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放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝足立保健所生活衛生課 生活衛生係　 ☎3880-5374

日本の今を知り、未来をつくるための調査 　国勢調査（以下、調査）は、すべての人・世帯を
対象とする国の最も重要な統計調査です。5年ごと
に行われ、今年は実施年にあたります。回答にご
協力をお願いします。■問先＝区・国勢調査専用
ダイヤル（8月24日～10月20日、午前8時30分～
午後7時）　 ☎5845-1033

調査員を装って個人情報を聞き出す

「かたり調査」に
ご注意ください

　調査員は、顔写真付きの調査員証、腕章を
携帯しています。調査を騙

か た

る不審な電話や、調
査員訪問時に、調査員証の提示を拒否されるな
ど、あやしい点があった場合はご連絡ください。

　調査員が各世帯に調査書類（インターネット回答に必要なID・パ
スワードを含む）を配布します。

9月10日㈭～15日㈫ 【調査書類配布】

　世帯人数によって多少異なりますが、約15分で答えられます。配
布される世帯ごとのIDとパスワードを利用してください。

9月10日～20日 【インターネット回答期間】

　郵送提出用封筒に調査票を封入し、郵便ポストに投
と う か ん

函してください。
9月26日～10月16日 【郵送による回答期間】

　国・統計局ホームページ（http://www.stat.go.jp/）などで順次調
査結果を公表する予定です。

28年2月以降 【結果の公表】

調査はどんな流れで行うの？
　以下の日程で行います。10月1日の状況を基準に、インターネット
または郵送のいずれかで回答してください。※希望する世帯は手渡し
で回答できます。くわしくはお問い合わせください。

調査結果はどう使われるの？
　調査の結果は、少子高齢化対策や防
災計画など、国や区を問わず直面する重
要課題に対する施策などに使われます。
　また、企業や各種団体における需要
の予測や店舗の立地計画など、結果を
通して様々な分野でも活用されます。

調査書類配布期間など、統計局が公表している調査日程と異なります。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。

調査結果はどう使われるの？
　調査の結果は、少子高齢化対策や防
災計画など、国や区を問わず直面する重
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9月・10月の催し9 10月の催し
あだちの遊び場

都市農業公園
☎3853-4114  3853-3729  http://www.seibu-la.co.jp/adachi-agri/

〒123-0864鹿浜2-44-1

■日時＝9月25日㈮、午前10時～正午■場所＝人と自然の共生館
■対象＝20歳以上の方■内容＝秋の田んぼに生える植物の調べ方
をプロから学ぶ■定員＝15人（抽選）■費用＝300円■申込＝窓口・
ホームページまたは全員の住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、

「秋の植物しらべ」をファクス・往復ハガキで送付　※往復ハガキは
返信面にも宛名を記入。1通で2人まで。重複申し込み不可■期限
＝9月14日㈪必着

植物観察入門“田んぼ編”「秋の植物しらべ」

■日時＝9月13日㈰、午前10時～正午　※午前9時から荒川ビジターセ
ンターで参加証配布■場所＝荒川ビジターセンター、荒川河川敷・わ
んど広場■内容＝荒川の昆虫を捕まえて観察する■定員＝20人（先着
順）■申込＝不要　※当日直接会場へ

荒川で虫とり

荒川ビジターセンター
☎5813-3753  http://ces-net.jp/ara-vc/

〒120-0034千住5-13-5
「学びピア21」4階

■日時＝9月5日㈯、午後2時30分～3時30分■内容＝田邊優貴子
氏（国立極地研究所生物圏研究グループ助教）が、南極や北極での動
物との出会いや南極の湖底で発見した植物など、自身の体験を語る
■定員＝▷事前…100人（先着順）　▷当日…70人（先着順）■申込
＝▷事前…電話　▷当日…不要　※午前9時から整理券を配布

まるちたいけんドーム特別講演会
「すてきな南極・北極のものがたり」

 大きな声を出してみよう、おどってみよう、歌ってみよう、
演じてみよう「こども えんげき部」（11日制）

■日時＝10月10日㈯、11月14日㈯、12月12日㈯、28年1月9日㈯・30
日㈯、2月6日㈯・13日㈯、3月5日㈯・12日㈯・25日㈮、午後1時～4時　
※28年3月25日のみ午後3時～5時。3月26日㈯に発表会を予定■対象＝
小学4年生～高校生■内容＝劇作家・今野裕一郎氏と、千住を拠点に活
動する演劇ユニット「バストリオ」の指導のもと、自分たちだけの物語を
作って演じる■定員＝15人（8月30日から先着順）■申込＝電話

