
仕事・産業

セミナー「書いてみよう特許
出願、出してみよう出願書類」

■日時＝3月6日㈬、午後2時～4
時30分■場所＝あだち産業セン
ター■対象＝中小企業やベンチャー
企業の経営者・知的財産担当者な
ど■内容＝身近な製品の事例を通
して、知的財産や特許出願、出願
書類の作成方法について学ぶ■定
員＝30人（2月11日から先着順）
■申込＝電話または会社名、業種、
氏名、電話・ファクス番号、「特
許出願セミナー」をファクス■申・
問先＝産業情報室（あだち産業セ
ンター内。毎日、午前9時～午後
9時）
☎3870-1221� ﾌ3882-0886

区内工業製品の展示品募集
■期間＝4月1日～7月31日■場
所＝区役所1階区民ロビー■対象
＝区内に工場・事業所がある企業
または団体■展示品＝自社で製造
または開発した製品　※食料品・
生
な ま

物
も の

は不可（缶詰を除く）■展示ス
ペース等＝幅80㎝×奥行35㎝×
高さ35㎝以内（ショーケース内）　
※重さ10㎏以下■定員＝6団体

（抽選）■申込＝申込書をファクス
またはｿへ郵送　※申込書は産業
振興課 ものづくり振興係で配布
するほか、区のホームページから
もダウンロード可■期限＝3月14
日㈭必着■申・問先＝産業振興課 

体験しよう�あだちサポステの
「職業適性検査（GATB）」（2日制）
■日時等＝▷3月16日㈯…紙筆検
査　▷3月23日㈯…検査結果の読 学校事務（臨時職員・登録制）

■対象＝パソコン操作（ワード、エ
クセルなど）を含む事務ができる
方■勤務内容＝区立小・中学校で
の事務補助■勤務条件＝週5日・1
日5時間30分以内■登録期間＝4
月1日～2020年3月31日■報酬
＝時給1,060円（予定）■募集人数
＝若干名■申込＝履歴書（JIS様式
推奨、写真貼付）、作文「わたしの考
える学校事務とは」（400字程度、

個人番号カード交付担当事務
（臨時職員）
■対象＝高校卒業程度の学力を有
し、パソコン操作ができる方■勤
務内容＝申請受け付け／カード交
付／データ入力など■勤務条件＝
午前8時30分～午後2時／午前11
時30分～午後5時のいずれか　※月
20日以内■雇用期間＝4月1日～
9月30日　※勤務実績などにより
更新あり■報酬＝時給1,060円（予
定）■募集人数＝8人■選考＝▷1
次…書類　▷2次…面接（3月4日㈪
予定）■申込＝履歴書（J

ジ ス

IS様式推
奨、自筆、写真貼付）、職務経歴
書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
＝2月25日㈪必着■勤務場所・申・
問先＝個人番号カード交付担当課 
個人番号カード交付担当
� ☎3880-5698

特別区職員技術職�採用フォーラム
■日時＝3月24日㈰、午後0時30
分～4時　※正午開場■場所＝明
治学院大学白金キャンパス（港区
白金台1-2-37）■対象＝2019年
度以降の特別区（東京23区）職員
採用試験で、「技術職」での受験希
望者　※受験資格は区のホーム
ページなどをご覧ください。■内
容＝基調講演／技術職職員による
仕事紹介・質問会など■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝特
別区人事委員会事務局 任用課 採
用係� ☎5210-9787
区・人事係� ☎3880-5831

鋸南・日光自然教室指導補助員
■対象＝教員免許取得者・取得予
定者または自然教室などで補助員
の経験がある方■勤務内容＝区立
小学校で5月～12月に行う2泊3
日の鋸南自然教室（小学5年生）・
日光自然教室（小学6年生）の引率
教員の補助　※軽登山やハイキン
グあり■報酬＝1回3万6,000円

（6食付き）　※勤務中の施設入場
料などは自己負担■申込＝申込書
をｿへ郵送　※申込書と募集案内
は学務課で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可。申込書は返却不可■申・問先
＝学務課 自然教室係
 ☎3880-5970

人材募集

第１回 区議会定例会
■日時等＝表1　※本会議・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。手話通訳・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、期限の午後5時までに申
し込み（手話通訳は代表・一般質問のある本会議のみ）■期限＝▷手
話通訳…傍聴する会議の7日前　▷ヒアリングループ…傍聴する会
議の前日　※いずれも期限当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日

