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お知らせ・情報コーナー
■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

☎…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

区立小学校に入学希望の外国人の方へ
8月下旬に入学手続きの案内を送付

■対象＝区内在住で28年度に新入学の年齢に達する外国籍の子どもがいる家庭　※区立小学校へ入
学を希望する方は、学務課 就学係で手続きをしてください。■問先＝就学係　 ☎3880-5969

都内各重症心身障がい児（者）
通所施設の通所者募集

■入所時期＝28年4月以降■対象
＝区内在住の重症心身障がい児

（者）■支援内容＝児童発達支援／
生活介護■定員＝若干名（選考）■
申込＝窓口■期限＝9月30日㈬■
申・問先＝足立福祉事務所 各援
護係（表1）■問先＝障がい施策推
進担当　 ☎3880-5255
表1　足立福祉事務所各援護係 一覧

申・問先 電話番号
援護課（区役所内） 3880-5881
西部福祉課 3897-5011
千住福祉課 3888-3146
東部福祉課 3605-7520
北部福祉課 3883-6800

もの忘れ相談（9月分）
■日程等＝表2■対象＝65歳以上

の方と家族■申込＝電話または窓
口■問先＝介護予防係　
 ☎3880-5885
表2　もの忘れ相談（9月分）日程等
場・申・問先（地域包括支援センター） 日程
あだち ☎ 3880-8155 8 ㈫
基幹 ☎ 5681-3373 17 ㈭
さの ☎ 5682-0157 24 ㈭
関原 ☎ 3889-1487 29 ㈫
千住西 ☎ 5244-0248 30 ㈬
千寿の郷 ☎ 3881-1691 16 ㈬
千住本町 ☎ 3888-1510 14 ㈪
東和 ☎ 5613-1200 8 ㈫
一ツ家 ☎ 3850-0300 28 ㈪
保木間 ☎ 3859-3965 10 ㈭
本木関原 ☎ 5845-3330 30 ㈬
六月 ☎ 5242-0302 10 ㈭

知的障がい者移動支援
従事者養成研修（4日制）

■日時＝▷講義…11月18日㈬～
20日㈮、午後0時50分～6時　▷
演習…11月21日㈯または22日㈰、
午前9時～午後5時■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝障
がいのある方との上手な向き合い

方を学ぶ　※受講後、区内で知的
障がい者の移動支援に従事可■定
員＝20人（選考）■申込＝住所、
氏名（フリガナ）、生年月日、電話
番号、勤務先または学校名、受講
動機をファクス・ハガキで送付■
期限＝9月18日㈮必着■場・申・
問先＝障がい福祉センターあしす
と生活体験室　〒121-0816梅島
3-31-19　
☎5681-0131 5681-0138

73歳以上の区民に
無料マッサージ（9月分）

■日時等＝▷1日㈫・22日㉁…竹の
塚障がい福祉館　▷13日㈰・27日
㈰…勤労福祉会館（綾瀬プルミエ
内）　※いずれも午前9時10分～午

後3時10分。定員になり次第終了■
定員＝各48人（先着順）■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

高次脳機能障がいセミナー
「高次脳機能障がいへの関わり」
■日時＝10月10日㈯、午後1時
～4時■対象＝高次脳機能障がい
者や家族など■内容＝専門医によ
る講演／交流会■定員＝100人

（8月26日から先着順）■申込＝電
話または住所、氏名、電話番号を
ファクス■場・申・問先＝障がい
福祉センターあしすと自立生活支
援室　
☎5681-0132 5681-0137

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

さの
☎5682-0157

9/19㈯、
午後2時30分～3時30分

講演会「知って活用　認知症カフェ」　場所
＝ゆうあいらんど・さの（佐野2-30-12）　定
員＝30人（先着順）　申込＝電話

関原
☎3889-1487

9/4㈮・18㈮、10/2㈮、
午後1時30分～3時

スポーツスタッキング教室　場所＝地域包
括支援センター関原　定員＝各30人　申
込＝不要　※当日直接会場へ

千住西
☎5244-0248

9/16㈬、
午後2時～3時30分

元フィンガー5のM
ま さ お

ASAOとうたう　いやし
とパワー　場所＝地域包括支援センター千
住西　定員＝40人（先着順）　申込＝電話

中川
☎3605-4985

9/15㈫、
午後2時～3時

講習会「はじめよう　認知症予防」　場所＝
中川地域センター（長門住区センター分館）　
定員＝50人（先着順）　申込＝電話

西新井本町
☎3856-6511

9/16㈬、
午後2時～3時

口
こうくう

腔ケア「お口から介護予防」　場所＝西新
井本町住区センター　定員＝15人（先着順）　
申込＝電話

はなはた
☎3883-0048

①9/15㈫、
午後1時30分～3時
②9/16㈬、
午前10時30分～正午
③9/24㈭、
午前10時30分～正午

①老い支度講座「税金（相続税・贈与税）」　
②認知症サポーター養成講座　③老い支
度講座「相続」　場所＝①②桜花住区セン
ター　③花畑地域学習センター　定員＝
①②各30人　③40人　いずれも、先着順
申込＝電話

