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公募・ボランティア
緑の協力員
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…20歳以上／区内に1年以上在
住／国・地方公共団体の職員でな
い／公職選挙法による公職および
議会の同意などを必要とする職に
就いていない■活動内容＝公園の
維持管理体験／緑の普及イベント
の運営補助／区役所の花壇管理／
会議（平日昼間）への出席など■任
期 ＝2019年4月 ～2021年3月 ■
募集人数＝25人（選考）■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（フリ
ガナ）
、年齢、電話番号、職業、
作文「緑の協力員になってしたい
こと」
（100字程度）をｿへ往復ハ
ガキで送付 ※往復ハガキは返信
面にも宛名を記入■期限＝2019
年1月25日㈮必着
◆説明会
■日時＝11月27日㈫、午前10時
～11時30分■場所＝区役所■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■期限＝
11月26日㈪
◆活動見学会
■日時＝12月19日㈬・27日㈭、
午前
10時～11時30分■場所＝区役所
庁舎ホール前■申込＝不要 ※当
日直接会場へ
―いずれも―
■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
不燃化特区 助成制度
■対象地域等＝▷不燃化特区全域
で老朽建築物を解体する方…解体
費の一部を助成（最 大210万円）
▷西新井駅西口周辺地区不燃化特
区全域、
足立区中南部一帯地区不燃
化特区のうち防災街区整備地区計
画内で古い建築物を不燃建築物に
建替えをする方…解体費や設計・監
理費の一部を助成
（最大280万円）
◆解体・建替え相談会
（第2弾）
■日時等＝表1■内容＝不燃化特

区の助成や建替えプランなどに関
する相談会■定員＝各12人
（先着
順）■申込＝電話
―いずれも―
■申・問先＝不燃化特区推進係

☎3880-6269

都市計画の告示および地区
計画原案・都市計画案の縦覧
◆都市計画の告示
■内容＝次の地区計画の変更…足
立北部地域舎人・古千谷本町地区
／足立北部地域西伊興地区／足立
北部地域東伊興地区／足立東部地
域平野・東六月町地区／足立東部
地域神明南地区／足立東部地域神
明地区／足立東部地域神明西地区
／足立東部地域南花畑一・三・四
丁目地区／足立東部地域花畑七・
八丁目地区■告示日＝10月29日
◆地区計画原案の縦覧
（作成前の案の公表）
■内容＝興野周辺地区地区計画の
決定■公告日＝11月12日㈪■縦覧
期間＝11月12日～26日■意見書
提出期間＝11月12日～12月3日
◆都市計画案の縦覧
（決定前の案の公表）
■内容＝生産緑地地区の変更■公
告日＝11月16日㈮■縦覧・意見
書提出期間＝11月16日～30日
―いずれも―
※区のホームページでも閲覧可■
縦覧場所・意見書提出・問先＝都
市計画課都市計画係

☎3880-5280

男女参画プラザの情報資料室
■開館日時＝月～土曜日、午前9
時～午後5時 ※祝日、月末は休
館■内容＝男女共同参画に関する
書籍・絵本などの閲覧や貸し出し
■貸し出し限度数等＝図書20冊
／DVD・ ビ デ オ2本 ※ 貸 し 出
しは2週間以内。区立図書館の貸
し出しカードが必要。区立図書館
の図書の予約・受け取り・返却も
可■問先＝男女参画プラザ

☎3880-5222

江北まちづくり住民説明会
■ 日 時 ＝11月22日 ㈭、 午 後7時
～8時■場所＝高野小学校■内容
＝東京女子医科大学東医療セン
ター新病院の建築物や周辺道路・

