
＼ 家事を仕事に地域貢献！ 男性も大歓迎！／

生活支援サポーター募集
　足立区が認定する新しい介護サービスの担い手「生活支援サポー
ター」。掃除・ごみ出し・声かけ・見守りなどのサービスのみを行う
ため、専門的な技術や知識は必要なし。2日間の研修で取得できる
資格で、空いた時間に家事を仕事にしてみませんか。　※時給は事
業所により異なります。
◆生活支援サポーター養成研修（2日制）
■日時等＝▷第1回…2月12日㈫・14日㈭　▷第2回…3月5日㈫・6
日㈬　※いずれも午前9時～午後5時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝18歳以上で、区の指定を受けた訪問介護事業所での雇用を希望す
る方■内容＝ヘルパーからの講義／グループワークなど■定員＝各
60人（1月8日から先着順）　※保育あり。くわしくはお問い合わせく
ださい。■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＝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
■問先＝介護予防・生活支援担当� ☎3880-5642

■利用期間＝3月上旬～2020年1月末　※園主との相談により更新
可■募集農園等＝表2■対象＝20歳以上の方■内容＝園主である農
業者から農作業の指導を受けながら、野菜作りを体験　※種まきか
ら収穫までの講習会あり。農作業に必要な道具の貸し出しあり。収
穫した野菜類は持ち帰り可■申込＝住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号、希望農園名を往復ハガキで直接園主へ送付　※返信面に
も宛名を記入。園主が抽選し、結果を送付。募集案内は産業振興課�
農業振興係、区民事務所（中央本町を除く）、住区センターで配布■
期限＝1月15日㈫消印有効■問先＝農業振興係� ☎3880-5866
表2　募集農園等

農園名 所在地 募集
区画数 利用料 面積

（1区画） 園主・申先

中郷
体験農園 入谷5-3

各5
4万

7,000
円

約30㎡

中田 文雄
〒121-0836入谷1-27-5

皿沼
ファーム 皿沼3-3 新井 規由

〒123-0862皿沼3-4-3
高野
ファーム 興野2-31 4

5万円

榎本 藤江
〒123-0873扇3-16-34

小宮
体験農園

東保木間
1-25 5 小宮 光雄

〒123-0852関原2-45-3
※ 応募できるのは1農園につき1通のみ。いずれも募集区画数は予定。利用料

は入園料、講習、種、肥料などの代金。駐車場なし

「足立農すくーる（農業体験型農園）」
利用者募集

暮らし・まちづくり

木造住宅耐震事業説明会・�
相談会（ブロック塀助成�
など含む）
■日時等＝表1■内容＝昭和56年
5月以前に建築された木造住宅な
どの耐震診断・改修工事の助成制
度の説明、個別相談■申込＝▷説
明会…不要　※当日直接会場へ　
▷個別相談…電話■申・問先＝建
表1　木造住宅耐震事業説明会・相談会日時等

場所 日程 時間
梅田地域学習センター

（エル・ソフィア内） 1/24㈭、2/13㈬ 午後6時30分～8時30分

区役所 1/17㈭・31㈭、2/25㈪ 午前10時～正午
1/31㈭、2/25㈪ 午後2時～4時

千住庁舎 1/20㈰ 午前10時～正午
竹の塚保健センター 1/8㈫、2/18㈪ 午後2時～4時

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

1月17日は防災とボランティアの日�
1月15日～21日は�
防災とボランティア週間
　「防災とボランティアの日」およ
び「防災とボランティア週間」は、
7年に発生した阪神・淡路大震災
を契機に定められました。阪神・
淡路大震災では、家屋の倒壊など
により閉じ込められた人の約3割
が自力で脱出し、約6割が家族・
友人・隣人などによって救出され
ました。自分の身は自分で守る
「自助」、近隣や近くにいる人同士
で助け合う「共助」が重要です。
　いざというときに適切な行動が
とれるよう、災害時の自主的な活
動について知識を深め、ご家庭の
備蓄を見直すなど、災害への備え
を再点検しましょう。■問先＝災
害対策係� ☎3880-5836