日の出
☎3870-1184

①9/11㈮、
午後1時30分～3時
②9/29㈫、
午後1時30分～3時

①脳を鍛えて認知症予防「さんすう」　②脳
を鍛えて認知症予防「しゃかい」　場所＝①
総合ボランティアセンター　②千住あずま
住区センター分室　いずれも、定員＝40人

（先着順）　申込＝電話

本木関原
☎5845-3330

①9/3㈭
②9/9㈬、
いずれも
午後1時30分～3時

①講習会「消費者被害にあわないために」　
②転倒予防体操　場所＝①まちづくり工房
館（関原の森内）　②本木関原住区センター
いずれも、申込＝不要　※当日直接会場へ

※先着順は8月26日から受け付け開始（月～土曜日、午前9時～午後5時）

地域包括支援センター介護（予防）教室（9月・10月分）

　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

6㈰ 大師接骨院（西新井6-1-2） 3890-2270
足立名倉堂接骨院（大谷田3-12-28） 3606-0880

13㈰ 小林接骨院（千住寿町8-7） 3888-5020
土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

20㈰ 鹿浜久松接骨院（鹿浜1-12-16） 3853-1537
さくら整骨院（花畑4-39-11） 3884-7118

21㈷ ふくだ接骨院（西新井1-19-7） 3855-6848
白川接骨院（東保木間2-1-6天満屋ハイツ101） 3885-8665

22㉁ 武笠接骨院（江北4-9-2） 3890-0346
たかはし整骨院（千住1-23-12梅田ビル1階） 3870-6200

23㈷ 森山接骨院（梅島2-3-16） 3849-4747
羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623

27㈰ 大澤接骨院（江北4-12-5） 3854-2278
白川接骨院（大谷田5-8-4） 5697-0325

※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…区・健診事業係　 ☎3880-5121

休日接骨院当番所（9月分）

表3　風の子カルチャー（10月～12月分）日時等
場所 曜日 時間 講座名 日程

A

月 午前 チャレンジ着付け 10/5・26、11/2・30、12/7・21

火 午前 フラダンス入門A 10/6・13、11/17・24、12/1・8
フラワーアレンジメント 10/13、11/24、12/8

水 午前 こそだて英語A 10/7・21、11/4・18、12/2・16

木

午前
ヨーガ教室A 10/1・8・15・29、11/5、

12/3・10・17・24
初めてのミシン教室 10/1・15、11/5・26、12/3・17
基礎からの編み物 10/1・22、11/5・26、12/3・24

午後1時～
2時30分 レッツ・ヒップホップ 10/8・15、11/5・26、12/3・17

午後 親子体操　
※1歳以上の子どもが対象

10/1・15・29、11/5、
12/3・10・17・24

金

午前

うたを楽しむ（童謡など）10/2・16・30、11/6、12/4・18

バレエ入門 10/2・9・16・23・30、11/6・
13・27、12/4・11・18・25

パッチワーク 10/9・23、11/13・27、12/11・25

午後
ピラティス教室 10/2・9・16・23、11/6・13・

27、12/4・11・18・25

リズム＆ストレッチ体操 10/2・9・16・23、11/27、
12/4・11・18・25

土 午前 太極拳 10/3・31、11/14・28、12/5・19

B 火 午前 作って演じる人形劇 10/6・20、11/10・24、12/8・22
木 午前 アロマテラピー 10/22・29、11/12・19、12/3・10

C

水 午前
子育て中のネイルアート

日程など、くわしくはホームペー
ジ（http://kazenoko-culture.
jimdo.com/）をご覧になるか、
お問い合わせください。

ベビーマッサージ
こそだて英語B

金 午前
フラダンス入門B
編みましょう
籐（とう）クラフト

午後 ヨーガ教室B
※ 場所の「A」は東和地域学習センター、「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