表1 解体・建替え相談会
（第2弾）
日時等
日時
12/1㈯
12/8㈯
12/14㈮
31年1/18㈮
1/26㈯
2/2㈯

午前10時～正午
午後6時30分～8時30分
午前10時～正午

場所
西新井栄町住区センター
興本住区センター
中央南地域集会所（足立1-17-5）
梅田住区センター
千住柳町住区センター
千住本町住区センター

2/15㈮

午後6時30分～8時30分

愛恵まちづくり記念館（関原の森内）

2/23㈯

午前10時～正午

千住あずま住区センター

交通・公園の整備についての説明
■申込＝不要 ※当日直接会場へ
■問先＝エリアデザイン計画担当

☎3880-5812

区民企画講座
「性の多様性ってなんだろう？
自分らしく生きるために」
■日時＝12月8日㈯、午後1時30
分～3時30分■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝区内在住・在勤・在学
の方 ※小学生以下の方は保護者
同伴■内容＝LGBT当事者の体験
談を通して、性の多様性について
の理解を深める■定員＝50人
（11
月12日から先着順） ※保育あり
（11月30日㈮までに要予約、6カ月
～就学前の子ども、先着10人）
■
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
（フリガナ）
、年齢、保
育希望の場合は子どもの名前
（フリ
ガナ）
・年齢、電話・ファクス番号、
「12月8日LGBT講座」
をファクス■
申・問先＝男女参画プラザ
ﾌ3880-0133
☎3880-5222

講演｢あだちの子どもたちを
支える区民のちから｣
■日時＝11月20日㈫、午 前10時
～正午■場所＝東京芸術センター
21階・天空劇場■内容＝首都大学
あ
べ あや
東京 教授・阿 部 彩 氏による｢子ど
もの貧困対策の重要性｣と｢現場で
何ができるのか｣についての講演■
定 員 ＝30人
（11月12日 か ら 先 着
順）
■申込＝電話■申・問先＝子ど
もの貧困対策担当 ☎3880-5717

ラクちん収納テクニック
「今日からあなたも収納上手」
■日時＝12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＝散らかりがちなリビングや
キッチンなどを楽に片付けるため
こ みや
宮
に、整理収納アドバイザー・小
ま
り
真理氏から収納テクニックを学ぶ
■定員＝60人（11月12日から先
着順）■申込＝電話・窓口または
区のホームページから専用フォー
ムに入力または氏名（フリガナ）、
電話番号、「収納テクニック」を
ファクス■申・問先＝消費者セン
ター
ﾌ3880-0133
☎3880-5385

労働法セミナー「働き方改革
関連法と労務管理」
■日時＝12月3日㈪、午後2時～4
時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内企業経営者または人事労務
担当者■内容＝働き方改革の全体
像を把握するとともに、法改正の
ポイントや企業の実務対応策を学
ぶ ■ 定 員 ＝40人
（11月12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
（フリガナ）
、
企業名、電話・ファクス番号、
「労
働法セミナー」をファクス■申・
問先＝男女参画プラザ
ﾌ3880-0133
☎3880-5222

地域のコミュニティ事業が
助成を受けました
■内容＝
（一財）
自治総合センターは
宝くじの社会貢献広報のために、
文化振興事業やコミュニティ助成
事業を行っています。今年度はこ
の宝くじの助成金制度を活用し、
椿町会が祭りを通して地域の活性
み こし
化を図るため神輿を購入したほか、
イニシア千住曙町自治会が災害用
備品を購入しました。■問先＝地
域調整係
☎3880-5864

届け出挙式

足立 で
所
区役

〜2人の門出を祝うプチ挙式〜

婚 姻 届 を 提 出 す る日に、
プ チ挙 式を挙げ てみません
か。下町文化ウェディング協
議会、ゼクシィ編集部が全面
協力します！■日程＝31年2
月24日㈰■対象＝開催日現
在、区内在住で同日に婚姻届
を提出する方■定員＝3組程
▲7月に実施した届け出挙式の様子
度
（抽選）
■申込＝区のホーム
ページから専用フォームに入力■期限＝12月17日㈪ ※申し込み
条件など、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＝お問い合わせコールあだち
（毎日、午前8時
～午後8時）

