
宿泊施設インフォメーション（4月分）

◆鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表1■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方、区内の
社会教育団体　※1人のみや、未成年者のみでの利用不可■利用料金
＝大人1泊2食3,650円など■申込＝抽選申し込みハガキを利用施設
に郵送　※抽選申し込みハガキは区民事務所、地域学習センターな
どで配布■申込期間＝2月1日〜10日消印有効　※2月15日㈮以降
に抽選結果を通知。抽選の結果空室がある場合は、3月1日㈮から利用
希望日の3日前までに予約（3月28日㈭・29日㈮を除く）
表1　宿泊施設利用日等（4月分）

利用施設 利用できる日 受付時間
鋸南自然の家
（予約専用）�☎0470-55-4770 8〜13・20・27〜30 平日、

午前9時〜午後5時日光林間学園
（予約専用）�☎0288-53-3681 1〜6・13・20・26〜30

※�学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合
あり。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

審議会等の公開（2月分）
　日時など、変更になる場合あり。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

第29回足立区景観審議会
1㈮ 午後2時〜4時 区役所

都市計画課�景観計画係
☎3880-5738

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

介護保険課�介護保険係
☎3880-5887

足立区地域自立支援協議
会第5回こども部会 5㈫ 午後3時〜5時

障がい福祉
センター
あしすと

障がい福祉センターあし
すと�幼児療育係

☎5681-0136
足立区文化・読書・スポーツ
総合推進会議
第4回読書専門部会 7㈭

午前10時〜
正午 生涯学習

センター
（学びピア
21内）

中央図書館�管理係
☎5813-3740

足立区文化・読書・スポーツ
総合推進会議
第4回文化専門部会

午後2時〜4時 地域文化課�調整係
☎3880-5985

足立区環境審議会
8㈮

午前10時〜
11時30分 区役所 環境政策課�計画推進係

☎3880-6049
足立区文化・読書・スポーツ
総合推進会議
第4回スポーツ専門部会

午後2時〜4時
総合
スポーツ
センター

スポーツ振興課�振興係
☎3880-5826

足立区都市計画審議会
21㈭

午前10時〜
正午 区役所 都市計画課�都市計画係

☎3880-5280

足立区地域自立支援
協議会

午後1時30分〜
3時30分

障がい福祉
センター
あしすと

障がい福祉センターあし
すと�地域生活支援担当
� ☎5681-0132

第20回足立区ユニバーサル
デザイン推進会議 26㈫

午前9時30分〜
正午 区役所

都市計画課�ユニバーサ
ルデザイン担当

☎3880-5768
足立区国民健康保険
運営協議会

午後2時〜
3時30分

国民健康保険課�庶務係
☎3880-5851

パブリックコメント（区民意見募集制度）（1月・2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
北綾瀬ゾーン
エリアデザイン計画（案） 1/28〜2/28 エリアデザイン計画担当課�エリアデザイン計画担当� ☎3880-5812
足立区区営住宅等
長寿命化計画（素案） 2/1〜3/4 住宅課�区営住宅更新担当

☎3880-5920

暮らし・まちづくり

「東六月体験農園プチテラス」 
利用者募集

■利用期間＝4月〜2020年2月末
■場所＝東六月体験農園プチテラ
ス（東六月町8）　※車での来園不
可■内容＝農業経験者による野菜
の作付け指導や講習会を受けなが
ら、野菜作りを体験　※作付けする
野菜は指導者が中心となって決
定。収穫した野菜は持ち帰り可。農
作業に必要な道具の貸し出しあり
■募集区画数＝25区画（抽選）　※1
区画24㎡■費用＝3万6,000円（種
苗費など）■申込＝住所、氏名、年
齢、電話番号、「体験農園」をハガキ
で送付■期限＝3月15日㈮必着■
申・問先＝東六月体験農園プチテ
ラス運営協議会　〒121-0831舎
人1-11-20� ☎3897-9553
■問先＝区・緑化推進係
� ☎3880-5188