NPO活動体験講座
◆災害支援とNPO
■日時＝2月6日㈬、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■内
容＝国内外で災害支援をしている
NPO団体の活動紹介／被災時の
NPO団体の役割と地域の自主的
な災害支援活動について考える■
定員＝100人
◆地域の空き家について考える
■日時＝2月16日㈯、午後2時～4
時■場所＝NPO活動支援センター
■内容＝地域課題となっている空
き家について、利活用の事例を通
して活用法を考える■定員＝20人
―いずれも―

※1月8日から先着順■対象＝区
内在住・在勤・在学の方■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）、電話番号、Ｅメー
ルアドレス、講座名をファクス■
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

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）

講座「自分を好きになる方法」（2日制）
■日時＝2月2日㈯・9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
20歳以上でパートナーや家族な
どとの対人関係に悩みを抱えてい
る女性■内容＝自己肯定感を育む
ためのセルフケアやアサーティブ
（自己表現）トレーニングの手法を
学ぶ　※グループワークあり■定

員＝20人（1月7日から先着順）　
※保育あり（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、
「自分を好きになる方法」をファク
ス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� ﾌ3880-0133

第30回�春のふれあい合唱団�
団員募集
■日時等＝初回練習（エル・ソフィ
ア）…1月13日㈰、午後2時～4時　
※午後1時30分受け付け開始。4
月7日㈰までに9回程度の練習あ
り。時間・場所は練習日により異
なる■内容＝4月14日㈰に西新井

文化ホールで開催する「春のふれ
あいコンサート」で、「春風」「何度
でも」「春のうた」などを演奏■費
用＝3,000円　※学生は無料。別
途楽譜代などが必要。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。■問先＝文化団体
支援係� ☎3880-5986

足立吹奏楽団�
第40回記念定期演奏会
■日時＝2月17日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝ラプソ
ディー・イン・ブルー、歌劇「アイー
ダ」より凱

がい

旋
せん

行進曲、バレエ音楽な
どの演奏■定員＝902人（先着順）
■費用＝800円�　※高校生以下
の方は500円。就学前の子どもは
入場不可■申込＝窓口またはギャ
ラクシティホームページ（http://
galaxcity.jp/）から専用フォーム
に入力■申先＝ギャラクシティ、
地域学習センターなど　※当日は
ギャラクシティのみ■問先＝文化
団体支援係� ☎3880-5986

新春アトリウムコンサート
■日時＝1月11日㈮、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝足立区三曲協
会による演奏（春の海／冬鳥／春
／万歳）■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

地区計画原案・�
都市計画案の縦覧

◆地区計画原案の縦覧�
（作成前の案の公表）
■内容＝次の地区計画の変更…神
明三丁目地区／高野地区／花畑北
部地区／佐野六木地区／上沼田南
地区■公告日＝1月4日㈮■縦覧
期間＝1月4日～18日■意見書提
出期間＝1月4日～25日
◆都市計画案の縦覧�
（決定前の案の公表）
■内容＝興野周辺地区地区計画の
決定／伊興町前沼地区地区計画の
変更■公告日＝1月24日㈭■縦
覧・意見書提出期間＝1月24日～
2月7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

築防災係� ☎3880-5317
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パソコン講座（2月分）
■日時等＝表4■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話また
はホームページ　※いずれも定員あり（1月7日、午前9時から先着順）。
くわしくはお問い合わせください。■申先＝ランディック㈱IT事業部（区
協働事業者）� ☎6802-7829　ﾎhttp://www.landic.co.jp/�
■問先＝▷パソコン講座について…ランディック㈱IT事業部　▷協働事
業について…区･イノベーション推進担当� ☎3880-5496
表4　パソコン講座（2月分）日時等

