
都では、東京大空襲などをはじめ戦災で亡くなられた方々の冥福と世界平和を祈念する式典を開催し、その中で、午後2時から1分間の
黙とうを行います。皆さんも黙とうにご協力ください。■問先＝都・文化事業課　☎5388-3141／区・人権推進係　☎3880-5497

3月10日㈰は
「東京都平和の日」

暮らし・まちづくり

NPO活動支援センター
登録団体�募集
■対象＝区内で活動するNPO・
社会貢献活動団体■内容＝NPO
活動支援センターの施設（ロッ
カー・会議室・印刷室など）の利用、
「公益活動げんき応援事業助成金」
の申請、「あだちNPOフェスティ
バル」への出展、区民に向けた活
動情報の発信などが可能■申込＝
窓口　※現登録団体は、2月中旬
に郵送した書類を確認■期限＝3

選挙は様々な方法で
投票が可能です

◆障がいなどのある方は郵便で
　投票ができます
■対象＝表1のいずれかに当ては
まり、自分で投票用紙に記入がで
きる方■内容＝「郵便等投票証明
書」の交付を受けることで、郵便
での投票が可能■申込＝本人また
は代理人が、身体障害者手帳、戦
傷病者手帳、介護保険被保険者証
のいずれかを持参　※確認後、申

表1　郵便等投票の対象
手帳などの種類 障がいなどの程度

身体障害者手帳

両下肢／体幹／移動機能 1・2級

心臓／じん臓／呼吸器／ぼう
こう／直腸／小腸 1・3級

免疫／肝臓 1～3級

戦傷病者手帳
両下肢／体幹 特別項症～第2項症

心臓／じん臓／呼吸器／ぼう
こう／直腸／小腸／肝臓 特別項症～第3項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5
※身体障害者手帳に「社会生活活動制限」の記載がある方を除く
※表に当てはまり、上肢障がい1級または視覚障がい1級の方は、代理人による
　投票制度あり。投票方法など、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。

5月26日執行の足立区議会議員・
足立区長選挙�立候補予定者
説明会
■日時＝3月19日㈫、午後1時30分
開始■場所＝区役所■対象＝▷足
立区議会議員選挙立候補予定者…
25歳以上で当該選挙の選挙権を有
する日本国民　▷足立区長選挙立
候補予定者…25歳以上の日本国民　
※いずれも2019年5月26日現在■
内容＝立候補届出書類、選挙運動、

請書を配布。申請書の氏名は必ず
本人の直筆が必要。後日、「郵便
等投票証明書」を発行。証明書発
行までに1カ月以上かかる場合あ
り■申・問先＝選挙管理委員会事
務局�管理係� ☎3880-5581
◆海外からの投票
■対象＝区の選挙人名簿に登録さ
れていて海外転出予定の方／海外
に3カ月以上住所を有する方■内
容＝在外選挙人名簿へ登録するこ
とにより、国政選挙（衆議院議員選
挙および参議院議員選挙）に限り
投票が可能　※登録方法など、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＝選挙管理委員会事務局�選
挙係� ☎3880-5531

月23日㈯■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

公費負担に関する説明　※立候補
に必要な書類の配布あり。立候補
予定者1人につき計2人まで説明会
に参加可■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝選挙管理委員会
事務局�管理係� ☎3880-5581

（東京都優秀技能者）

　極めて優れた技能を持ち、ほかの技能
者の模範であると都が認定する「東京マ
イスター」。今年度、東京本

ほん

染
ぞめ

ゆかた・
てぬぐいを製造する旭染工㈱（花畑2-14-
6）の阿部さんが、新たに認定されました。
■問先＝広報係� ☎3880-5815

染物一筋50年

旭
あさひ

染工㈱　阿
あ

部
べ

晴
はる

吉
よし

さん

　表裏で色の濃さが変わることなく、深み
のある色味に仕上がるのが特徴の染色技法
「注

ちゅう

染
せん

」。この技術を持つ足立区唯一の染物
工場、旭染工㈱の社長を務める阿部さん。「約
40枚もの木綿を同時に、すべて均等に美し
く染め上げる。長年の経験で培った注染の
技術が認められた」と語る彼は、この道50年以上の経験を誇る大ベ
テランだ。
　自社の若手職人育成に力を注ぐだけでなく、誰でも気軽に染物を
体験できる「注染実習塾」の立ち上げに携わるなど、染物産業の未来
を見据えた活動にも取り組んできた。「成長途上の職人をしっかり育
ててあげたい。だから、まだしばらくは引退できないね」。阿部さん
の職人人生はこれからも続く。