あだちエコネット事業が 
終了します
　スーパーへのペットボトル・飲
料缶自動回収機の設置は3月31日
で終了になります。「エコネットポ
イント」は、2020年3月31日まで
交換できます。独自で自動回収機
の運用を継続する店舗など、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

都市計画案の縦覧 
（決定前の案の公表）
■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＝2月1日㈮■縦覧・
意見書提出期間＝2月1日〜15日
■縦覧場所・意見書提出・問先＝

「足立区音楽祭」出演者募集
■対象＝区内在住・在勤・在学・
出身の方または区内で活動する団
体・個人■内容＝9月29日㈰に西
新井文化ホールで行う「足立区音
楽祭ホールコンサート」をはじめ、
区内施設などで演奏を行う　※申
し込みには下記説明会への参加が
必要。運営スタッフも募集
◆足立区音楽祭説明会
■日時＝2月17日㈰、午後5時開
始■場所＝ギャラクシティ■申込
＝不要　※当日直接会場へ
―いずれも―

■問先＝音楽祭実行委員会（田中）
� ☎070-6439-2397
区・文化団体支援係
� ☎3880-5986 都営住宅入居者募集

■内容等＝▷家族向けポイント方
式…ひとり親／高齢者／心身障が
い者／多子世帯など　▷抽選方式
…単身者／シルバーピアなど　※所
得や年齢制限あり。対象など、くわ
しくは募集案内をご覧ください。
■募集案内配布期間＝2月4日〜
13日（土・日曜日、祝日を除く）■募
集案内配布場所＝住宅課�住宅管
理係、区民事務所　※なくなり次

｢舎人公園千本桜まつり｣ 
物産展 出店者募集

■日時＝4月6日㈯・7日㈰、午前10
時〜午後4時■場所＝都立舎人公
園■対象＝区内商工業者（商店な
ど）や町会・自治会など、区内在住・
在勤・在学の方で構成された団体
■定員＝10団体程度（抽選）■費
用＝2万円（2日間）■期限＝2月5
日㈫必着　※申し込み方法など、

くわしくは資料参照。資料は（一財）
足立区観光交流協会で配布するほ
か、ホームページからもダウンロー
ド可■問先＝（一財）足立区観光交流
協会� ☎3880-5853
ﾎhttp://adachikanko.net/

環境保全に貢献する活動に
助成金を支給します

■対象＝区内在住の方または事業
者・団体■内容＝新たに取り組む
環境貢献活動や、すでに実施して
いる活動の拡充に対して助成金を
支給　※審査あり■助成額＝対象
経費の2分の1（上限1,000万円）　
※全額助成が認められる場合あり
■期限＝2月28日㈭必着　※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＝環境政
策課�計画推進係� ☎3880-6049

分譲マンション 
維持管理セミナー

■日時＝3月2日㈯、午後1時〜5
時■場所＝勤労福祉会館（綾瀬プ
ルミエ内）■対象＝区内分譲マン
ション居住者や管理組合の方など
■内容＝29年度分譲マンション実
態調査の結果報告とマンションの
適正管理に向けて／交流会（テー
マは「管理組合の運営」「建物の維
持管理」「管理会社との関係」「管理
組合の災害対策」）■定員＝60人
（1月28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住
所、氏名、電話番号、参加人数、
交流会参加希望の場合はテーマ、
「マンションセミナー」をファクス
■期限＝2月27日㈬■申・問先＝
住宅計画係
☎3880-5963 ﾌ3880-5605

「地球環境フェア2019」 
出展者募集

■日時＝6月1日㈯・2日㈰、午前10
時〜午後4時■場所＝東綾瀬中学
校■対象＝使い捨てプラスチック
の削減など、環境に配慮した活動
を行っている事業者・団体■内容
＝体験コーナー／パネル展／講座
など■定員＝40団体程度（選考）■
期限＝2月22日㈮消印有効　※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＝環
境事業係� ☎3880-5860

行旅死亡人等 追悼式
■日時＝2月5日㈫、午前10時〜11
時■場所＝区役所■内容＝30年
中に区内で亡くなった行旅死亡人
などの追悼式■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝民生係
� ☎3880-5870

