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献血（6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

9㈭ 花畑小学校 午前10時〜11時30分／
午後0時45分〜4時

11㈯
辰沼小学校 午前10時〜11時30分／

午後0時45分〜4時
舎人小学校 午前10時〜午後4時

14㈫ 足立税務署（千住旭町4-21） 午前10時〜11時30分／
午後0時45分〜4時

※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 ☎5272-3523

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891

健康・衛生は、
3面からの続きです

講演「赤ちゃんが教えてくれた
糖尿病予備群の方へ」（2日制）

■日時＝6月22日㈬、午前9時30
分〜正午／7月7日㈭、午前9時
30分〜11時30分■対象＝次のい
ずれかに当てはまる女性…妊婦健
診で尿糖が（2+）以上または（+）
が2回以上／妊娠糖尿病だった／
4,000g以上の子どもを出産した
／糖尿病の血縁家族がいる／自
身が2,500g以下で生まれた■内
容＝日本糖尿病学会専門医による
妊娠糖尿病と将来の糖尿病予防の
講演／簡易血糖測定など　※保育
あり■定員＝20人（5月26日から
先着順）■申込＝電話■期限＝6月
15日㈬■申・問先＝竹の塚保健セ
ンター地域保健係� ☎3855-5093

低所得の高齢者向け年金生
活者等支援臨時福祉給付金

（高齢者向け給付金）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…27年度臨時福祉給付金の支給
対象者／29年3月31日時点で65
歳以上／27年1月1日時点で区内に
住民登録がある／27年度分の住民
税が非課税／27年度分の住民税
課税者の扶養親族などでない／生
活保護などの受給者でない／生年
月日が昭和27年4月1日以前■支
給額＝3万円　※対象となる可能
性のある方へ申請書類を発送中。
申請後に審査あり。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。■申請期限＝8月31日
㈬消印有効■申・問先＝区・臨時
福祉給付金担当� ☎3880-9901
■問先＝厚生労働省給付金専用ダ

「あだち1万人の介護者家族
会」総会

■日時＝6月16日㈭、午後1時30
分〜3時■場所＝区役所■内容＝

「あだち1万人の介護者家族会」活
動報告／講演会「高齢者をとりま
く環境はこれからどうなる」■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝高齢調整係� ☎3880-5886

介護保険の利用料負担軽減
施設入所者などの場合

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…住民税非課税世帯／預貯金、
有 価 証 券などの 金 額 の 合 計が
1,000万円以下（単身の場合。夫婦
は2,000万円）　※別の住所であっ
ても配偶者の課税状況・資産など
を審査■内容＝特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、介護療養型
医療施設に入所する方（ショート
ステイを含む）の食費・居住費の負
担を年金収入・所得に応じて軽減

生計困難者の場合
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…住民税非課税世帯／年間収入
額が150万円以下（単身の場合。
世帯員が1人増えるごとに50万円
を加算）／預貯金額などが350万
円以下（単身の場合。世帯員が1
人増えるごとに100万円を加算）
／日常生活上必要な資産以外に資
産を所有していない／負担能力の
ある方に扶養されていない／介護
保険料を滞納していない■内容＝
都と区に軽減を申し出ている事業
者のサービスを利用した場合、利
用者負担額の原則4分の1を軽減　
※軽減実施事業者の一覧は東京都
福祉保健局のホームページ（http:
//www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/）で閲覧可

─いずれも─
※すでに認定されている方の認定
期限は7月31日。6月中に更新の
お知らせを送付予定。申し込み方
法など、くわしくはお問い合わせ
ください。■問先＝保険給付係�
� ☎3880-5743

73歳以上の区民に
無料マッサージ（6月分）

■日時等＝▷12日㈰・26日㈰…
勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）　
▷14日㈫・28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

同じ障がいのある仲間と
お話ししませんか「ピアサ
ポート」

■対象＝聴覚・視覚・高次脳機能
障がいまたは肢体不自由の方■内
容＝同じ障がいのある相談員へ日
常生活の工夫などの相談／福祉
サービスなどの情報提供　※相談
日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＝障がい福祉センターあしす
と自立生活支援室
☎5681-0132� 5681-0137