■日時等＝表3■対象＝2カ月～就
学前の子どもの保護者　※子ども
同伴で受講可■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）、子どもの年
齢、電話番号、場所、講座名を往
復ハガキで送付　※返信面にも宛
名を記入。1枚につき1講座、1人3通

まで。同一講座への重複申し込み
不可■期限＝9月11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・こども支援センターげんき こ
ども総合相談担当  ☎3852-3535

子どもと一緒に参加できる親の学び場
「風の子カルチャー」（10月～12月分）
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足立区ホームページアドレス
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左記マークがある
申し込みは、
P3左上を参照

普通徴収の特別区民税・都民税は、金融機関や区役所窓口のほか、コンビニエンスストア、ペイジー対応のATMなどでも納付可　※区内共通商品券が当たるキャ
ンペーン実施中。9月10日までに新規で口座振替申し込みが必要■問先＝▷納税相談…納税相談係　☎3880-5236　▷口座振替…収納管理係　☎3880-5238

特別区民税・都民税の第2期
納期限は8月31日㈪

臨時福祉給付金、子育て世帯
臨時特例給付金の受け付け開始
 対象となる方などへ申請書を発
送、受け付けを開始

■内容＝▷臨時福祉給付金…8月
上旬に申請書を発送　▷子育て世
帯臨時特例給付金…8月下旬から
順次申請書を発送　※審査のうえ
支給が決定した方へは、10月以降
に1回のみ口座振込で支給。あわせ
て審査結果を送付。状況により支
給まで2カ月以上かかる場合あり。

 公務員の子育て世帯臨時特例給
付金の申請方法

■申込＝勤務先から交付された申
請書類を へ郵送　※封筒に「公
務員用申請書在中」を記載

――いずれも――
※申請方法など、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。
■申請期限＝28年1月27日㈬消
印有効■申・問先＝区・臨時福祉
給付金担当　 ☎3880-9901
■問先＝厚生労働省・2つの給付
金専用ダイヤル  ☎0570-037-192

在宅の心身障がい者（児）
などへの支援
 日常生活用具の給付

■対象＝身体障がいまたは知的障
がいなどがある方■内容＝浴槽／
ポータブルレコーダー／電気式たん
吸引器／入浴補助用具／移動用リフ
ト／歩行支援用具／特殊便器など

 住宅設備改善費の給付（修繕費
や設備費の一部）

■対象＝身体障がいなどがある方　
■内容＝浴室／トイレ／玄関／居
室／台所／屋内移動設備

 ホームヘルパーの派遣
■対象＝身体障がいまたは知的障
がいなどがあり、日常生活を営むの
に支障がある方■内容＝身体介護

（入浴・排せつ・食事など）／家事

援助（調理・洗濯・掃除など）など
――いずれも――

※品目・給付の種目によって、年
齢制限や障がい部位および等級の
指定あり。難病の方も該当する場
合あり■自己負担額＝費用の1割

（原則）　※低所得者には減免制度
あり。介護保険法による給付を受
けられる方は、介護保険が優先。
申し込み方法や要件など、くわし
くはお問い合わせください。■問
先＝表4
表4　足立福祉事務所一覧

問先
（足立福祉事務所）

電話・
ファクス番号

援護課（区役所内） ☎ 3880ｰ5881
3880ｰ5663

西部福祉課 ☎ 3897ｰ5011
3856ｰ7229

千住福祉課 ☎ 3888ｰ3146
3888ｰ5344

東部福祉課 ☎ 3605ｰ7520
5697ｰ6560

北部福祉課 ☎ 3883ｰ6800
3860ｰ5077

成年後見・相続・遺言
無料相談会（予約制）

■日時＝9月12日㈯、午前10時
～午後4時■内容＝司法書士など
による成年後見制度の利用や相
続・遺言などの相談■定員＝28
人（8月27日から先着順）■申込
＝電話または住所、氏名、電話・
ファクス番号をファクス■場・
申先＝権利擁護センターあだち

（千住庁舎内）■問先＝▷相談会
…権利擁護センターあだち　
☎5813-3551 5813-3550
▷そのほか…区・高齢援護係　
 ☎3880-5269

ストーマ（人工肛門や人工膀
ぼうこう

胱）
セミナー　

■ 日 時 ＝10月3日 ㈯、 午 後1時
30分～4時30分■対象＝ストー
マを造設している方や家族など
■内容＝皮膚・排

は い せ つ

泄ケア認定看

護師による講演「安心した生活を
送るために」など■定員＝60人

（8月26日から先着順）■申込＝
電話または住所、氏名、電話番
号をファクス■場・申・問先＝
障がい福祉センターあしすと自
立生活支援室　 
☎5681-0132 5681-0137

