
ﾍ1歳ごろの栄養教室「離乳食から
幼児食へのステップアップ」

■日時＝3月12日㈫、午前10時
30分～11時30分■場所＝千住保
健センター■対象＝開催日現在、
区内在住で11カ月以上の子ども
の保護者　※子ども同伴可■内容
＝1歳を迎えるころの食生活／レ
シピ紹介など■定員＝20人（2月
26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（毎日、午前8時～午後8時）
� ☎3880-0039

子育て・教育

福祉・高齢医療
子ども予防接種週間
（3月1日～7日）は3月3日㈰に
予防接種外来を実施
■日時＝3月3日㈰、午前10時～
正午／午後1時～4時■場所＝足
立区医師会館（中央本町3-4-4）■
対象等＝BCG、HPVを除く各定
期予防接種の法定年齢内の子ども　
※麻しんはMRワクチンでの接種
となる場合あり。当日は予防接種
相談も受け付け。病児の診療は不
可■申込＝母子健康手帳、予防接

73歳以上の区民に
無料マッサージ（3月分）
■日時等＝▷10日㈰・24日㈰…
勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）�　
▷12日㈫・26日㈫…竹の塚障が
い福祉館　※いずれも午前9時10
分～午後3時10分。定員になり次
第終了。住所・年齢が確認できる

介護予防「はつらつ教室
（プール）」（8日制）

■期間＝4月26日～6月21日の毎週
金曜日、午後1時～2時30分　※5
月3日を除く■対象＝区内在住の
65歳以上で、介護保険の要介護・
要支援の認定を受けていない方■

◆自立支援プログラム
■対象＝児童扶養手当を受給中
で、働く意欲がある方■内容＝
区とハローワークが連携して、
公共職業訓練や就職活動を支援
◆自立支援�教育訓練給付金
■対象＝次のすべてに当てはま
る方…児童扶養手当を受給中ま
たは同等の所得水準／対象講座
が希望する就職に必要と区が認
める／過去に教育訓練給付金を
受給していない■内容＝就職に
有利な資格取得や技術習得のた
めの講座（通信を含む）の受講
費用を支給　※事前申請が必要
■支給額＝上限30万円　※1万
6,000円以下は支給不可
◆高等職業訓練�促進給付金
■対象＝次のすべてに当てはま
る方…児童扶養手当を受給中ま
たは同等の所得水準／修業期間
が1年以上の養成機関で修業を開
始し、国家資格（看護師など）の取
得が見込める／就業（仕事）また
は育児と修業との両立が困難／
過去に高等職業訓練促進給付金
を受給していない■内容＝国家
資格取得の養成機関修了までの

期間を対象に、4年を限度として
助成金を支給■支給額＝▷住民
税非課税世帯…月額10万円　▷
住民税課税世帯…月額7万500円　
※住民税課税・非課税の判定は同
居の扶養義務者の所得も対象
◆高校卒業程度�認定試験
　合格支援事業
■対象＝次のすべてに当てはま
る方…児童扶養手当を受給中ま
たは同等の所得水準／高校を卒
業していない（高等専門学校、中
等教育学校、専修学校高等課程
などを含む）■内容＝高校卒業
程度認定試験合格のための講座
（通信を含む）の受講費用を支給　
※事前申請が必要■支給額＝上
限30万円■支給時期＝講座修了
時および高校卒業程度認定試験
合格時
―いずれも―

※ひとり親家庭の親が対象（高
校卒業程度認定試験合格支援事
業のみ子どもも対象）。このほか
にも支給要件あり。申し込み前
に面談が必要（要予約）。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。

ひとり親家庭の就労と自立を応援
■問先＝ひとり親家庭支援担当　☎3880-5932

証明書の提示が必要■定員＝各
48人（先着順）■申込＝不要　※当
日直接会場へ■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

