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審議会等の公開（10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
部長監査

（子ども家庭部） 14㈮
午前9時30分
～11時

区役所

監査事務局
☎3880-5571部長監査

（学校教育部） 17㈪

第3回足立区地域包括
ケアシステム推進会議 20㈭ 午後3時～5時

地域包括ケアシステム
推進担当

☎3880-5885

足立区男女共同参画
推進委員会 25㈫ 午後1時～3時 エル・

ソフィア
区民参画推進課�
男女共同参画推進係

☎3880-5222

パブリックコメント（10月分）
　区民の方から意見を募集します。くわしくはお問い合わせください。

件名 期間 問先
第10次足立区交通安全
計画（案） 10/3～11/4 交通対策課�推進係

☎3880-5912

浄化槽の検査・清掃を
しましょう

◆�法定検査、保守点検を受けま
しょう
　浄化槽は年1回の法定検査が義
務付けられています。必要に応じ
て保守点検も行いましょう。■検
査申込･点検の相談先＝（公財）東京
都環境公社多摩分室
� ☎042-595-7982
◆清掃を行いましょう
　浄化槽の清掃は年1回（全ばっ
き型は半年に1回）以上、浄化槽
清掃の許可業者に依頼して行って
ください。
◆届け出を忘れずに
　浄化槽を撤去したときや使用者
が変わったときは、届け出が必要
です。
―いずれも―

■問先＝区・業務係
� ☎3880-5302

講座「子どもも大人も
つながる地域の居場所づくり」
■日時＝11月5日㈯、午後2時～
4時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤・在学の方
■内容＝NPO法人豊島子ども
W
ワ ク ワ ク

AKUWAKUネットワーク代
表・栗林知絵子氏と、芝の家事務
局長・加藤亮子氏による講演とパ
ネルディスカッション■定員＝
70人（9月27日から先着順）■申
込＝電話または区のホームページ
から専用フォームに入力または住
所、氏名、電話番号、Eメールア
ドレスをファクス■期限＝10月

ｸ

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

ご存じですか�
検察審査会制度
　検察審査会は、選挙権を有する
国民の中から無作為に選ばれた11
人の検察審査員で構成され、事件
が不起訴になったことが適切で
あったかを審査します。任期は6
カ月。審査の申し立てや相談は無
料で、秘密は固く守られます。く
わしくは裁判所ホームページ「検
察審査会」（http://www.courts.
go.jp/kensin/）をご覧になるか、
お問い合わせください。■問先＝
選挙係� ☎3880-5531

12月ごろ裁判員候補者予定者を選定
　裁判員候補者予定者は選挙人名
簿をもとに無作為に選ばれます。
選ばれた方には、12月ごろ東京地
方裁判所から通知があります。く
わしくは裁判所ホームページ「裁判
員制度」（http://www.saibanin.
courts.go.jp/）をご覧になるか、
お問い合わせください。■問先＝
選挙係� ☎3880-5531

■日程＝10月8日㈯・9日㈰■問
先＝本庁舎管理係� ☎3880-5824

電気設備点検のため庁舎ホール・駐車
場・展望レストランなど全館を閉館

10月8日㈯・15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

■問先＝住民記録係
� ☎�3880-5724

10月15日～21日の違反建築防止週間に
建築工事現場の一斉パトロールを実施

■問先＝建築安全係
� ☎�3880-6497

ｺ
28日㈮■申・問先＝NPO活動支
援センター（日・月曜日、祝日を
除く、午前9時～午後8時）
☎3840-2331� ﾌ3840-2333 秋の金魚すくい

■日時＝10月8日㈯～10日㈷、
午前10時30分～正午／午後1時
30分～3時■内容＝小赤やリュ
ウキン、デメキンなどがすくえる
■費用＝1回100円　※持ち帰り
は3匹まで。すくえなかった方に
も1匹進呈。別途入園料が必要■
申込＝不要　※当日直接会場へ
■場・問先＝生物園
� ☎�3884-5577

自然のあそび屋台
■日時＝10月9日㈰・10日㈷、
午後2時～2時30分■内容＝園内
に出す屋台で、秋の自然を楽しむ
3つのプログラムの中から好きな
ものに挑戦する　※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■場・問
先＝桑袋ビオトープ公園
� ☎3884-1021