こどもショートステイの
協力家庭募集

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…看護師、保育士、教員など、
子どもに関わる資格を有するまた
は都の養育家庭の登録・経験があ
る／18歳以上の同居家族（親族）が
いる／住居の広さが、居室2室12
畳以上で家族構成員に応じて適切
な広さを有する■内容＝こども
ショートステイ事業（宿泊を伴う
一時預かり）の養育協力家庭とし
て食事の提供、身の回りの世話な
どをする　※研修あり。報酬や申
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＝
子ども支援センターげんき こども
総合相談担当係  ☎3852-3535

広告入り窓口用封筒の
無償提供者を募集

■対象＝次のすべてに当てはまる
事業者…地方自治法施行令第167
条の4に当てはまらない／法人税や
所得税などを完納している／足立
区競争入札参加有資格者指名停止
措置要綱による指名停止を受けて
いない■内容＝住民票や戸籍など

の証明書を持ち帰るための広告入
り窓口用封筒を作成し、無償で区
に提供　※広告内容の審査あり■
規格＝角形2号・6号封筒　※広告
スペースは表・裏5分の2面未満■
使用期間＝28年7月1日～29年6月
30日■封筒設置場所＝戸籍住民課、
課税課、区民事務所■予定枚数＝
角形2号約3万2,000枚、角形6号
約47万枚■募集事業者数＝1事業
者（選考）　※決定後、区と協定を
締結■申込＝申込書、提案書、法
人登記簿謄本、納税証明書、会社
概要、損益計算書、貸借対照表、
封筒見本を へ郵送または持参。
 募集要項・申込書は地域調整課 管
理係で配布するほか、区のホーム
ページからもダウンロード可■期
限＝10月2日㈮必着■申・問先＝地
域調整課 管理係　 ☎3880-5855

暮らしの園芸講座（10月分）
「球根を植えてみよう」
■日時＝6日㈫、午後1時30分～3
時30分■場所＝区役所庁舎ホール
■対象＝区内在住の方■内容＝鉢
に球根を植えて育て方を学ぶ　※
チューリップ（原種）の球根のプレ
ゼントあり■定員＝50人（抽選）■
費用＝200円（鉢代）■申込＝みど
り の ね っ と（http://a-midorinet.
jp/）内の専用フォームに入力ま
たは住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号を へ往復ハガキで送付　
※往復ハガキは返信面にも宛名を
記入■期限＝9月11日㈮必着■
申・問先＝みどり推進課 みどり
事業係  ☎3880-5919

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

加入者全員に健康管理に役立つ
カードケースを配布！

9月末までに
新しい国民健康保険証を発送します

■対象＝区の国民健康保険に加入している方■配布期間＝9月8日
～15日■配布方法＝世帯主あてに住民登録住所へ郵送（簡易書留）　
※郵便局での保管期間経過後、普通郵便で再送。保険料未納世帯
は短期証の郵送や保険証が更新されない場合あり。表札がない、
郵便局に留置や転送願いを出している方などは届かない場合あり。

　国民健康保険証にカード
ケースを同封します。ぜひ
ご利用ください。

■問先＝▷保険証の更新、カードケース…資格賦課係　 ☎3880-5240　
▷保険料未納、短期証…滞納整理第一・第二係  ☎3880-5243・5244　
▷ジェネリック医薬品、特定健診…ジェネリック・保健事業担当　
 ☎3880-5018

今使っている国民健康
保険証の有効期限は
9月30日まで！

　あらかじめ氏名や緊急連絡先などを登録し、登録番号の入った
キーホルダーなどを携帯することで、警察などに保護された場合
に迅速な身元確認や緊急連絡先への連絡ができるようになります。

高齢者見守りキーホルダー
■対象＝65歳以上で、認知症による徘徊の恐
れがあるまたはひとりでの外出に不安のある方
■内容＝登録番号が入ったキーホルダーを配布

あんしんプリント
■対象＝見守りキーホルダーを申請する方で
特に認知症による徘徊の恐れが強い方■内容＝洗濯しても落ちな
い特殊なインクで衣類にキーホルダー登録番号を印字

――いずれも――
■受け付け開始日＝9月1日㈫　※申し込み方法など、くわしくは
お問い合わせください。■申先＝各地域包括支援センター■問先
＝在宅支援係　 ☎3880-5257

認知症による徘
は い

徊
か い

に24時間対応
認知症高齢者の安心・安全につながる事業を開始します

特定健診の
受診日を

記録できる