悠々会館の「にこにこお喜
き

楽
ら く

体
た い

創
そ う

（健康体操）」（8日制）
■日時＝7月7日〜9月8日の毎週木
曜日、午前10時30分〜正午　※8
月11日、9月1日を除く■対象＝区
内在住で60歳以上の方■内容＝椅
子に座って手・足・腰を動かし、自
分で体のコンディションを整える
運動など■定員＝30人（抽選）■

児童育成手当の現況届の提出期限は
6月30日㈭

■内容＝6月上旬に28年度分の現況届を送付　※期限までに提出がない場合、6月分からの手当の支給
が停止となる場合あり。6月期の振り込みは6月2日㈭以降■問先＝親子支援係� ☎3880-5883

　近年、蚊が媒介するデング熱などの感染症が多く発生しています。
蚊が多く発生する夏場は、特に注意が必要です。

 蚊媒介感染症とは
　デング熱やジカウイルス感染症（ジカ熱）などです。日本ではヒ
トスジシマカがこれらを媒介します。

 感染
　ウイルスを持つ蚊に刺されることで感染します。通常、人から
人への感染はありません。

 症状
　おおむね3〜7日の潜伏期間後、以下の症状が発症します。
●発熱　●発

ほ っ

疹
し ん

　●頭痛　●関節痛
※ 蚊に刺された後、症状がみられたらすぐに医療機関を受診してください。

 予防・対策
　蚊の活動時期（おもに5月中旬〜10月下旬）に、蚊に刺されない
ようにする対策が有効です。
● 水たまりをなくす、網戸や防虫網を設置するなどで蚊の発生や家の

中への進入を防ぐ
● 蚊が多い所に外出するときは、虫除け剤を使用したり、長袖・長ズ

ボンを着用するなど、肌の露出を少なくする
 区の対策

● 区が管理する公園、児童遊園、プチテラスに蚊の成長抑制剤を投与
●区民から要望があった区道の雨水マスへの薬剤投与
●区施設内の雨水マスや水のたまりやすい場所の総点検・清掃
● 区施設（住区センター、保育園、地域学習センターなど）へのポスター

掲示などによる注意喚起

⑊ デング熱・ジカ熱など⑊
蚊媒介感染症にご注意ください！

■問先=▶ デング熱・ジカ熱…保健予防課 感染症対策係 ☎3880-5747
▶蚊の駆除方法…生活衛生課 生活衛生係 ☎3880-5374
▶区立公園の対応…公園管理課 施設維持係 ☎3880-5021

 ☎3880-5747
▶蚊の駆除方法…生活衛生課 生活衛生係 ☎3880-5374

!

費用＝240円（保険料）■申込＝住
所、氏名（フリガナ）、年齢、電話
番号、「お喜楽体創」を往復ハガキ
で送付　※返信面にも宛名を記入
■期限＝6月20日㈪必着■場・申・
問先＝悠々会館　〒121-0812西保
木間4-9-1� ☎3859-9732

もの忘れ相談（6月分）
■日程等＝表1■対象＝65歳以上
の方と家族■申込＝電話または窓
口■問先＝地域包括ケアシステム
推進担当課� ☎3880-5885

表1　もの忘れ相談（6月分）日程等
場・申・問先

（地域包括支援センター） 日程

西新井 ☎3898-8391 18㈯
はなはた ☎3883-0048 30㈭

音声読み上げ広報「声の広報」
デイジー版CD利用者募集

■対象＝区内在住で視力障がいの
ある方■内容＝月2回発行する

「あだち広報」を音声で録音したデ
イジー版CDを送付　※デイジー
版CD再生機器が必要。視覚障が
い1・2級の方は管轄の障がい福
祉課 各援護係で再生機器の給付
可■申込＝電話■申・問先＝広報
係� ☎3880-5815

イヤル� ☎0570-037-192
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地域包括支援センター介護（予防）教室（6月分）