荒川文化祭「あらかわ秋の音
ね

ライブ」
■日時＝10月29日㈯、午後1時30
分～3時■場所＝生涯学習セン
ター・講堂（学びピア21内）、荒川河
川敷■内容＝音楽を交えたガイド
ウォークで自然と触れ合い、演奏
に参加する■定員＝20人（抽選）　
※就学前の子どもは保護者同伴■
申込＝窓口または全員の住所・氏
名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番
号、「あらかわ秋の音ライブ」を往
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5人
まで■期限＝10月11日㈫必着■
申・問先＝荒川ビジターセンター　
〒120-0034千住5-13-5「学びピ
ア21」4階� ☎5813-3753�

「足立区ワンルームマンショ
ン等の建築及び管理に関す
る条例」が10月1日施行
　一定規模のワンルームマンショ
ンなどを建築する際は、建築計画
書などの提出が必要になります。
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。■問先＝開発指導係
� ☎3880-5272

図書のリサイクル
「本のとらばーゆ」
■日時＝11月12日㈯･13日㈰、
午前10時～午後4時　※13日は
午後3時30分で受け付け終了■場
所＝生涯学習センター・講堂（学
びピア21内）■対象＝区内在住の
方■内容＝区立図書館で利用を終
えた図書や寄贈図書の無料配布　
※1人20冊まで（絵本は2冊まで）。
持ち帰り用の袋は持参■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝中
央図書館資料係� ☎5813-3740

10月5日～23日に自衛隊
航空機が区上空を通過
　10月23日㈰に陸上自衛隊朝霞
訓練場で実施される自衛隊記念日
観閲式とその事前訓練のため、大
きな音などが生じることがありま
す。ご理解とご協力をお願いしま
す。■問先＝陸上自衛隊東部方面
総監部総務部�地域連絡調整課
� ☎048-460-1711
区・危機管理係� ☎3880-5838

来て 見て 話して ITサロン（10月・11月分）

表1　ITサロン(10月・11月分）日程等
場・問先 日程

生涯学習センター
 ☎5813-3730 10/5～11/23の毎週水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興 ☎3857-6537 10/8・15、11/12・19　いずれも土曜日
梅田 ☎3880-5322 10/2㈰・15㈯、11/6㈰・19㈯
興本 ☎3889-0370 10/9・23、11/13・27　いずれも日曜日
佐野 ☎3628-3273 10/1、11/5・19　いずれも土曜日
鹿浜 ☎3857-6551 10/4㈫・15㈯、11/1㈫
新田 ☎3912-3931 10/9㈰、11/5㈯・13㈰
竹の塚 ☎3850-3107 10/1㈯・14㈮、11/5㈯・11㈮・17㈭
中央本町 ☎3852-1431 10/8・22、11/26　いずれも土曜日
舎人 ☎3857-0008 10/6㈭・18㈫・29㈯、11/15㈫・26㈯
花畑 ☎3850-2618 10/1㈯・21㈮、11/18㈮
保塚 ☎3858-1502 10/13・27、11/10・24　いずれも木曜日

■日程等＝表1■時間＝午後2時
～4時（保塚地域学習センターの
み午前10時～正午）■対象＝中学
生以上の方■内容＝パソコンを
囲んだ地域交流の場　※1人1台

のパソコンを使った講習会では
ありません。■費用＝1回200円
（70歳以上の方・障がいのある方
は140円。証明書提示）■申込＝不
要　※当日直接会場へ

都市計画案の縦覧
（決定前の案の公表）
■内容等＝▷東京都市計画地区計
画保塚町地区地区計画の変更…東
保木間一丁目、東六月町、平野三
丁目、保木間一丁目および保塚町
各地内　▷東京都市計画地区計画
足立東部地域神明南地区地区計画
の変更…加平二・三丁目、北加平
町、佐野二丁目、神明南一・二丁
目、辰沼二丁目、六木一・二丁目
および谷中四丁目各地内　▷東京
都市計画生産緑地地区の変更…入
谷五丁目、扇二丁目、皿沼二丁目、

竹の塚七丁目、西加平一・二丁目、
一ツ家三丁目、六町一丁目各地内
■公告日＝9月30日㈮■縦覧・意
見書提出期間＝9月30日～10月14
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
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郷土博物館の催し（10月分）
◆映画会
■日時＝8日㈯、午前11時～正午　
※無料公開日■場所＝郷土博物館
■内容＝「韓国の小正月行事」／
「韓国の民衆仮面劇」の上映
◆郷土芸能大会
■日時＝23日㈰、午前10時～午
後4時30分■場所＝区役所庁舎
ホール■内容＝郷土芸能保存会に
よるお囃