染物の未来を守る熟練職人

　極めて優れた技能を持ち、ほかの技能
者の模範であると都が認定する「東京マ
イスター」。今年度、東京
てぬぐいを製造する旭染工㈱（花畑2-14-
6）の阿部さんが、新たに認定されました。

染物一筋50年

旭
あさひ

▲反物が青空を舞う様子は、
優雅に泳ぐこいのぼりを彷

ほう

彿
ふつ

とさせる

30年度東京マイスター

　ものづくり産業の活性化を図るため、台東区（T）・荒川区（A）・
足立区（A）・墨田区（S）・葛飾区（K）の5区共同で、新製品コンテ
スト「TASKものづくり大賞」を毎年開催しています。30年度は全
61点の応募のうち、足立区から2点が優秀賞に選ばれました。受
賞製品など、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＝産業振興課�ものづくり振興係� ☎3880-5869

T
タ ス ク

ASKものづくり大賞 受賞製品発表

TASKものづくり大賞 検索検索
☎3880-5869

「名
め い

刀
と う

 紙
か み

切
き り

丸
ま る

」 ㈱丸庄優秀賞

▲ 特殊な厚紙をカットし、手作業で
組み立てた製品。日本刀そっくり
な見た目が特徴

「K
か

AW
わ

A-O
お り

RI」 ㈲篠原刃型優秀賞

▲ 折り紙の本革版ともいえる製品。折っ
て楽しんだ後は、インテリアとして
飾って楽しむこともできる

　仏像を彫る音、篠
しの

笛
ぶえ

を奏でる音、心地よいリズムを刻む印刷機
の音。街に残るものづくりの音とともに、過去から現在、そして未
来へ技をつないでいく職人たちの動画を配信しています。ぜひご
覧ください。■問先＝報道広報課�広報係� ☎3880-5514

「動画 d
デ

e あだち」で映像公開中！
２月の区広報番組のテーマは、「ものづくり」と「音」

「動画 de あだち」では様々な動画を配信中！

すべて紙製のペーパーナイフ 本革製の折り鶴

▲コチラで
配信中

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。



東日本大震災追悼の
黙とうにご協力を

3月11日㈪で、東日本大震災から8年が経ちます。当日、国立劇場で実施される追悼式では、発災時刻の午後2時
46分から1分間の黙とうを行います。皆さんも黙とうにご協力ください。■問先＝総務係� ☎3880-5821

表2　2019年度特別区職員採用試験・選考日程

試験職種 告示
申し込み受け付け

1次試験・
選考

最終合格
発表郵送

（消印有効）
インター
ネット

Ⅰ類
3/19㈫ 3/19～

4/2
3/19～

4/4 5/5㈷

▷7/29㈪…
技術系※

▷8/5㈪…
そのほか

Ⅰ類
【土木・建築新方式】 7/29㈪

Ⅲ類
6/20㈭ 6/20～

7/23
6/20～
7/25

9/8㈰
11/15㈮経験者 9/1㈰

障がい者 9/8㈰
※…土木、造園、建築、機械、電気

■対象＝2019年度特別区（東京
23区）職員採用試験・選考受験希
望者■採用試験・選考日程＝表2
■試験案内配布場所＝東京23区
の区役所、特別区人事委員会事務
局�任用課　※各告示日以降に配
布。受験資格など、くわしくは試験

案内またはホームページを参照
■問先＝特別区人事委員会事務
局�任用課�採用係�☎5210-9787
ﾎhttp://www.tokyo23city.
or.jp/saiyou-siken.htm
区・人事係� ☎3880-5831