申・問先
（地域包括支援

センター）
日時 内容等

中川
☎3605-4985

24㈮、
午後2時〜3時

年金生活者の家計管理　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

西綾瀬
☎5681-7650

1㈬、
午後2時〜3時30分

エンディングノート　後悔しない葬儀
教室　場所=西綾瀬在宅サービスセン
ター（西綾瀬3-2-1）　定員=20人（先着
順）　申込=電話

はなはた
☎3883-0048

23㈭、
午前10時30分〜
正午

認知症サポーター養成講座　場所=花畑
地域学習センター　定員=40人（先着
順）　申込=電話

日の出
☎3870-1184

①17㈮
②22㈬、
いずれも午後1時
30分〜3時

①脳を鍛えて認知症予防「せいかつ」
②夏に向けてしっかり対策「熱中症・脱
水・食中毒を予防しよう」
場所=①総合ボランティアセンター　②千住東住区セ
ンター　いずれも、定員=40人（先着順）　申込=電話

保木間
☎3859-3965

4㈯、
午前10時〜正午

消費者講座「気をつけよう消費者被害」
場所=スイムスポーツセンター　定員
=50人（先着順）　申込=電話

本木関原
☎5845-3330

15㈬、
午後1時〜3時

調理実習「暑さに負けない体を作る食事」
場所=本木関原住区センター　定員=15
人（先着順）　申込=電話

※先着順は5月26日から受け付け開始（月〜土曜日、午前9時〜午後5時）

マンスリー就職面接会
業種・職種不問の就職応援面接会

■日時＝6月8日㈬、午後1時30分
〜4時■場所＝東京芸術センター
21階・天空劇場　※保育あり（6
月3日㈮までに区・就労支援係へ
要電話予約、6カ月〜就学前の子
ども、5月26日から先着5人）

マイタウン就職面接会
■日時＝7月12日㈫、午後1時〜
4時■場所＝日暮里サニーホール

（荒川区東日暮里5-50-5）　※保
育あり（7月7日㈭までに荒川区・
就労支援係へ要電話予約、6カ月
〜就学前の子ども、定員あり）

―いずれも―
■持ち物＝履歴書（写真貼付）／
職務経歴書■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝ハローワーク
足立事業所第二部門
� ☎3870-8895
区・就労支援係� ☎3880-5469
荒川区・就労支援係
� ☎3800-8710

内職に適した仕事を募集
■対象＝内職求人情報の登録を希
望する事業所・企業■内容＝登録
された求人情報を、家庭外で働く
ことが困難な方などに区から紹介
■申込＝電話■申・問先＝就労支
援係� ☎3880-5469

若者・保護者向けセミナー 
「働くための準備をはじめよう」
■日時＝6月11日㈯、午後1時〜
3時■対象＝就労をめざす39歳以

子どもを持ち、再就職を希望
する女性を支援

■対象＝次のすべてに当てはまる
女性…正社員もしくはフルタイム
で仕事ができる環境にある／小学

28年度「ワーク・ライフ・ 
バランス認定企業」が決定

　区では、働きやすい職場づくり
に取り組んでいる企業を「ワーク・
ライフ・バランス推進企業」とし
て認定し、応援しています。今年
度は新規認定企業4社を含む49社
を認定しました。
■新規認定企業名＝㈱エイチ・デ
ザイナーズ／社会保険労務士法人 
川俣労務管理事務所／㈲さいとう
ケ ア セ ン タ ー ／ ㈱ シ ミ ズ ロ ー
ディック■問先＝男女参画プラザ
 ☎3880-5222

区立保育園の運営事業者募集
指定管理者募集

■募集施設＝東保木間保育園■対
象＝28年5月1日現在、認可保育
所、幼保連携型認定こども園また
は保育所型認定こども園を3年以
上運営している法人　※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。■指定管理期間＝
30年4月1日〜40年3月31日

説明会・施設見学会
■日時＝6月9日㈭・10日㈮、午
前9時30分開始■場所＝区役所■
申込＝電話■期限＝6月8日㈬、
正午

―いずれも―
■申・問先＝施設整備推進係
� ☎3880-5713

審議会等の公開（6月分）

　傍聴方法など、くわしくはお問い合わせください。
審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区地域保健福祉推
進協議会介護保険・障が
い福祉専門部会

