
福祉・高齢医療

仕事・産業

体験しよう�あだちサポステの
「コミュニケーション�セミナー」
■日時等＝▷2月9日㈯…会話づく
り・テーマトーク　▷2月23日㈯
…質問力入門　※いずれも午後2
時～4時。あだち若者サポートス
テーション（サポステ）の事業案内
と利用方法の説明あり■対象＝就
労を考えている39歳以下の方■
定員＝各10人（1月15日から先着
順）■申込＝電話■場・申・問先
＝あだち若者サポートステーショ
ン（火～土曜日、午前10時～午後
6時）� ☎6806-1401
■問先＝区・就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

おもしろ遊具や公園をご紹介する月1コラム

　今年は平成最後の年。この30年間で様々な公園が誕生しました。今号は、平成の
はじめから親しまれ続けてきた公園の一部を紹介します。

　園内は「春の広場」「夏の庭」「秋・冬の山」に分
けられ、四季折々の植物が楽しめます。冬季は
「マンリョウの実」「スイセン」などが見ごろ！

▲甘い香りで親しまれ
ている

▲赤い実が特徴で、お正月の縁
起物として飾られる

▲様々な動物があしらわれ
た遊具もある

▲多様な健康遊具で運動
ができる

その10

■問先＝パークイノベーション担当　☎3880-5442

　30年6月1日に拡張・リニューアル。芝生で遊ん
だり、ピクニックしたりするのもオススメ。今年の
夏に水あそび広場がオープン予定！

　都内でもまれな古墳時代の祭祀遺跡。展示館に
は、伊興周辺で発掘された土器などが展示されてい
ます。　※公園開園時間は午前9時30分～午後4時

さい し

たてたてあなあな
▲再現された竪穴式住居▲再現された竪穴式住居

▲展示館には古代
の様子がわかる
ジオラマも

マンリョウの実 スイセン こどものエリア 健康づくりエリア

柳原千草園
（柳原1-21-26)

＼お散歩にも最適！／

元年開
園

江北平成公園
（江北4-16-1)

＼子どもも大人も楽しめる！／

2年開
園 伊興遺跡公園

（東伊興4-9-1）

＼歴史や自然と触れ合える！／

5年開
園

平成元年と現在（29年4月1日）を比較！ ※1ha＝1万㎡

区立公園数 258カ所→342カ所（23区中5位）　区立公園面積 約169ha→222ha（23区中1位）

「創業プランコンテスト」
事業計画書作成セミナー
■日時＝2月21日㈭、午後6時30
分～8時30分■場所＝あだち産業
センター■対象＝創業予定または
創業3年未満の個人事業主または
法人■内容＝5月から募集予定の
創業プランコンテスト（優秀な事
業計画の提案者に最大200万円の
補助金を交付）の応募に向けた事
業計画書作成法を学ぶ■定員＝
20人（1月7日から先着順。区内在
住の方優先）■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■申・問先＝創業支援係
� ☎3880-5495

看護＆介護就職フェア
■日時＝2月2日㈯、午前10時30分
～午後3時■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝看護師・
准看護師・介護福祉士・ヘルパー・
保健師・助産師の求人募集の紹介　
※イベント内容や求人条件など、
くわしくはホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝▷イベント内容・求人条
件…足立区医師会�☎3840-2111
ﾎhttp://www.adachiku-med.
or.jp/
▷そのほか…区・衛生管理係
� ☎3880-5891

40歳前の健康づくり健診（無料）
■日時等＝▷2月7日㈭…竹の塚保
健センター／中央本町地域・保健
総合支援課（足立保健所内）　▷2月
21日㈭…江北保健センター　※い
ずれも午前9時～9時30分受け付
け■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3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〈ペプシノゲン・ピロリ菌抗体検
査。胃がんの既往歴があるなど、
対象にならない場合あり〉など）　
※年度につき1回のみ受診可。異
常がなければ検査結果を自宅に郵
送■定員＝各40人（1月8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（1月1
日㈷～3日㈭を除く毎日、午前8時
～午後8時）� ☎3880-0039

■日時＝27日㈰
　　　　午前9時～午後4時
■場所＝区役所
■問先＝納税課�滞納整理第一係
� ☎3880-5236
� 納税課�滞納整理第二係
� ☎3880-5237
� 納税課�特別整理第一係
� ☎3880-5235
� 国民健康保険課
� 滞納整理第一係��
� ☎3880-5243
� 国民健康保険課
� 滞納整理第二係
� ☎3880-5244
� 高齢医療・年金課
� 資格収納係��
� ☎3880-6041
� 介護保険課
� 資格保険料係��
� ☎3880-5744

休日納税・納付相談（1月分）

健康・衛生

健康・衛生は、
3面からの続きです

じん臓機能障がいセミナー
「クレアチニンが高いと言われたら」
■日時＝2月3日㈰、午後2時～3時■
場所＝竹の塚障がい福祉館■対象
＝区内在住・在勤の方■内容＝血液
中のクレアチニン（体の老廃物）の値
が高い（じん臓機能が低下している）