第配布終了■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

都市計画課�都市計画係　※区の
ホームページでも閲覧可
� ☎3880-5280

■内容＝特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の30年11月〜31年1月分を、届出先の口座へ2月1日
ごろ振り込み　※2カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係� ☎3880-5472

特別障害者手当
（国制度）などの振り込み

■問先＝本庁舎管理係
� ☎3880-5824

2月9日㈯・10日㈰は、
消防設備点検のため、区役所全館を閉館

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。



■日時＝3月2日、午後1時〜4時30分／3月9日・16日、午前10時〜正
午・午後1時〜3時　※いずれも土曜日■場所＝生涯学習センター（学
びピア21内）■対象＝区内在住・在勤・在学で15歳以上の方　※中学
生または同講座修了者は不可■内容＝外国人とのコミュニケーショ
ン方法や外国の基礎知識を学び、中学校で学習する英語を使って道案
内などができるようになることをめざす■定員＝36人（抽選）　※保
育あり（1歳〜就学前の子ども）■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（区内在勤・在学の場合は名称、所在地）、氏
名（漢字とローマ字）、年齢、性別、電話番号、保育希望の有無、「東京オ
リンピック・パラリンピックにどのように関わりたいか」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＝2月7
日㈭消印有効■申・問先＝経営戦略推進担当課�オリンピック・パラリ
ンピック担当� ☎3880-5492

都・区共催 東京オリンピック・パラリンピックに向けた
「外国人おもてなし語学（英語）ボランティア育成講座」（3日制）

消費者講座「省エネ・節電　
電気の使い方を学ぶ」

■日時＝2月22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＝家電製品の省エネ方法や夏
場・冬場の電気使用ピーク時の対
策などを専門家から学ぶ■定員＝
60人（1月28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、
「電気の使い方」をファクス■申・
問先＝消費者センター
☎3880-5385 ﾌ3880-0133

消費者センターの催し
◆ 「消費生活問題

調査研究グループ」発表会
■時間＝午後1時30分〜2時15分■
内容＝香害（香りの害）について知ろ
う／悪質商法を未然に防ぐための
啓発活動／子どもの貧困対策と子
ども食堂・居場所について　※3月4
日㈪〜8日㈮に区役所1階区民ロ
ビーで発表内容をパネル展示
◆ 講演会「楽しく役立つ 

家族の命を守る防災講座」
■時間＝午後2時30分〜4時30分
■内容＝身近なヒントで災害から
家族を守るアウトドア流防災術を
あんどうりす氏から学ぶ　※保育
あり（要電話予約、6カ月〜就学前
の子ども、先着8人）
―いずれも―

■日程＝3月1日㈮■場所＝区役
所■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■定員＝100人（1月28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■申・問先＝消費者セン
ター� ☎3880-5385

講座「人生100年の
ライフプランを考える」

■日時＝2月17日㈰、午後2時〜4
時■場所＝エル・ソフィア■対象＝
区内在住・在勤・在学の男性■内容

NPO活動体験講座
「国際協力とNGO」
■日時＝2月24日㈰、午後1時30
分〜3時■場所＝エル・ソフィア
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝子どもの権利の実現に
向け、世界各地で子どもの支援活
動に取り組むNGO団体の事例か
ら、国際協力活動について考える
■定員＝30人（1月26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）、電話
番号、Eメールアドレス、「国際協力」
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

あだちの遊び場

第2回　こども おしごとらんど
■日時＝3月28日㈭・29日㈮、午
前10時〜午後4時30分■対象＝
小学3〜6年生■内容＝職業体験
を通して将来の夢を探すととも
に、お金の使い方を学ぶ　※体験
できる職業など、くわしくはホー
ムページをご覧ください。■定員
＝各100人（2月10日から先着順）
■費用＝1,000円■申込＝電話■
場・申・問先＝ギャラクシティ
� ☎5242-8161
ﾎhttp://galaxcity.jp/

冬越しの虫コレクション
■日時＝2月10日㈰、午後2時〜
3時　※午前9時からあやせ川清
流館で参加証を配布■内容＝チョ
ウの幼虫やカマキリの卵など、冬
越しをする虫を探して観察する■
定員＝20人（先着順）　※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