は や し

子や和太鼓の披露
―いずれも―

■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝郷土博物館
� ☎3620-9393

催し物は、
8面に続きます

陶芸体験教室
■日時＝10月15日㈯、午前10時
～11時30分／午後1時～2時30分
■場所＝都市農業公園内工房棟■
対象＝区内在住・在勤・在学の方
■内容＝自由作品を1人1点作る　
※作品の引き渡しは12月中旬以降
■定員＝各16人（抽選）■費用＝
500円（材料費）■申込＝全員の住
所、氏名（フリガナ）、年齢、電話
番号、希望時間、「10月15日陶芸
体験教室」を往復ハガキで送付　
※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
＝10月5日㈬必着■申・問先＝障
がい福祉センターあしすと社会リ
ハビリテーション室　〒121-0816
梅島3-31-19� ☎5681-0131

官  公 庁
弁護士による都内23区一斉
無料法律相談会（予約制）
■日時＝10月15日㈯、午前10
時～午後1時■場所＝北千住法
律相談センター（千住ミルディス
Ⅱ番館6階）■申込＝電話■申先
＝東京弁護士会法律相談課（予
約専用。10月14日㈮、午前10
時～午後4時のみ受け付け）
� ☎3504-9250
■問先＝東京弁護士会法律相談
課� ☎3581-2206

第5回　東京拘置所 矯正展
■日時＝10月1日㈯、午前9時
30分～午後3時■内容＝歌手グ
ループ・M

マ ッ ク ス

AXによるテープカッ
ト／ちびっこ刑務官制服試着・
撮影／刑務所作業製品の販売／
各種バザー／性格検査など■申
込＝不要　※当日直接会場へ■
場・問先＝東京拘置所（葛飾区
小菅1-35-1）� ☎3690-6681

東綾瀬公園オータムフェスタ
■日時＝10月29日㈯、午前10
時～午後3時■場所＝東綾瀬公
園すいすいランド前広場■内容
＝どんぐりクラフト／パークペ
インティング／昔遊び体験など　
※軽食販売あり■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝東綾
瀬公園サービスセンター
� ☎3605-0005

東京都最低賃金改正
■内容＝10月1日㈯から「時間額
932円」に改正　※都内で働くす
べての労働者に適用■問先＝東
京都最低賃金総合相談支援セン
ター� ☎0120-311-615
東京労働局労働基準部賃金課
� ☎3512-1614

■問先＝住民記録係
� ☎�3880-5724

■日程＝10月16日㈰～21日㈮■内容＝プールの水入れ替えのため休止　※総
合受付窓口は営業（16日を除く）■問先＝スポーツ施設支援係� ☎3880-5989

千住温水プー
ルの利用休止

尾竹橋公園駐車場の
一部、利用休止

■期間＝11月1日～29年3月31日■内容＝改修工事を行うため一部休止　※テニ
スコートは通常どおり貸し出し。駐輪場あり。■問先＝公園整備係� ☎3880-5896

千住芸術村�p
プ レ ゼ ン ツ

resents�
「あつまれ　畑のものがたり」
■日時＝10月9日㈰・10日㈷、午前
10時～正午／午後1時～4時■対
象＝3歳～小学生　※就学前の子
どもは保護者同伴■内容＝色紙や
ビニールなど、いろいろな画材や
材料を使った畑作り／野菜の種ま
きから収穫・料理までを、畑をテー
マにしたアートで体験／野菜みこ
しをかつぐ■申込＝不要　※当日
直接会場へ■場・問先＝ギャラク
シティ� ☎�5242-8161

植物観察入門“梅林編”
「植物調査のまとめ」
■日時＝11月11日㈮、午前10時
～正午■場所＝都市農業公園内人
と自然の共生館■対象＝20歳以
上の方■内容＝梅林に生育する植

リサイクル体験講座
「ネクタイで作るポーチ」
（2日制）
■日時＝10月15日㈯・22日㈯、
午前10時～正午■対象＝区内在
住・在勤・在学の方■内容＝使わ
なくなったネクタイを持ち寄り、
それぞれの柄を組み合わせ、アイ