☎3880-0039

■ 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

北千住駅東口周辺の
まちづくりに関する
アンケートを実施

☎…電話番号 ﾌ…ファクス番号
ﾎ…ホームページアドレス ﾃ…Eメールアドレス

あだちの遊び場
ガマの葉でランプづくり

◆オープンハウス型アンケート
■日時＝12月14日㈮、午前11時
～午後7時／16日㈰、午前11時～
午後6時 ※答えた方に記念品あ
り
（なくなり次第終了）
■場所＝東
武線・北千住駅中央改札口外
◆郵送アンケート
区内に住民登録がある18歳以上
の方から無作為に選んだ約6,000
人に、11月中旬ごろアンケートを
送付
―いずれも―
■問先＝千住地区まちづくり担当

☎3880-5424

■日時＝12月16日㈰、午前10時
～午後0時30分■対象＝小学生以
上の方 ※小学2年生以下の方は
保護者の申し込みも必要■内容＝
障子紙で作ったランプにガマの葉
を貼って飾りつけ、オリジナルの
ラ ン プ を 作 る ■ 定 員 ＝20人
（抽
選）■費用＝800円
（材料費）■申
込＝窓口または全員の住所・氏名
（フリガナ）
・年齢・電話番号・ファ
クス番号、
「ガマの葉でランプづ
くり」をファクスまたは往復ハガ
キで送付 ※往復ハガキは返信面
にも宛名を記入。1人1回のみ申
し込み可■期限＝12月4日㈫必着
■場・申・問先＝桑袋ビオトープ
公園 〒121-0061花畑8-2-2
ﾌ3884-1041
☎3884-1021

都営住宅地元割り当て（家族向
け）／区営住宅（単身者向け・家
族向け・定期使用）入居者募集
■募集のしおり配布期間＝11月22
日～30日 ※土・日曜日、祝日を
除く■配布場所＝住宅課 住宅管理
係、区民事務所 ※なくなり次第
配布終了。対象など、くわしくは
募 集のしおりまたは区のホーム
ページをご覧になるか、お問い合
わせください。■問先＝お問い合
わせコ－ルあだち
（毎日、午前8時
～午後8時）

☎3880-0039

川のようちえん あらかわで
ちびっこクリスマス
■日時＝12月9日㈰、午前10時～
11時30分■場所＝荒川ビジターセ
ンター、荒川河川敷■対象＝就学
前の子どもと保護者 ※小学生以
上のきょうだい同伴可■内容＝河
川敷で集めた落ち葉や木の実を
使ってミニクリスマスツリーを作
る■定員＝20人
（抽選）
■申込＝窓
口または全員の住所・氏名
（フリガ
ナ）
・年齢・電話番号、
「あらかわ
でちびっこクリスマス」
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。
1人1回のみ申し込み可■期限＝11
月30日㈮必着■申・問先＝荒川ビ

全国瞬時警報システム
（Jアラート）
の試験放送
■日時＝11月21日㈬、午前11時
■内容＝屋外に設置してある防災
行政無線のスピーカーから
「これ
はテストです」などと放送■問先
＝危機管理係
☎3880-5838

※ 費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P2左上を参照

ジターセンター 〒120-0034千
住5-13-5
「学びピア21」
4階

☎5813-3753

うんち展
■期間＝開催中～31年1月27日
■内容＝
「うんち」
の特徴から、草
食や肉食などの生き物の食性や暮
らす環境の多様性を考える ※う
んちの落とし主を探す
「誰のうん
ち？」コーナーあり。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

公園ツアー「落ち葉」
■日時＝12月2日㈰、午前11時〜
正午 ※午前9時30分受け付け開
始。雨天中止■内容＝
「はっぱじゃ
んけん」
など、落ち葉遊びを通じて
公園の自然へ愛着を深める ※入
園料が必要■定員＝15人 ※就学
前の子どもは保護者同伴■申込＝
不要 ※当日直接会場へ■場・問
先＝生物園
☎3884-5577