3㈮ 午後2時30分
〜4時30分

ギャラク
シティ

介護保険課 介護保険係
 ☎3880-5887

足立区環境審議会人づ
くり・自然環境専門部会 16㈭ 午後2時〜4時

区役所

環境政策課 計画推進係
 ☎3880-6049足立区環境審議会地球

温暖化対策専門部会 20㈪ 午後3時〜5時
足立区地域包括ケアシ
ステム推進会議 第2回
介護予防・日常生活支援
総合事業推進部会 24㈮ 午前10時〜正午

地域包括ケアシステム
推進担当
 ☎3880-5885

第4回足立区移動等円滑
化協議会（バリアフリー
協議会）

都市計画課 ユニバーサル
デザイン担当
 ☎3880-5768

第54回足立区都市計画
審議会 29㈬

午前10時〜正午 都市計画課 都市計画係
 ☎3880-5280

足立区建築審査会 午後2時30分
〜4時30分

建築調整課 用途照会係
 ☎3880-5943

第10回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議

30㈭ 午後2時〜4時

都市計画課 ユニバーサル
デザイン担当
 ☎3880-5768

足立区保健福祉推進
協議会健康あだち21
専門部会

こころとからだの健康づ
くり課 糖尿病対策担当
 ☎3880-5433

生〜高校生程度の子どもを養育し
ている／就職経験がある／求職中
■内容＝区委託事業者の契約社員
として2カ月間の研修後、派遣先
企業での就業体験を通じて正社員
または長期雇用での就職をめざす
■就業期間＝6月20日〜11月18
日　※事前説明会あり。日程など、
くわしくはお問い合わせください。
■就業時間＝▷研修…午前9時〜
午後6時（実働8時間）　▷就業体
験…派遣先企業の就業時間による
■就業場所＝北千住駅近辺の研修
会場、都内または近郊の派遣先企
業など■報酬＝▷研修時…時給
1,000円　▷派遣時…時給1,100
円　※交通費あり（上限あり）■募
集人数＝20人（選考）■申込＝電
話■申・問先＝㈱シグマスタッフ

（区委託事業者）� ☎6806-1158
■問先＝区・就労支援係
� ☎3880-5469

公園遊具の点検
　27年度、区内433カ所の公園
内の全遊具2,114基の定期点検を
行った結果、早めに対処を要する
遊具が29基あり、補修・撤去を
行いました。　※28年度の定期
点検は4月21日から実施。点検の
結果、使用が危険と考えられる場
合は使用中止にする場合がありま
す。■問先＝施設維持係
� ☎3880-5021

※金融機関により数日遅れる場合あり。6月上旬に児童手当現況届を送付。提出がない場合、
6月分からの手当の支給停止■問先＝児童給付係� ☎3880-6492

児童手当の6月期（2月～5月分）の振り込みは
6月2日㈭以降

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

独立・起業セミナー「4週間で
起業プラン、事業資金、起業
仲間を手に入れる」（4日制）

■日時＝7月9日〜30日の毎週土曜
日、午前10時〜午後5時■場所＝
あだち産業センター■対象＝独立・
起業を具体的に検討し、ビジネス
プランのある方■内容＝先輩起業
家の体験談／ビジネスプランの作
成法／会社設立の方法など　※個
別相談あり■定員＝25人（5月26

分かちあいの会「とまり木」
■日時＝6月3日㈮、午後6時30
分〜8時30分　※原則毎月第1金
曜日■場所＝エル・ソフィア■内
容＝大切な方を自死（自殺）で亡
くした方がつどい、その悲しみを
分かちあう■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝こころといの
ち支援係� ☎3880-5432

下の方または保護者■内容＝あだ
ち若者サポートステーションの事
業案内と利用方法の説明■定員＝
20人（5月26日から先着順）■申込
＝電話■場・申・問先＝東京芸術
センター8階・あだち若者サポート
ステーション（月〜土曜日、午前
10時〜午後6時） ☎3882-4307
■問先＝就労支援係
� ☎3880-5469

日から先着順）■費用＝4,000円■
申 込＝ホ ー ム ペ ージ から 専 用
フォームに入力または申込書をファ
クス･Ｅメール　※申込書はあだち
産業センターや区立図書館などで
配布するほか、区のホームページ
からもダウンロード可■申先＝エキ
スパート・リンク㈱（区委託事業者）
☎6450-2891� 6450-2892

adachi@ex-link.co.jp
http://www.ex-link.co.jp/

■問先＝区・創業支援係（あだち
産業センター内）� ☎3870-8400
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