子どもと一緒に参加できる親の学び場
「風の子カルチャー」（4月～6月分）

表1　風の子カルチャー（4月～6月分）日時等

場所 曜日 時間 講座名 日程 費用

Ａ

火

午前

セルフでリンパマッサージ
（6日制） 4/9・23、5/14・21、6/11・25

各
3,000円

水 やさしい英語で子育て
（6日制） 4/10・24、5/8・22、6/12・26

木

ヨガ（9日制） 4/4・11・18、5/9・16・30、
6/6・13・20 4,500円

初めてのミシン（6日制） 4/4・18、5/16・30、6/6・20
各

3,000円午後 親子体操①（6日制）　
※１歳以上の子どもが対象 4/4・18、5/16・23、6/6・20

金

午前 バレエストレッチ（9日制） 4/5・12・19、5/10・17・24、
6/7・14・21

各
4,500円

午後 ピラティス（9日制）
4/5・12・19、5/10・17・24、
6/7・14・21
※午後1時15分～2時45分

Ｂ 火 午前

すぐに役立つペン習字
（5日制） 4/9・16、5/28、6/4・11 2,500円

フラワーアレンジメント
（3日制） 4/23、5/21、6/18 1,500円

C

水

午前

こそだて英語②（6日制） 4/17・24、5/15・29、6/12・26

各
3,000円木

ベビーマッサージ（6日制） 4/4・18、5/9・23、6/6・20

親子体操②（6日制）
※１歳以上の子どもが対象 4/11・25、5/16・30、6/13・27

金
フラダンス②（11日制） 4/12・19・26、5/10・17・24・

31、6/7・14・21・28 5,500円

編みましょう 籐
とう

クラフト
（6日制） 4/12・19、5/17・24、6/7・21

各
3,000円

Ｄ 金 午前

フラダンス①（6日制） 4/5・12、5/10・24、6/7・21
※午前9時30分～11時

基礎からの編み物（6日制） 4/5・19、5/17・31、6/7・21

こそだて英語①（6日制） 4/12・26、5/10・24、6/14・28

パッチワーク（6日制） 4/12・26、5/17・31、6/14・28

※ 場所の「A」は東和地域学習センター、「B」はこども支援センターげんき、「C」
は愛恵まちづくり記念館（関原の森内。駐車場は使用不可）、「D」は勤労福
祉会館（綾瀬プルミエ内）。時間の「午前」は午前10時30分～正午、「午後」
は午後1時30分～3時。別途材料費が必要な場合あり

■日時等＝表1■対象＝2カ月～
小学生の保護者　※子ども同伴
で受講可■定員＝各10人程度
（抽選）■申込＝住所、氏名（フリ
ガナ）、子どもの年齢、電話番号、
場所、講座名を往復ハガキで送
付　※返信面にも宛名を記入。
1通につき1講座、1人3通まで。
同一講座へは1人1通のみ申し込

み可■期限＝3月8日㈮消印有効
■申・問先＝区・こども支援セ
ンターげんきこども家庭支援課�
事業係　〒121-0816梅島3-28-8
� ☎3852-2863
■問先＝ボランティアグループ
風の子カルチャー事務局（月～土
曜日、午前10時～午後5時）
� ☎080-1242-3553

種予診票、体温計を持参し、保護
者同伴で当日直接会場へ■問先＝
足立区医師会（当日時間内のみ）
� ☎3840-3223
区・保健予防係� ☎3880-5892

内容＝水中ウォーキングなど■定
員＝20人（選考）■申込＝申込書を
郵送または持参　※申込書はスイ
ムスポーツセンターで配布するほ
か、区のホームページからもダウ
ンロード可■申込期間＝2月26日
～4月19日必着■場・申・問先＝
スイムスポーツセンター（うきうき
館）（3月18日㈪、4月15日㈪を除く）　
〒121-0812西保木間4-10-1
� ☎3850-1133
■問先＝介護予防・生活支援担当
� ☎3880-5642