星を見る会
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業交流館■対象＝小学生以上の方
■内容＝わらを使ってフルーツを
乗せるカゴを作る■定員＝18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
（学年）
・電話番号、
「わ
らでカゴ編み」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。1人1回のみ申し込
み可■期限＝11月22日㈭必着■
申・問先＝都市農業公園 〒1230864鹿浜2-44-1 ☎3853-4114

催し物

※先着順で、特に記載が
ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

足立区郷土芸能大会
■日時＝11月25日㈰、午前10時
30分～午後5時■場所＝区役所庁
舎ホール■内容＝郷土芸能保存会
はや し
によるお囃子や和太鼓の披露■申
込＝不要 ※当日直接会場へ■問
先＝郷土博物館 ☎3620-9393
ボリューム

フリーステージ・アダチ Vol.22

■日時＝12月1日㈯・2日㈰、午後
■ 日 時 ＝12月1日 ㈯・15日 ㈯、
1時開演 ※午後0時30分開場■場
午後6時30分～8時■内容＝プラ
所＝竹の塚地域学習センター■内
ネタリウムで星について学び、実
容＝区内を中心に活動する団体な
際に望遠鏡で観察する ※雨天時
どによる、楽器演奏・踊り・演芸
はプラネタリウムでの星空解説の
などの舞台上演■定員＝各306人
み■定員＝各60人
（11月17日か （先着順）
■申込＝不要 ※当日直
ら先着順） ※中学生以下の方は
接会場へ■問先＝フリーステージ・
保護者同伴■申込＝電話■場・申・ アダチ実行委員会
（杉山）
問先＝ギャラクシティ

☎3850-9247

☎5242-8161
区・文化団体支援係

☎3880-5986

わらでカゴ編み

■日時＝12月2日㈰、午後1時～3
時■場所＝都市農業公園内都市農

催し物は、
10 面に続きます

する区内演奏家団体｢ブリランテ｣によるコン 20分■内容＝プラネタリウムの星空の下、
サート ※11月18日㈰、午前11時・午後2時 「キッチン・ワルツ」による歌とお話の楽しい
からギャラクあとりえコンサート
（無料）
を開催 コンサート
（先着順）■費用＝▷前売り…
■日時＝11月30日㈮、午後4時開演 ※午後 ■定員＝902人
天文講演会
「オーロラと南極の話」
3時30分開場■場所＝東京芸術センター21 1,200円 ▷当日…1,500円 ※3歳～高校生
階・天空劇場■内容＝歌とダンスとピアノで は前売り600円、当日900円。2歳以下の子ど ■日時＝12月22日㈯、午後7時～8時30分■
贈るクリスマスコンサート■定員＝270人
（先 もは入場不可。全席自由■申込＝窓口または 内容＝ドームに広がる美しい映像番組
「オーロ
着順）
■申込＝不要 ※当日直接会場へ■問先 ホームページから専用フォームに入力■申先 ラ いのちの輝き」の上映／専門家による講演
＝お問い合わせコールあだち
（毎日、午前8時 ＝ギャラクシティ、地 域 学 習センターなど ※中学生以下の方は保護者同伴
～午後8時）

☎3880-0039 ※当日はギャラクシティのみ■問先＝ギャラク
―いずれも―
シティ
☎5242-8161
ブリランテ 冬のコンサート
「楽しいクリスマス ﾎhttp://galaxcity.jp/
※15分前開場■定員＝170人
（11月11日から
い と う しゅん
トランペット奏者・伊藤駿さんを迎えて」
先着順）
■費用＝500円 ※高校生以下の方は
100円。就学前の子どもは保護者と同じ席に
■日時＝12月9日㈰、午後2時開演 ※午後1 こども星空コンサート「うたにきらめく クリスマス」
座る場合は無料■申込＝電話■場・申・問先
時30分開場■場所＝西新井文化ホール■内容
＝ギャラクシティ
☎5242-8161
＝｢身近で気軽にクラシック｣をモットーに活動 ■日時＝12月16日㈰、午前10時30分～11時
マ

イ

ネ

えんチャレ公演｢舞音～meine～
少し早いクリスマスコンサート｣