コース名 日時 費用（テキス
ト代・税込）

E
エ ク セ ル
xcel2013基本1日コース

「Excel基礎、データ編集、オートフィル、
表作成、グラフ、データベース」

2㈯、
午前10時～午後5時 9,396円

楽々簡単H
ホームページ

P作成導入セミナー夜1日コース
「ひな形豊富なソフトを使用し、簡単にHP
作成体験」

2㈯、
午後7時～9時 無料

Excel VBAスタンダード資格取得対策コース
（4日制）

5～26の毎週火曜日、
午後5時～9時 18,360円

W
ワ ー ド

ordで差込印刷1日コース
「宛名シール・QRコード付き名刺・Excelで
データ作成」

6㈬、
午後6時～9時 3,240円

Excel2013M
モ ス
OS資格取得対策コース（3日制）

8・15・22、
いずれも金曜日、
午後4時30分～9時

15,120円

Excel2013 1日コース
「ゼロからマクロ・仕事で使う関数・ピボット
分析」★

9㈯、
午前10時～午後5時 9,720円

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ
hotoshopビギナー1日コース

10㈰、
午前10時～午後5時 10,800円

P
パ ワ ー ポ イ ン ト
owerPoint2013基本1日コース

「スライド作成から図・表・グラフの挿入、
アニメーション・プレゼンテーション設定まで」

11㈷、
午前10時～午後5時 9,396円

A
ア ク セ ス
ccess2013基本1日コース

「Accessって何？ からデータベースの概要、
クエリ、フォームの作り方まで」

16㈯、
午前10時～午後5時 10,500円

Excel中級夜2日コース
「表示形式書式の表作成、シート間でグループ
化、便利な印刷、効率の良いグラフとデータ
ベース作成など」（2日制）★

16㈯・23㈯、
午後6時～9時 11,880円

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー
llustratorビギナー1日コース

17㈰、
午前10時～午後5時 10,800円

W
ワ ー ド プ レ ス

ordPress速習作成1日コース
「WordPressの導入・設定・サーバー申込・
ドメイン取得・ひな形利用」

23㈯、
午前10時～午後5時 10,800円

G
グ ー グ ル
oogleアナリティクスでHP・W

ウ ェ ブ
eb解析

「解析分析ソフトを使用し、アクセス数や傾向
から、業務改善・売上U

アップ
Pに繋

つな
げる方法」

25㈪、
午後6時～9時 4,320円

★…データ入りのUSBプレゼント

催し物は、
10 面に続きます

広げよう！
人権の輪

アライ（Ally）の輪を広げよう
　身

か ら だ

体の性と心の性（性自認）が一致しない方や、恋愛対象が異性に
限られない方は、「性的マイノリティ」あるいは「LGBT※」と呼ばれる
ことがあります。
　「アライ（Ally）」とは、性の多様性を理解してLGBT当事者を支援し
ていこうと考えている方を指します。
※�「L

レ ズ ビ ア ン

esbian（女性同性愛者）」「G
ゲ イ

ay（男性同性愛者）」「B
バ イ セ ク シ ャ ル

isexual（両性
愛者）」「T

ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー

ransgender（身体の性と心の性が一致しない方。性同一
性障がいを含む）」という単語の頭文字をとった言葉です。

◆性の多様性を理解して、あなたもアライの一員に！
・「ホモ」「レズ」など差別的な言動をしない
・本人の了承なく、その人の性的指向や性自認を暴露しない
・LGBTに対する正しい知識を学ぶ
　当事者に寄り添う気持ちがあれば、あなたもアライの一員です。
学校や職場、地域で、アライの輪を広げていきましょう。
　区では、「多様な個性やライフスタイルを認めあう」をテーマに各
種講座を開催しています。
◆人権講座「共に生きる社会へ�取材を通して見つけたもの」
■日時＝1月19日㈯、午後2時～4時■場所＝勤労福祉会館（綾瀬プ
ルミエ内）■内容＝元日本テレビアナウンサー・記者の藪