あなたも特別区（東京23区）職員をめざしませんか

審議会等の公開（3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

足立区建築審査会 6㈬ 午後4時～5時

区役所

建築調整課 用途照会係
☎3880-5943

30年度第4回足立区
成年後見制度審査会 14㈭ 午後2時30分～

4時30分
高齢福祉課 権利擁護推進係

☎3880-5982
第2回足立区緑の
基本計画改定審議会 15㈮ 午後3時～5時 みどり推進課 計画係

☎3880-5423

足立区環境基金審査会 19㈫ 午前9時～正午 環境政策課�計画推進係
☎3880-6049

第7回足立区文化・
読書・スポーツ総合
推進会議

22㈮
午後2時～4時

文化・読書・スポーツ
計画担当課�文化・読書・
スポーツ計画担当

☎3880-5647
足立区地域保健福祉
推進協議会 27㈬ 福祉管理課�調整担当

☎3880-6223
第6回足立区総合交通
計画改定協議会 28㈭ 午前10時～正午 交通対策課�交通計画係

☎3880-5718

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）

催し物は、
6面に続きます

陶芸体験教室
■日時＝3月16日㈯、午前10時～11
時30分／午後1時～2時30分■場

完了検査を�
受けない建築工事は違反です
　建築主は、建築工事の完了時に
検査を受ける必要があります。検
査は建築確認申請書類を提出した
検査機関や区に申請してください。
検査に合格すると証明書が発行さ
れます。また3階以上の建物では、
工事期間中に中間検査も必要にな
ります。工事が進んでしまうと中
間検査が受けられない場合もあり
ますのでご注意ください。手続き
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＝審査第一・
第二係� ☎3880-5276・7

宿泊施設インフォメーション（5月分）
◆鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表3■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＝3月1日～10日消印有効　※3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、4月1
日㈪から利用希望日の3日前までに予約
表3　宿泊施設利用日等（5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 1～5・11・18・25
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・11・18・25

※ 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。

所＝都市農業公園■対象＝区内在
住・在勤・在学の方■内容＝自由
作品を1人1点作る　※作品の引き
渡しは5月上旬以降■定員＝各16
人（抽選）■費用＝500円（材料費）
■申込＝全員の住所・氏名（フリ
ガナ）・年齢・電話番号、希望時間、
「3月16日陶芸体験教室」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＝3月6日㈬必
着■申・問先＝障がい福祉センター
あしすと社会リハビリテーション室　
〒121-0816梅島3-31-19
� ☎5681-0131

古代の伊興へタイムトラベル��
i
イン

n�伊興遺跡公園
■日時＝3月2日㈯・3日㈰、午前10
時～正午／午後1時～3時■場所
＝伊興遺跡公園■対象＝小学生■
内容等＝▷古代の家づくり体験…
各50人　▷学芸員による竪

たて

穴
あな

住
居のおはなし会…各10人　※い
ずれも先着順。古代についてのク
イズも実施■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝文化財係
� ☎3880-5984

第4回�子どもの未来を�
応援する活動団体交流会
■日時＝3月15日㈮、午後5時～7
時■場所＝区役所庁舎ホール■対
象＝子どもの未来を応援する個
人・団体・企業など■内容＝「デ

イサービスから広がる子ども食
堂」「フードパントリー」「子どもの
起業体験プログラム」をテーマに
した、活動団体の課題発表・グルー
プワーク／区からの情報提供■定
員＝50人程度（先着順。団体・企
業は1組3人まで）■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団体・企業
名、全員の氏名（フリガナ）、電話
番号、Eメールアドレス、「子ども
の未来�交流会」をファクス■期限
＝3月11日㈪■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� ﾌ3880-5610

あだちポスターちゃれんじ
　区では事業の内容が正しく、かつインパクトをもって区民の皆さんに届く
よう、発信力のあるポスター作りに努めています。今年度に制作した選

え

りす
ぐりのポスター約20点から、投票でベスト5を決定します。職員渾

こん

身
しん

の作品
に、ぜひ投票をお願いします。■問先＝プロモーション係� ☎3880-5803

投票の結果は、区
のホームページで
4月8日㈪から公
開。入賞作品は同
日から1週間、区役
所1階区民ロビー
で展示

｢ひと口目は
野菜から｣

投票方法
インターネット

投票B
ボ ッ ク ス

OX
区のホームページから投票

区役所1階区民ロビーで投票
（対象ポスターの展示あり）

3月5日～21日

3月5日～12日

前回の受賞作品はコチラ！

｢スポーツ
カーニバル2017｣準

グランプリ

｢第37回障がい者アート展｣
第3位

グランプリ

チラシ部門の投
票も同時実施！

▲コチラから

第9
回 心をつかむ!

■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