方が気をつけるべき点について学ぶ
■定員＝40人（1月7日から先着順）　
※要約筆記（1月25日㈮までに要予
約）・手話通訳あり■申込＝電話また
は住所、氏名、電話・ファクス番号、要
約筆記希望の有無、「じんセミナー」
をファクス■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� ﾌ5681-0137

介護のしごと相談・面接会
■日時＝1月27日㈰、午前11時～
午後3時　※午前10時30分受け付
け開始■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝区内介護
サービス事業者による、ヘルパー・
介護職員・看護師などの就職相談、
面接会　※保育あり（6カ月～就学
前の子ども、先着6人）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝高

齢調整係� ☎3880-5886

独立・起業セミナー
「事業計画策定編」（4日制）
■日時＝2月16日～3月9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てい
る方■内容＝先輩起業家の体験談
／ビジネスプランの作成法／プレ
ゼンテーションの方法／個別相談
など■定員＝25人（1月4日から先
着順。区内在住の方優先）■費用
＝4,000円（テキスト代など）■申
込＝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）、電話番号、Ｅメールアド
レス、「事業計画策定編」をファク
ス･Ｅメール■申・問先＝エキス
パート・リンク㈱（区委託事業者）
☎6450-2891� ﾌ6450-2892
ﾃadachi@ex-link.co.jp
ﾎhttp://www.ex-link.co.jp/
■問先＝区・創業支援係
� ☎3880-5495

■日程＝1月20日㈰　※図書取り次ぎ業務も
休止■問先＝勤労福祉会館� ☎3838-3581

特別清掃のため勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）を休館

■日時＝2月3日㈰、午前9時～午後1時
■問先＝相談・融資係� ☎3880-5486

施設点検などのためあだち
産業センター全館を臨時休館

4 高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援のサービスを一体的に提供する地域包括ケア関連事業です。

アイコン
説明

糖尿病予防を進める
「あだち�ベジタベライフ」関連事業です。



あだち広報有料広告募集
（5月10日号～2020年4月
25日号分）
■規格等＝表1　※抽選で決定後、
空き状況により随時受け付け。掲
載基準など、くわしくは区のホー
ムページを参照■あだち広報の概
要（予定）＝毎月2回発行（10日号
〈1月は1日号〉、25日号）／約34万
部発行／全戸配布（発行日の2日前
～発行日の3日間〈1月1日号は1月
1日～5日の5日間〉で配布）■申込
＝申込書、広告案をファクス・ｿ

へ郵送または持参　※申込書は報
道広報課で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可■申込期間＝1月4日～18日必
着■申・問先＝報道広報課�広報係
☎3880-5815� ﾌ3880-5610

表1　あだち広報有料広告規格等
広告掲載位置 大きさ（縦×横） 広告枠 費用（1枠）

1号広告（最終面） 9㎝×7.5㎝ ※4色 各3枠 8万円
2号広告（中面） 9㎝×7.5㎝ ※2色 5万円
3号広告（中面欄外） 1㎝×20㎝ ※2色 4枠 2万円

人材募集

学校関連職員（非常勤）
◆学校経営補佐員
■対象＝学校経営業務、教育に関
する専門的事項についての知識・
経験がある方■勤務場所＝教育指
導課■勤務内容＝学校経営業務の
支援、いじめ問題の相談業務など
■勤務条件＝週4日・30時間（午
前8時30分～午後5時）　※社会保
険・有給休暇あり■報酬＝月額23
万円　※交通費あり（上限あり）
◆教育調査研究員
■対象＝教育に関する調査・研究、
専門的事項についての知識・経験
がある方■勤務場所＝教育指導課
■勤務内容＝学校事故の受け付
け・報告、警察署との連絡調整、
非行問題の相談業務など■勤務条
件＝週4日・30時間（午前8時30分

～午後5時）　※社会保険・有給休
暇あり■報酬＝月額21万円　※交
通費あり（上限あり）
◆部活動指導員
■対象＝次のいずれかに当てはま
る方…対象種目の指導者資格があ
る／対象種目の技術指導に堪能で
ある／学校部活動または地域活動
において指導経験がある　※対象
種目・勤務場所（区立中学校）につ
いては区のホームページをご覧く
ださい。■勤務内容＝部活動にお
ける実技指導、安全などに関する
知識・技能の指導、大会・練習試
合の引率など■勤務条件＝週11時
間～15時間程度・年間538時間以
内　※有給休暇あり■報酬＝時給
1,600円　※交通費あり（条件あり）
―いずれも―

■雇用期間＝4月1日～2020年3月
31日■募集人数＝若干名■選考＝
▷1次…書類　▷2次…面接■申込
＝履歴書（J

ジ ス

IS様式推奨、自筆、写真
貼付）をｿへ簡易書留で郵送または
持参　※履歴書は返却不可■期限
＝1月25日㈮必着　※部活動指導
員は随時採用■申・問先＝教育指導
課�教育指導係� ☎3880-5974