ギャラクシティ
☎5242-8161（午前9時～午後8時）  http://galaxcity.jp/

〒123-0842栗原1-3-1

桑袋ビオトープ公園
☎3884-1021  3884-1041  http://ces-net.jp/biotop/

〒121-0061花畑8-2-2

■日時＝9月6日㈰、午後2時～3時　※午後1時45分受け付け開始
■内容＝石や炭などを組み合わせて自分だけの浄化キットを作り、
身近な水を浄化する■定員＝20人（先着順）　※就学前の子どもは
保護者の参加が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ

手作り浄化キットで水の浄化実験

日本の今を知り、未来をつくるための調査

■日時＝10月4日㈰、午後1時30分～3時
30分■対象＝小学4年生以上の方■内容＝
チョウなどのフンを使った染め物体験をし
ながら、生き物の食性や染色の仕組みなど
を学ぶ■定員＝20人（抽選）■費用＝500円　
※別途入園料が必要■申込＝住所、全員の
氏名（フリガナ）、年齢（学年）、電話番号、「染
め物体験」を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入■期限＝9
月18日㈮必着

うんちで染め物体験

生物園
☎3884-5577  http://www.seibutuen.jp/

〒121-0064保木間2-17-1

▲フンによって色がかわるよ

ヒツジのショー（9月分）
■日時＝5日㈯、午後1時10分～1時25分■内容＝ふれあいコーナーの
人気者、ヒツジの「マシュマロ」と「マカロン」が演技を披露　※入園料
が必要■申込＝不要　※当日直接会場へ
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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

凡 

例

■期間＝9月1日～10月31日■問先＝
青少年課 管理調整係　 ☎3880-5264

「夕焼け放送」の放送時刻が「夕焼け放送」の放送時刻が「夕焼け放送」の放送時刻が
午後5時30分から午後5時に変更午後5時30分から午後5時に変更午後5時30分から午後5時に変更

このマークは、野菜を食べやすい環境をつくり、糖尿病予防を進める「あだち ベジタベ
ライフ～そうだ、野菜を食べよう～」関連事業です。■問先＝健康づくり係 ☎3880-5433

ク）など　▷検査・体験…心電図（先
着42人）・血圧・尿検査／よろず
相談／口臭測定／体力測定／血糖
自己測定／はつらつ体操など　▷
展示…児童・生徒の各種ポスター
コンクール作品／有害薬物の見本
など■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝▷イベント内容…足
立区歯科医師会　 ☎3882-7337　
▷そのほか…区・衛生管理係
　 ☎3880-5891

呼吸器病予防教室
「楽しく歌って、からだも
こころもリラックス」

■日時＝10月2日㈮、午後2時～
4時■場所＝区役所庁舎ホール■
対象＝呼吸器疾患で療養中の方
など■内容＝声楽家から歌いな
が ら 腹 式 呼 吸 を 学 ぶ ■定 員 ＝
130人（8月26日から先着順）■
申込＝電話■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

40歳前の健康づくり健診
■日時等＝表1■対象＝区内に住
民登録があり、健診の機会がない
18～39歳の方　※年齢は28年3

赤ちゃんが教えてくれた
高血圧予備群の方へ（2日制）

■日時＝9月10日㈭・17日㈭、
午後2時～4時■対象＝次のいず
れかに当てはまる女性…妊娠高
血圧症候群だった／妊娠中に血
圧が高くなった／妊婦健診で尿
蛋
た ん ぱ く

白（＋）以上が出た／高血圧の
家族がいる■内容＝医師による
講演／食事の学習■定員＝20人

（8月26日から先着順）■申込＝
電話■場・申・問先＝竹の塚保
健総合センター地域保健係　
 ☎3855-5082

健康あだち21
「足立区民健康まつり」
■日時＝9月12日㈯、午後2時～4
時■場所＝区役所庁舎ホール・1
階区民ロビー■内容＝▷健康相談
…内科／外科／眼科／耳鼻咽喉科
／皮膚科／泌尿器科／産婦人科／
歯科／柔道整復／薬（ジェネリッ

栄養教室「離乳食から幼児
食へのステップアップ」

■日時＝9月11日㈮、午前10時
30分～11時30分■場所＝中央本
町地域・保健総合支援課■対象＝
26年5月12日～10月11日生まれ
の子どもと保護者■内容＝1歳児
の食生活の話／レシピ紹介など■
定員＝20組（8月26日から先着順）
■申込＝電話■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

月31日現在■内容＝健康チェック
（血圧測定、血液検査、尿検査、
歯肉の健康チェック、体組成測定、
胃がんハイリスク検査〈対象になら
ない場合あり〉）／健康教室（保健・
栄養・歯科の学習）　※年度につ
き1回のみ受診可■申込＝電話■
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