　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　ﾌ3880-5617

表1　第１回�区議会定例会日時等
日時 会議名

2/19㈫ 午前10時 議会運営委員会
20㈬ 午後1時 本会議★

21㈭ 午後1時30分 総務委員会

22㈮ 午前10時 区民委員会
午後1時30分 産業環境委員会

25㈪ 午前10時 厚生委員会
午後1時30分 建設委員会

26㈫ 午前10時 文教委員会

27㈬ 午前10時 議会運営委員会
午後1時 本会議

28㈭ 午前9時30分／午後1時

予算特別委員会◆

3/1㈮

午前10時／午後1時
4㈪
5㈫
7㈭
8㈮

11㈪
午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会

午後1時30分 待機児童・子どもの貧困対策調査特別
委員会

12㈫ 午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
午後1時30分 エリアデザイン調査特別委員会

13㈬ 午前10時 議会運営委員会
14㈭ 午後1時 本会議★

★…J
ジ ェ イ コ ム
：COM足立で生中継を予定

◆…Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeを利用してインターネットで生中継を予定

ものづくり振興係
☎3880-5869� ﾌ3880-5605

仕事・産業は、
3面からの続きです

み解き　※いずれも午前10時30
分～午後0時30分。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＝10人（2月18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

様式自由）をｿへ簡易書留で郵送
または持参　※登録後、必要に応
じて学校長が面接のうえ採用。応
募書類は返却不可■期限＝2月28
日㈭必着■申・問先＝学校支援課�
教職員管理係� ☎3880-5972

　近年、パソコンやスマートフォンなどの画面に突然表示される「偽
セキュリティ警告」に関する被害が急増し、消費者センターへの相
談も1.5倍（昨年度比）に増えています。
◆事例
　インターネット使用中、「ウイルスに感染した」と警告画面が表
示された。ロゴが似ていたため、大手企業と思い連絡したところ、

「こちらでパソコンを操作して対処する」と遠隔
操作ソフトのインストールを指示された。
　約１時間の操作後に「3年間のサポート契約を
含め10万円」、さらに数時間後「脅威を防ぐた
め6万円のセキュリティソフトが必要」と連絡が
あり、クレジットカード情報を伝えてしまった。

偽セキュリティ警告画面に注意！
インターネット使用中に突然表示される

■問先＝消費者センター ☎3880-5385
相談専用（平日、午前9時～午後4時45分） ☎3880-5380

◆消費者センターからのアドバイス
・ 警告画面が表示されても、慌てて事業者へ連絡したり、セキュリ

ティソフトなどを契約したりせず、画面を閉じて無視しましょう。
・ 警告画面が消えない、偽であるか判断ができないなど対処に困っ

た場合は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「情報セキュリ
ティ安心相談窓口（☎5978-7509）」や消費者センターにご相談
ください。

■日時＝2月20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

全国瞬時警報システム
(Jアラート)の試験放送

援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある 
行動をお願いします。■問先＝障がい施策推進担当 ☎3880-5407

気づいてください
ヘルプマーク

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。



おもしろ遊具や公園をご紹介する月1コラム

その11

■問先＝パークイノベーション担当　☎３８８０-５４４２

　全国第1号の「タコさんすべり台」といわれている、新西新井公園（西新井5-17-1）
のタコさん。塗り替えを機に、皆さんから塗装デザインを募集した結果、199点の応
募がありました。今号は、デザインコンテスト最優秀賞作品を紹介します。
※最優秀賞デザインに塗り替えられたタコさんは、3月下旬ごろにお披露目予定

最
優
秀
賞

タイトル

「飛べ！タコ星人ロケット！」

優秀賞・特別賞・区長
賞を含めた全9作品や、
タコさんすべり台があ
る公園マップなど、くわ
しくはコチラ ！ ▲作品をカラー

　で公開中！正面デザイン

メカニックな見た目や、
ロケットとすれ違う
宇宙飛行士がポイント！

よく見ると目の中
にもタコさんが！

背面デザイン

作者・杉山彩さんのコメント
　遊具をロケットや秘密基
地などに見立てて遊ぶよう
に、子どもの想像力はとて
も豊か。ボタンやメーター、
星やドラゴンが描かれたタ
コさんの楽しみ方は無限大
です ！

すぎ  やま あや

外国語・文化交流�
ボランティア�

■内容＝日本語での会話が難しい
外国籍の方のために、区役所の窓
口などで通訳／小・中学校で自国
の文化を紹介　※交通費相当分の
謝礼あり■申込＝登録用紙をｿへ
郵送・ファクスまたは持参　※登
録用紙は地域調整課 多文化共生
担当で配布するほか、区のホーム
ページからもダウンロード可。対
象など、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。■申・問先＝地域調
整課 多文化共生担当
☎3880-5177� ﾌ3880-5603

ﾍ食育サポーター�

■対象＝区内在住・在勤で食育の
ボランティア活動に参加できる方
■内容＝地域で行う教室やイベン
トなどで管理栄養士と協力して食
育のボランティア活動を行う 　※下
記「食育サポーター養成講習会」へ
の参加が必要
◆食育サポーター養成講習会
■日時＝3月12日㈫、午前10時～
午後4時■場所＝中央本町地域・
保健総合支援課（足立保健所内）■
内容＝区の食育、あだちベジタベ
ライフの取り組み、食育サポー
ター活動についての講義・演習な
ど■定員＝30人（抽選）■申込＝
電話または窓口■期限＝3月1日㈮