暮らし・まちづくり

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

区民目線で
権利を守る あだち区民後見人 になろう！

＼まずはご参加ください／

あだち区民後見人 公募説明会
■日時等＝▷区役所…1月28日㈪　▷千住庁舎…2月1日㈮　※いずれも午
後1時～4時30分■対象＝次のすべてに当てはまる方…区内または近隣在
住／31年4月1日現在で69歳以下／時間的な制約がない　※区内で医療・
介護に就業している方、民生委員は対象外■内容＝研修、選考方法、実習
内容などの説明■定員＝各100人程度（1月7日から先着順）■申込＝電話■
申・問先＝権利擁護推進係� ☎3880-5982

◆あだち区民後見人とは
　認知症などにより判断能力が不十分な方（被後見人）の意
思決定を支援する、一般区民による後見人です。「権利擁
護センターあだち」のサポートを受けながら、地域に住む
身近な存在として、後見人の役割を担います。
30年12月1日現在、28人があだち区民後見人として登録

Q. 「あだち区民後見人」になったきっかけは？
A.��親を看

み

取る過程で、施設入所や相続などの
手続きをしました。「この経験を活

い

かして
社会貢献したい」と思い、申し込みました。

Q. やりがいは？
A.��90代の女性と80代の男性の後見人をさせ
てもらいました。挨拶程度の関わりから、
次第に被後見人の要望に沿えるまでになり、信頼を得られたときは、やり
がいを感じましたね。区民の目線に立って権利を守り、これからも精一杯
活動していきたいと思います。私と同じ気持ちで取り組む「あだち区民後見
人」の仲間が増えると嬉

うれ

しいです。

後見人活動は私の人生の学び場

古
ふる
性
しょう
�勇
いさむ

さん
（あだち区民後見人・活動歴3年）

お金の管理
預貯金の管理、
支払い手続きなど

福祉サービス利用契約や
入院などの手続き
毎月1回程度本人を訪問

報告
活動内容を
「権利擁護センター
あだち」へ報告

主な活動

介護保険調査員（非常勤）
■対象＝介護支援専門員の資格を
有する方■勤務内容＝介護保険に
関する事務・調査・相談、介護認定審
査会補助など■勤務条件＝週4日・
30時間　※不規則勤務あり。社会
保険・有給休暇あり■雇用期間＝4

月1日～2020年3月31日■報酬＝
月額21万円　※交通費あり（上限
あり）■募集人数＝3人■選考＝▷
1次…書類　▷2次…面接■申込＝
履歴書（J

ジ ス

IS様式推奨、自筆、写真貼
付）、作文「介護支援専門員の役割
と高齢者支援について」（800字程
度、様式自由）をｿへ簡易書留で郵
送または持参　※応募書類は返却
不可■期限＝1月24日㈭必着■勤
務場所・申・問先＝介護保険課�介護
保険係� ☎3880-5887

本庁舎宿直警備員（非常勤）
■対象＝公共施設などで警備経験
がある方■勤務場所＝区役所■勤
務内容＝庁舎内外の警備や来庁者・
電話対応など■勤務条件＝4週間・
120時間以内で宿直を伴う交替制
勤務　※社会保険・有給休暇あり
■雇用期間＝4月1日～2020年3月

31日■報酬＝月額19万3,000円
（予定）　※交通費あり（上限あり）
■募集人数＝4人程度■選考＝▷
1次…書類　▷2次…面接（1月24
日㈭予定）■申込＝履歴書（J

ジ ス

IS様式
推奨、自筆、写真貼付）をｿへ簡
易書留で郵送または持参　※履歴
書は返却不可■期限＝1月15日㈫
必着■申・問先＝庁舎管理課�本
庁舎管理係� ☎3880-5824

マイナンバーカード
申請キャンペーンを
土曜日も実施します
■期間＝1月5日～26日の毎週土曜
日、午前9時～午後3時30分　※1
月31日まで平日も実施■場所＝
千住特設会場（北千住マルイ・10
階）■対象＝初めてマイナンバー
（個人番号）カードを申請する方　
※乳児など、証明写真機に座れな
い方を除く■内容＝マイナンバー
カードの申請ができる証明写真機
を使っての申請手続きのお手伝い　
※証明写真代無料。混雑の場合、
人数の受け付け制限あり■申込＝
不要　※QRコード付きの個人番
号カード交付申請書を持参■問先
＝個人番号カード交付担当
� ☎3880-5698

あだち区民後見人当事者による
活動紹介あり

交差点では、歩行者もドライバーも視線を合わせ、お互い安全を確認
してから通行しましょう。■問先＝交通対策課�推進係� ☎3880-5912

交差点での事故を
なくすために

■期間等＝▷区役所1階区民ロビー…1月8日～16日　▷イトーヨーカドー竹の塚店（竹の塚5-17-1）…1月18日～31日、午前
10時～午後9時■内容＝小・中学生、高校生の優秀作品（金賞1点、銀賞3点、銅賞6点）の展示■問先＝選挙係� ☎3880-5531

明るい選挙ポスター
コンクール展

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　�ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� ﾎ…ホームページアドレス　�ﾃ…Eメールアドレス

※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、P3左上を参照 5