日 付（2/1〜15） 1 4 5 6 7 8 12 13 14 15
測定値（マイクロシーベルト／時）0.07 0.06 0.07 — 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

�放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304
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郵送申し込み記入例
切 手

〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です
トップ画面の検索バーにタイトルなどを
入力することで、簡単にアクセスできます。

◯◯◯講座 検索検索



仕事・産業もの忘れ相談（3月分）

■日程等＝表2■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電
話または窓口

表2　もの忘れ相談（3月分）日程等
場・申・問先

（地域包括支援センター） 日程
さの ☎5682-0157 9㈯
鹿浜 ☎5838-0825 14㈭
千寿の郷 ☎3881-1691 5㈫
中央本町 ☎3852-0006 14㈭一ツ家 ☎3850-0300
日の出 ☎3870-1184 6㈬
保木間 ☎3859-3965 7㈭
六月 ☎5242-0302 1㈮

若年性認知症
本人・家族交流会

■日時＝3月9日㈯、午後1時30
分～3時■場所＝総合ボランティ
アセンター■対象＝区内在住で若
年性認知症と診断を受けた方と家
族■定員＝20人（2月26日から先
着順）■申込＝電話または窓口■
申・問先＝認知症施策推進担当
� ☎3880-5885

内職相談窓口の移転・一時休止
■移転日＝4月1日㈪　※移転準
備のため、現在の東京芸術セン
ター8階・就労相談室での相談受
け付けは3月8日㈮で終了■移転
先＝勤労福祉会館（綾瀬プルミエ
内）■問先＝就労・雇用支援係
� ☎3880-5469
勤労福祉会館（4月1日から）
� ☎3838-3581

休日接骨院当番所（3月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

3㈰
加藤接骨院（花畑6-23-8） 3883-8525
森山接骨院（梅島2-3-16） 3849-4747

10㈰
ひいらぎ接骨院（西新井5-6-6-103高橋ハイツ） 3896-0770
ますざわ整骨院（花畑4-30-13） 3884-0708

17㈰
松原接骨院（花畑4-14-12） 3885-5338
柳沼整骨院（古千谷本町1-10-2） 3897-7451

21㈷
田村接骨院（六木4-5-24） 3628-3914
力神堂整骨院（本木1-21-1） 3887-5804

24㈰
多田接骨院（青井3-37-19セザールマンション102） 3886-4152
橋本整骨院（西新井栄町2-5-1） 3880-6958

31㈰
千住名倉諸接骨院（竹の塚1-35-9） 3850-1313
高沢整骨院（谷中4-11-4） 3628-5080

※ いずれも時間は午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

申・問先
（地域包括支援

センター）
日時 内容等

伊興
☎5837-1280

19㈫、
午後2時～3時30分

講習会「エンディングノートの活用につ
いて」　場所=ウエルガーデン伊興園（伊
興3-7-4）　定員=20人　期限＝16㈯

西新井本町
☎3856-6511

25㈪、
午後1時30分～
2時30分

講習会「老い支度」　場所＝介護老人保
健施設レーベンハウス（西新井本町2-23-
1）　定員＝12人

日の出
☎3870-1184

①15㈮
②27㈬、
いずれも
午後1時30分～3時

①家族介護者教室「エンディングノート
について」　②脳を鍛えて認知症予防
「こくご」　場所=①総合ボランティア
センター　②千住あずま住区センター　
いずれも、定員=40人

保木間
☎3859-3965

26㈫、
午後2時～3時30分

講習会「エンディングノートについて」
場所=花畑地域学習センター　定員
=20人

※�いずれも、■申込＝電話または窓口。2月26日から先着順（月～土曜日、午前9
時～午後5時）

地域包括支援センター介護（予防）教室（3月分）

献血（3月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

8㈮ 綾瀬警察署（谷中4-1-24） 午前9時30分～11時30分／
午後1時～4時

14㈭ 西新井消防署（伊興2-5-11） 午前9時30分～11時30分／
午後0時45分～3時30分

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝ ▷献血の条件…東京都赤十字血液センター ☎5272-3523