物の調査結果をまとめる■定員＝
15人（抽選）■費用＝300円（材料
費）■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（学年）、電話番号、「植物調査
のまとめ」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＝10月31
日㈪必着■申・問先＝都市農業公
園　〒123-0864鹿浜2-44-1
☎3853-4114� ﾌ�3853-3729
ﾎ�http://www.seibu-la.co.jp/
adachi-agri/

ふれあい計算フェスティバル
■日程＝11月13日㈰■時間等＝

▷親子（中学生以下の方と保護者）
…午前9時30分開始　▷シニア（60
歳以上の方）、オープン（年齢制限
なし）…午後1時開始　※いずれ
も区内在住・在勤・在学の方■場
所＝区役所庁舎ホール■内容＝筆
算またはそろばんで計算問題を解
く■申込＝電話・窓口または住所、
氏名、電話番号、希望クラスをファ
クス■期限＝10月11日㈫■申・
問先＝青少年事業係
☎3880-5275� ﾌ3880-5641

◆浴衣地で作る布ぞうり
■日時＝29日㈯、午前10時～午
後3時■内容＝履き心地がよく、
健康にもよいマイぞうりを作る
■定員＝8人■費用＝800円（材
料費）
◆ JAの足立区産野菜をおいしく料理
■日時＝29日㈯、午前10時30分
～午後1時■対象＝区内在住・在
勤・在学の方■内容＝区内産の新
鮮な野菜を使って料理を作る■
定員＝30人■費用＝500円（材
料費）
◆お花の石けん作り
■日時＝30日㈰、午前10時～
正午／午後1時～3時■内容＝

お風呂が楽しくなる花石けんを
2つ作る■定員＝各8人■費用
＝500円（材料費）
◆楽しく学ぼう�親子d

で
eお片づけ講座

■日時＝30日㈰、午前10時30
分～午後0時30分■対象＝5歳
～小学3年生と保護者■内容＝
お片づけの基本と、子どもが片
づけたくなる収納術を親子で学
ぶ■定員＝15組（2人1組）
―いずれも―

※9月26日から先着順■申込＝
電話または住所、氏名、電話番
号、希望時間（石けん作り講座の
み）、子どもの名前・年齢（お片づ
け講座のみ）、講座名をファクス

■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝消費者被害防止の
ための標語を募集　※くらしフェ
スタ来場者の投票で入賞作品を
決定。最優秀賞作品には図書カー
ド（3,000円分）を贈呈。受賞作品
は区の啓発活動に使用■申込＝
区のホームページから専用フォー

ムに入力または住所、氏名（小・
中学生は学校名と学年も）、電話
番号、応募部門（小学生の部／中
学生の部／一般の部）、氏名・学校
名・学年の公表の可否、標語をファ
クスまたはハガキで送付　※1
人1点まで■期限＝10月12日㈬
必着

■日時＝29日㈯・30㈰、午前10
時～午後3時■対象＝区内在
住・在勤・在学で18歳以上の方
■募集区画数等＝各20区画
（1.5m×2m。抽選）�　※業者の
出店不可。販売不可のものあり。
品目など、くわしくはお問い合

わせください。■費用＝200円
■申込＝住所、氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号、希望日、主な出
品物を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入。重複申し
込み不可■期限＝10月7日㈮必
着

消費者標語大募集

フリーマーケット出店者募集

くらしフェスタ
（消費生活展）

10月29日㈯・30㈰
午前10時～午後3時

■申・問先＝▶フリーマーケット
出展者募集…あだち再生館（月
曜日、祝日休館）　〒120-0011
中央本町2-9-1� ☎3880-9800
▶そのほか…消費者センター　
〒123-0851梅田7-33-1
�☎3880-5385　ﾌ3880-0133エル・ソフィア場所

交通安全ポスター
コンクール入選作品の展示
■日時＝10月24日～30日　※29
日㈯・30日㈰は午前9時開始■場
所＝区役所1階区民ロビー■内容
＝小・中学生が描いた交通安全ポ
スターの入選作品（64点）の展示
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝交通対策課�推進係
� ☎3880-5912

デアを生かした個性的なポーチを
作る■定員＝10人（抽選）■費用＝
200円■申込＝電話・窓口または
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
「ネクタイで作るポーチ」をファク
ス・ハガキで送付■期限＝10月8
日㈯必着■場・申・問先＝あだち
再生館（月曜日、祝日休館）　〒120-
0011中央本町2-9-1
☎3880-9800� ﾌ3880-9801
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