やぶ

本
もと

雅
まさ

子
こ

氏に
よる講演■定員＝200人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ

■問先＝人権推進係　☎3880-5497

1月の区議会

表3　1月の区議会日時等
日時 会議名

18㈮ 午前10時 総務委員会

21㈪ 午前10時 区民委員会
午後1時30分 産業環境委員会

22㈫ 午前10時 厚生委員会

23㈬ 午前10時 建設委員会
午後1時30分 文教委員会

24㈭ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会

25㈮ 午前10時 待機児童・子どもの貧困対策調査特別委員会
午後1時30分 災害・オウム対策調査特別委員会

28㈪ 午前9時30分 エリアデザイン調査特別委員会
30㈬ 午前10時 議会運営委員会

■日時等＝表3　※委員会の傍聴は、区議会
事務局（区役所内）で受け付け。開会予定の1
時間前から整理券を発行し、定員を超えた場
合は30分前に抽選。ヒアリングループ（難聴
用磁気ループ）の利用を希望する場合は、傍
聴する会議の前日（前日が閉庁日の場合は、
直前の開庁日）の午後5時までに申し込み

　日時など、予告な
く変更する場合があ
るので、お問い合わ
せください。■申・
問先＝議事係
� ☎3880-5797

郷土博物館の催し（1月分）
◆初釜と郷土芸能の鑑賞
■日程＝12日㈯　※無料公開日
■時間等＝▷茶会…午前10時開
始（先着80人。午前9時50分から
整理券を配布）　▷お囃

はや

子
し

（江戸あ

だち太鼓・大鷲会、皿沼囃子保存
会）…午前11時～正午■場所＝郷
土博物館
◆見学会「じんがんなわ」
■日時＝14日㈷、午前10時～正午
■場所＝大乗院（西保木間2-14-5）
■内容＝区指定民俗文化財の「じ
んがんなわ」を見学
―いずれも―

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

大人と子供のための読みきかせ
の会「絵本の世界へようこそ」
■日時＝3月9日㈯、午後1時開演　
※午後0時30分開場■場所＝区役
所庁舎ホール■内容＝ひとり芝居
のような語りとピアノや尺八など
の生演奏による、大型しかけ絵本
「ずーっとずっとだいすきだよ」の
読み聞かせ公演（中

なか

井
い

貴
き

惠
え

朗読）　
※小学生以下の子どもがいる方に

絵本のプレゼントあり■定員＝
480人（抽選）　※ひとり親家庭の
優先枠あり。くわしくはお問い合わ
せください。■申込＝電話または
ホームページ（http://yomikikase-
rc.org）から専用フォームに入力■
申込期間＝1月4日～31日■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

あそびのフリマ
i
イン
n�アリオ西新井

■日時＝1月19日㈯、午後1時～
4時■場所＝アリオ西新井（西新井
栄町1-20-1）■対象＝小学生以下
の方と保護者■内容＝工作やあそ
びの体験コーナーなど■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝家
庭教育係� ☎3880-5273

みどりのカフェ（2月分）
◆ぷらっと寄せ植え
■時間＝午前10時～11時30分　
※午前9時ごろから整理券を配布
■内容＝春を迎える寄せ植え■定
員＝30人（先着順）■費用＝1,000
円程度（鉢、苗代）　※鉢（直径24
㎝×深さ15㎝）を持参の方は鉢代
100円程度を割引■申込＝不要　
※当日直接会場へ
◆みどりのレッスン（講習会）
■時間＝午後1時30分～3時30分
■内容＝講義「クレマチスの魅力」
／クレマチスの植え付け■定員＝
40人程度（抽選）■費用＝2,000
円程度（材料費）■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、「2月みどりのレッ
スン」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。1通で1人まで■期限＝2月
1日㈮必着
―いずれも―

■日程＝20日㈬■場所＝区役所庁
舎ホール前■対象＝緑のサポー
ター　※緑のサポーター未登録の
方は当日登録が必要（登録・会費
無料）■申・問先＝みどり推進課�
みどり事業係� ☎3880-5919

■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 9