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891

人材募集

保育園・こども園保育補助
従事登録（臨時職員）
■勤務内容＝保育補助・雑務■勤
務条件＝週30時間・1日6時間以
内（午前7時30分～午後7時30分）　
※曜日・時間は応相談■報酬＝勤
務時間、保育士資格の有無により
異なる　※対象など、くわしくは

公募・ボランティア

野鳥モニター
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…20歳以上／区内在住・在勤・

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　※募
集がある場合に区から登録者本人
へ連絡し、登録者本人が募集中の
園へ応募■申・問先＝保育人事計
画担当
☎3880-5445� ﾌ3880-5641

在学または区内の自然環境に関わ
る活動をしている／野鳥を識別で
きる　※4月に実施予定の基礎研
修会への参加が必要■内容＝奇数
月に、指定された地域の野鳥生息
調査（午前6時～10時の間で2時間
程度）と報告／活動報告会・研修
会などへの出席■任期＝基礎研修
会終了後～2020年3月31日■報
酬＝野鳥生息調査報告1回につき
1,000円■募集人数＝3人程度（選
考）　※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。■
期限＝3月13日㈬必着■問先＝環
境事業係� ☎3880-5860

総推薦数
1,660件！

テーマ　「町の中華」おすすめのお店と一品（店舗名の50音順）
店舗名（所在地） 一品 主な推薦コメント

秋
あき

田
た

軒
けん

（保木間2-19-11） 餃
ギョーザ

子
ジューシーかつビッグサイズ
で食べごたえ抜群

新
しん

興
こう

軒
けん

（東保木間2-23-4）
豚丼 豚肉と野菜がたっぷりで若者

でも満腹間違いなし

担
たん

々
たん

麺
めん

 琉
る

帆
ぱん
（RuPaN）

（栗原1-18-8）
担々麺 辛さを調節してくれるので、

自分だけの担々麺を味わえる

中
ちゅう

華
か

 太
たい

鼓
こ

番
ばん

（梅田7-24-11）
かた焼きそば ボリューム満点の料理と気さ

くな店主夫婦が迎えてくれる

中
ちゅう

華
か

麺
めん

ダイニング 鶴
つる

亀
かめ

飯
はん

店
てん

（千住仲町19-5）
四川担々麺 絶妙なピリ辛さと香ばしいごま

が相性抜群

中華料理 萬
ばん

龍
りゅう

軒
けん

（中央本町4-12-12）
餃子 ずばり安くておいしい。店主

の人柄も好感度大

中
ちゅう

国
ごく

料
りょう

理
り

 辰
たつ

善
ぜん

（神明南2-7-18）
チャーハン お米がパラパラで味付けも絶

妙な仕上がり

N
ニ ヒ ロ
IHIRO

（千住3-55）
餃子 味はもちろん、見た目の焼き

色も美しい

味
み

好
よし

（綾瀬4-20-16） サブちゃん炒
いた

め
濃いめのみそ味にガツンと利
いたニンニクがくせになる

やよい中華料理
（梅田2-9-10） ラーメン なんだかほっとする、鶏

とり
がら

スープの昔ながらの中華そば

総推薦数総推薦数
1,660件！1,660件！第2回 あだちの輝く

お店セレクション 決定！
～　「町の中華」おすすめのお店と一品　～

　区内の輝いているお店とその一品を募集・発表し、地域の活性
化をめざす魅力発信事業｢あだちの輝くお店セレクション｣。皆さ
んからの推薦で決定した上位10店を発表します。お気に入りの一品
を探しに、ぜひお店へ足を運んでみてください。
■問先＝商業振興係　☎3880-5865 あだちの輝くお店 検索

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　ﾌ3880-5754

気づいてください
ヘルプマーク

区施設（図書館・スポーツ施設など）は
施設ごとに　　　　  を定めています定期休館日

■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 3