わが家のワンダフルライフ
「犬の飼い方教室」
■日時＝9月26日㈯、午後1時～2
時30分　※午後2時40分～3時30
分に獣医師による個別相談あり■
場所＝帝京科学大学千住キャンパ
ス本館（千住桜木2-2-1）■対象＝犬
を飼っている方、これから飼う予
定の方■内容＝犬の困った行動／
ペットの防災対策／高齢犬のケア
についての講演　※犬の同伴や車
両での来場不可■定員＝80人（8月
27日から先着順）　※個別相談は
要電話予約（先着10人）。1人10分、
3項目まで■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＝足立保健所生
活衛生課 庶務係　 ☎3880-5375

全小学校に特別支援教室を
開設します

　現在、小学校の通常の学級に在籍している発達障がいなどがあ
る児童の一部は、在籍学級における授業の一部を抜けて、他校に設
置された情緒障がい等通級指導学級で特別な指導を受けています。
　28年度から30年度にかけて順次、都の特別支援教育に関する
方針に基づき、在籍校で指導が受けられるように各小学校に特別
支援教室を設置し、教員の巡回指導を開始します。

≪期待される効果≫
● 巡回指導教員が在籍学級での様子を観察することで、一人ひとりの状態に応じたきめ細

かい指導が受けられるようになります。
●在籍学級担任と巡回指導教員の情報共有や連携により、指導が充実します。
●保護者の、他校へ付き添う負担が軽減されます。
≪経過措置≫
全小学校に設置されるまでは、巡回未実施校では通級による指導を継続して行います。

 特別支援教室開設年度　■開設年度等＝表2
 特別支援教室保護者説明会　

■日時等＝表3■対象＝区内在住の方■申込＝不要　※当日直接会場へ

今後の特別支援教室体制
　すべての公立小学校に特別
な指導を行う教室を設置し、
教員が巡回して指導する ▲巡回指導教員

　配置校

現在の通級指導学級体制
　通級指導学級設置校に児童が
通級し、指導を受ける ▲在籍校 ▲在籍校

■問先＝こども支援センターげんき
特別支援係　 ☎3852-2875

▲各小学校▲各小学校

▲通級指導学級設置校

郵送申し込み記入例

切 手
〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

　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
3㈭ ライフ竹の塚店（西伊興4-1-22） 午前9時30分～午後4時
12㈯ 西友青井店（青井3-1-1）

午前10時～11時30分／
午後0時45分～4時14㈪ 足立自動車登録事務所（南花畑5-12-1）

24㈭ 西新井駅西口
※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（9月分）

表2　特別支援教室開設年度等
開設年度 開設校（小学校）

28年度
（23校）

北鹿浜／皿沼／鹿浜五色桜／鹿浜第一／
鹿浜西／新田／千寿／千寿桜／千寿常東／
千寿第八／千寿双葉／千寿本町／竹の塚／
辰沼／中川／中川北／中川東／中島根／
西保木間／渕江／渕江第一／保木間／六木

29年度
（26校）

青井／足立入谷／綾瀬／桜花／大谷田／
興本／加平／北三谷／栗島／古千谷／寺地／
舎人／舎人第一／長門／西新井／西新井第一／
花畑／花畑第一／花畑西／花保／東綾瀬／
東加平／東栗原／東渕江／平野／本木

30年度
（20校）

足立／伊興／梅島／梅島第一／梅島第二／
扇／亀田／栗原／栗原北／弘道／弘道第一／
江北／高野／島根／関原／西新井第二／
西伊興／東伊興／宮城／弥生

表3　特別支援教室保護者説明会日時等
日程 時間 場所（小学校）

9/19㈯ 午前10時開始 鹿浜五色桜
午後2時開始 辰沼

9/26㈯ 午前10時開始 千寿本町
午後2時開始 保木間

表1　40歳前の健康づくり健診日時等
場所

（保健総合センター） 実施日・受付時間 結果日・受付時間 定員 受け付け
開始日

千住 10/3㈯、
午前9時～9時30分

異常がなければ検査結果
を自宅に郵送 各

40人

8/27㈭

竹の塚
（2日制）★

10/1㈭、
午前9時～10時

10/29㈭、
午前9時10分～9時30分 8/26㈬

東和
（2日制）★

10/2㈮、
午前9時～9時30分

10/23㈮、
午前9時15分～9時30分 35人 8/27㈭

※いずれも先着順　★…保育あり。くわしくはお問い合わせください。