―いずれも―
■申・問先＝千住保健センター保
健栄養担当 ☎3888-4279

公募・ボランティア

外国人のための�
行政書士�夜間無料相談会

■日時＝3月12日㈫、午後6時～
8時■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住で外国籍の方■内容
＝在留資格、永住許可・帰化申請
などの相談　※通訳あり（要予約。
くわしくはお問い合わせくださ
い。）■定員＝8組程度（2月12日
から先着順）■申込＝電話または
窓口■申・問先＝多文化共生担当
 ☎3880-5177

集団回収を始めませんか
■対象＝町会・自治会、子ども会、マ
ンション管理組合など営利を目的と
しない10世帯以上のグループ■内

65歳以上単身者向け�
高齢者集合住宅の入居者募集

■募集住宅＝都営シルバーピア地
元割当／区営シルバーピア■募集
のしおり配布期間＝2月21日～
28日　※土・日曜日を除く■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。
入居には、区内に継続して3年以上
居住していることや所得制限など
の要件あり。くわしくは「募集のし
おり」をご覧ください。■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

弁護士による多重債務�
無料相談

■日時＝3月4日㈪・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＝借金の整理についての
指導や助言　※相談は1人30分程
度■定員＝各3人（2月12日から先
着順）■申込＝電話または住所、氏
名、希望日、「多重債務相談」をファ
クス■申・問先＝消費者センター
☎3880-5380� ﾌ3880-0133

雇用・生活・こころと法律の�
総合相談会

■日時＝3月4日㈪～9日㈯、午前
10時～午後3時　※5日㈫・8日㈮
は午後5時終了■場所＝東京芸術
センター9階・会議室■内容＝仕
事が見つからない、働く自信がな
い、多重債務がある、眠れないなど
の悩みに専門相談員が応じる■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝くらしとしごとの相談セン
ター ☎3880-5705

暮らし・まちづくり

子どもの科学体験のための
ボランティア講座

■日時等＝表2　※4月以降に科
学体験ワークショップでボラン
ティアの機会あり■場所＝ギャラ
クシティ■対象＝16歳以上の方
■申込＝区のホームページから専
用フォームに入力または氏名、電
話・ファクス番号、希望コース名、
希望日（ロボット製作のみ）をファ
クス■申・問先＝家庭教育係
☎3880-5273� ﾌ3880-5641

表2　子どもの科学体験のためのボランティア講座日時等
コース名 日時等 内容 定員

ロボット製作
2/24㈰、午後5時30
分〜7時／3/10㈰、午
後3時30分〜5時

自分で組み立てた車型のロボットをマイ
コンボードでプログラミングして動かす
「子ども向け講座」のサポート方法を学ぶ

各6人

科学ブロックA
3/2㈯、午後5時〜6時
30分…サイエンステ
クノロジーキット

レゴブロックⓇを使った科学教材か
ら、ものの動きやプログラミング
を体験する「子ども向け講座」のサ
ポート方法を学ぶ

各10人
科学ブロックB

3/3㈰、午後5時30分
〜7時…W

ウィードゥー
eDo2.0

※�いずれも2月12日から先着順。インターネット環境とファクスがない方は、窓口可

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

「まちをきれいに」�
清掃を行う団体を�
応援します

■対象＝区内在住・在勤・在学の
方で構成されたおおむね5人以上
の団体　※町会・自治会／商店街
／企業／ボランティアグループな
ど■内容＝ビューティフル・ウィ
ンドウズ運動の一環として、月に
1回以上周辺道路などの定期的な
清掃を行う団体に、3,000円以内
の清掃物品を進呈／区のホーム
ページで団体の活動内容を紹介　
※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＝美化推進係 ☎3880-5856

容＝各家庭から出る資源を日時や
場所、品目を決めて自主的に回収し、
回収業者に引き渡すリサイクル活動　
※区に団体登録をして集団回収を
行うと1㎏あたり6円の報奨金を支
給。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。■報奨金対象
品目＝紙類（新聞・雑誌・段ボール・紙
パックなど）、布類、缶類（アルミ缶・
スチール缶）、リターナブルびん■問
先＝資源化推進係 ☎3880-5862

あいさつや世間話など、ちょっとした気づかいや声かけ活動にご協力ください。皆さんの 
行動が地域の“ちから”を強めます。■問先＝絆づくり事業調整担当 ☎3880-5184

絆
きずな

のあんしん協力員を募集しています！
〜孤立ゼロプロジェクト展開中〜

■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