生きものアートコンテスト表彰式
■日時＝2月17日㈰、午後2時〜
2時30分■内容＝アートコンテス
トの優秀作品の表彰式　※観覧者
には優秀作品をプリントした缶
バッジを配布。入園料が必要。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

＝リタイア後もイキイキと生活す
るための心構えや準備について考
える■定員＝50人（1月28日から
先着順）　※保育あり（2月6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、「人生100年」
をファクス■申・問先＝男女参画
プラザ
☎3880-5222 ﾌ3880-0133

江東5区広域避難
推進シンポジウムの
パブリックビューイング

■日時＝2月17日㈰、午後2時〜4
時30分■場所＝区役所1階区民ロ
ビー■内容＝大規模水害時の広域
避難に関するシンポジウムの様子

北綾瀬ゾーン エリアデザイン
計画住民説明会

■日時＝1月30日㈬、午後7時〜8
時■場所＝東加平小学校■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

都市農満喫「味
み

噌
そ

づくり」
■日時＝2月24日㈰、午前10時
〜午後3時■内容＝農作業体験／
味噌作り　※ランチ付き■定員＝
18人（抽選）　※小学3年生以下の
方は保護者同伴■費用＝3,000円
（材料費など）■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「都市農満喫�味噌づく

を上映■定員＝50人（先着順）■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝災害対策係� ☎3880-5836

荒川今昔写真展
■期間＝2月14日〜24日、午前10
時〜午後4時　※17日㈰を除く。14
日㈭は午後2時開始■場所＝区役所
1階区民ロビー■内容＝「荒川の昔
を伝える会」による、足立の荒川の
昔懐かしい写真展示■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝荒川ビ
ジターセンター� ☎5813-3753

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）

アトリウム コンサート
■日時＝2月6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＝足立シティ
オーケストラによる演奏（アイネ�
クライネ�ナハトムジーク／早

そう

春
しゅん

賦
ふ

�ほか）■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

り」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＝2月13日㈬必着■場・申・問
先＝都市農業公園　〒123-0864
鹿浜2-44-1� ☎3853-4114

来て 見て 話して ITサロン（2月・3月分）

表2　ITサロン（2月・3月分）日程等
場・問先 日程

生涯学習センター（学びピア21内）
☎5813-3730

2/6・13・20・27、3/6・13・20・27
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興 ☎3857-6537 2/9・16、3/9・16　いずれも土曜日
梅田 ☎3880-5322 2/3㈰・16㈯、3/16㈯
興本 ☎3889-0370 2/10・24、3/10・24　いずれも日曜日
江北 ☎3890-4522 2/9・23、3/9・23　いずれも土曜日
佐野 ☎3628-3273 2/2・16、3/2・16　いずれも土曜日
鹿浜 ☎3857-6551 2/5㈫・18㈪、3/5㈫・18㈪
新田 ☎3912-3931 2/2㈯・10㈰、3/2㈯
竹の塚 ☎3850-3107 2/8㈮・21㈭、3/8㈮・21㈷
中央本町 ☎3852-1431 2/9・23、3/9・23　いずれも土曜日
東和 ☎3628-6201 2/14・28、3/14・28　いずれも木曜日
舎人 ☎3857-0008 2/19、3/12・19　いずれも火曜日
花畑 ☎3850-2618 2/2㈯・15㈮、3/2㈯・15㈮

■日程等＝表2■時間＝午後2
時〜4時■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

催し物は、
6面に続きます

■期間＝▷伊興…2月18日㈪〜23日㈯　▷興本…2月4日㈪〜8日㈮　▷佐野…2月
12日㈫〜17日㈰　▷中央…2月18日〜3月1日■問先＝中央図書館� ☎5813-3740

図書館の臨時
休館日（2月・3月分）

■期間＝2月12日㈫〜14日㈭■問先＝郷土博物館
� ☎3620-9393

郷土博物館の
臨時休館日

■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、P2左上を参照 5


