記入し持参　
※入賞作品の版権は区に属する。
入賞した方は学校名、学年、氏名
（フリガナ）を公表■期限＝▷区内
在住の方…9月11日㈮　▷区内在
学の方…学校で決めた日■申先＝
▷区内在住の方…選挙管理委員会
事務局�管理係　▷区内在学の方
…通っている学校■問先＝選挙管
理委員会事務局�管理係
� ☎3880-5581

政治家などの寄附や有権者
の寄附要求は禁止
　政治家（立候補予定者を含む）が
選挙区内の人に寄附をすることは
いかなる名目でも禁止されていま
す。金銭に限らず、お中元などを

贈ることや、祭りなどで酒や食べ
物を振る舞うこと（会費など債務
の履行と認められるものを除く）
などもできません。有権者がこれ
らを求めることも禁止されてい
て、強要すると処罰されます。ま
た、答礼のための自筆によるもの
を除き、暑中見舞いなどのあいさ
つ状（電報やそれに類するものを
含む）を出すことも禁止されてい
ます。■問先＝選挙管理委員会事
務局�管理係　� ☎3880-5581

定期的に清掃を行う団体を
「ビューティフル・パート
ナー」として支援
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方で構成されたおおむね5人以上
の団体　※町会・自治会、商店街、
企業、ボランティアグループなど
■内容＝ビューティフル・ウィン
ドウズ運動の一環として、月に1
回以上道路などの定期的な清掃を
行う団体に、3,000円以内の清掃
物品を支援／区のホームページで
団体の活動内容を
紹介　※申し込み
方法など、くわし
くはお問い合わせ
ください。
■申・問先＝美化
推進係� ☎3880-5856

地域での自主的な学習など
に講師を無料で派遣
「あだち“学び”応援隊」
■対象＝次のいずれかに当ては
まる活動…区内在住・在勤の方で
構成された5人以上の自主的な学
習会／区内の幼稚園や小・中学校

の授業／ＰＴＡ活動など■内容
＝地域での自主的な学習や学校
の授業などを支援するため、18
ジャンルに分類された様々な講
座の講師を区内の会場に無料で
派遣　※会場は利用者が確保。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＝学
習事業係　� ☎3880-5467

「あだちブラスバンドフェス
ティバル」出演団体募集
■対象＝区内の小・中学校、高校、
大学、一般の吹奏楽団体■内容＝
10月11日㈰に西新井文化ホール
で行われる「あだちブラスバンド
フェスティバル」に出演　※曲目
は自由。演奏時間は12分■申込＝
区のホームページ内の専用フォー
ムに入力または申込書をファク
ス・ へ郵送または持参　※申込
書は地域文化課�文化団体支援係
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＝
7月3日㈮必着■申・問先＝地域
文化課�文化団体支援係　
☎3880-5986　� 3880-5603

中学生・高校生のための
居場所
■日時等＝表2■対象＝中学・高
校生■内容＝おしゃべり、ゲーム、
勉強などをして自由に過ごす■申
込＝▷新田ジュニアリーダーク
ラブ…電話　▷そのほか…不要
※当日直接会場へ■申・問先＝青
少年教育担当� ☎3880-5273
表2　中学生・高校生のための居場所日時等

名称 日時 場所
ふらっと♭
スペース・
ギャラクシ
ティ

毎週水・土曜
日、午後3時
～6時

ギャラク
シティ

ふらっと♭
スペース・
神明

毎月第1・3
土曜日、午後
4時～7時

神明住区
センター

ふらっと♭
スペース・
新田

毎週日・水曜
日、午後3時
～6時

新田地域学習
センター

新田ジュニ
アリーダー
クラブ（地
域の子ども
会活動）

毎月1回
日曜日　
※そのほか自
主活動あり

新田住区
センター

※休館日や祝日などで、実施しない場 
　合あり

天空寄席
■日時＝6月23日㈫、午後6時
開演■内容＝漫才協会若手会に
よる漫才
天空パントマイム劇場
■日時＝7月1日㈬、午後7時
30分開演■内容＝劇団東京人
形夜若手会によるパントマイム
とダンス
天空スマイル
■日時＝7月13日㈪、午後6時
開演■内容＝お笑いプロジェク
トＡによる漫才・コントのお笑
いライブ

――いずれも――
※30分前開場■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

第7回あだち落語会�i
イン

n�
天空劇場

「十一代桂文治独演会」
■日時＝7月17日㈮、午後7時
開演　※午後6時30分開場■
場所＝東京芸術センター21階・
天空劇場■内容＝十一代桂文
治が漫才師ナイツをゲストに
迎え、トークあり、漫才ありの
落語会を開催■定員＝400人
（先着順）■費用＝▷事前…

3,000円　▷当日…3,500円　
※区内在住・在勤・在学の方は
500円割り引きあり。電話・Ｅ
メールで申し込む場合は当日、
区内在住・在勤・在学を証明で
きるものを持参。全席指定■申
込＝電話または氏名、電話番
号、チケット枚数をＥメール　
※千住街の駅（千住3-69）でも
販売■申・問先＝オフィス�マ
ツバ� ☎050-3497-5500
rakugoyoyaku@yahoo.

co.jp
■問先＝区・プロモーション係
　� ☎3880-5803

吉田恭子とたのしむ
はじめてのクラシック

■日時＝7月26日㈰、午前11
時開演　※午前10時30分開場
■場所＝西新井文化ホール■内
容＝バイオリニスト・吉田恭子
による、0歳の子どもから親子
で楽しめるクラシックコンサー
ト　※バイオリン体験コーナー
あり■定員＝480人（先着順）■
費用＝500円　※2歳以下の子
どもは保護者と同じ席に座る場
合は無料。全席自由■申込＝
ホームページ内の専用フォーム
に入力または窓口■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://galaxcity.jp/

エンタメ インフォ
足立

えんチャレ公演

暮らし・まちづくりは、
10 面に続きます

第2回区議会定例会
■日時等＝表1　※本会議・委員会の
傍聴は、区議会事務局で受け付け。開
会予定の1時間前から整理券を発行
し、定員を超えた場合は30分前に抽
選。磁気ループの利用希望は、会議直
前の開庁日の午後5時までに連絡

　日時など、予告なく変
更する場合があるので、
お問い合わせください。
■問先＝議事係　
� ☎3880-5797

表1　第2回区議会定例会日時等
日時 会議名

6/23㈫ 午前10時 議会運営委員会
24㈬

午後1時 本会議25㈭
26㈮
29㈪ 午前10時 総務委員会

午後1時 区民委員会
30㈫ 午前10時 議会運営委員会

午後1時 本会議
7/1㈬ 午後1時30分 産業環境委員会

2㈭ 午前10時 厚生委員会
午後1時30分 建設委員会

3㈮ 午前10時 文教委員会
6㈪ 交通網・都市基盤整備調査特別委員会

午後1時30分 待機児童・子どもの貧困対策調査特別委員会
7㈫

午前10時
災害・オウム対策調査特別委員会

8㈬ エリアデザイン調査特別委員会
9㈭ 議会運営委員会

10㈮ 午後1時 本会議
※本会議はＪ：ＣＯＭ足立で生中継を予定（6月30日を除く）




