
30年度 足立区教育委員会
児童・生徒褒賞 受賞者一覧

区長褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績な
どを基準とし、特に優秀な成績を収
めた児童・生徒が対象

―文化―
◆ピアノ
石川めいり（青井小学校4年生）
齊藤煌陽（島根小学校5年生）
林さつき（千寿第八小学校3年生）
安璃音（新田小学校1年生）
◆ポスター
岩浪斐璃（花畑小学校2年生）
◆生け花
野村ひかり（第四中学校2年生）
細井奏乃楽（第九中学校2年生）
桝谷栞奈（梅島小学校5年生）
◆囲碁
清水拓哉（梅島小学校5年生）
◆英語劇
千寿桜堤中学校第三学年有志
◆絵画
大滝響生（加平小学校1年生）
髙橋來（亀田小学校4年生）
◆環境教育
落合琴梨（弥生小学校6年生）
◆作文
本田大河（東綾瀬小学校2年生）
◆書道
鈴木彩華（第四中学校3年生）
冨田百合（弘道小学校6年生）
◆吹奏楽
千寿双葉小学校金管バンド部
第十四中学校吹奏楽部
第六中学校吹奏楽部
花畑西小学校金管バンド部
◆津軽三味線
沢目真直（第四中学校3年生）

◆俳句
上野柊吾（谷中中学校1年生）

―スポーツ―
◆ゴルフ
八木沢浩心郎（本木小学校6年生）
◆サッカー
大橋藍（辰沼小学校6年生）
髙島陸（辰沼小学校6年生）
◆スポーツ吹矢
石山陽輝（栗原北小学校5年生）
◆ダンス
吉岡あおい（第十四中学校2年生）
Ｍ＊＊＄（エムドル）
◆チアダンス
三浦瑠音（東綾瀬中学校1年生）
◆チアリーディング
品川月泉（加平小学校4年生）
地引那奈（花畑西小学校4年生）
◆テコンドー
川岸琉生（平野小学校6年生）
鈴木佑実（第九中学校2年生）
羽住琉希（第四中学校2年生）
山本虎我（弥生小学校2年生）
◆トランポリン
阿久津瑛拓（北鹿浜小学校4年生）
佐藤和真（舎人小学校4年生）
渡辺太一（高野小学校4年生）
◆バドミントン
佐藤策太（栗原小学校5年生）
弓削綾登（梅島小学校5年生）
◆バトントワリング
梅津天音（東加平小学校2年生）
瀧千愛里（東加平小学校4年生）
名田部咲良（東加平小学校6年生）
正岡瑞佳（足立小学校6年生）
◆フライングディスク
薄光琉（栗島中学校3年生）
福田健太（第一中学校3年生）
◆ボート
沢目真直（第四中学校3年生）

◆空手
秋田大和（弥生小学校5年生）
麻生龍太郎（高野小学校5年生）
石川耀二朗（弥生小学校1年生）
遠藤源治（竹の塚小学校3年生）
大江壱矢（弥生小学校3年生）
小田嶋元蔵（弥生小学校5年生）
片岡美月（西伊興小学校4年生）
片岡優月（西伊興小学校4年生）
加藤友粋（亀田小学校1年生）
金山莉聖（六木小学校1年生）
刈込結月（西新井小学校5年生）
刈込和花（西新井小学校3年生）
菊池青空（弥生小学校5年生）
小泉莉奈（亀田小学校5年生）
小場未藍（第九中学校1年生）
小松珠夏（中川小学校4年生）
小峯久佳（渕江第一小学校4年生）
紺野新（亀田小学校4年生）
庄山晃太（第四中学校3年生）
田代彩寧（亀田小学校2年生）
田代遙斗（亀田小学校5年生）
田中詩（亀田小学校6年生）
田中沙和（亀田小学校3年生）
田中優菜（西新井中学校1年生）
梨本詩子（梅島第一小学校4年生）
梨本都（梅島第一小学校4年生）
坂東龍之介（栗島小学校6年生）
深澤佑太（亀田小学校1年生）
福井美咲（中島根小学校4年生）
松谷絆（第十三中学校2年生）
松丸宝誠（弘道小学校6年生）
松本卓斗（亀田小学校2年生）
箕川葉琉（梅島第一小学校3年生）
箕川陽花（梅島第一小学校1年生）
森楓斗（西新井第二小学校4年生）
山本すず（梅島小学校6年生）
山本はな（梅島小学校3年生）
和田柚瑠（亀田小学校2年生）
第四中学校女子空手道部

第四中学校男子空手道部Aチーム
◆剣道
大平翔己（弘道第一小学校6年生）
◆水泳
浅輪一翔（第十二中学校3年生）
川俣紬（長門小学校6年生）
菊池晴（第十一中学校1年生）
仕黒詠士（第十一中学校2年生）
髙橋利駆（西保木間小学校6年生）
濱出咲哉（第十四中学校3年生）
飛知和翔（千寿小学校5年生）
◆太極拳
加藤愛理（第四中学校2年生）
◆卓球
岡野耕大（弘道第一小学校6年生）
◆日本拳法
佐藤伶音（東栗原小学校2年生）
◆野球
尾池仁（第四中学校3年生）
中島誠（第九中学校3年生）
◆陸上
阿部優奈（第十三中学校3年生）
石上栞理（東綾瀬中学校2年生）
笠井あすか（第十三中学校1年生）
齋藤琴美（第六中学校1年生）
塩入百葉（第十四中学校3年生）
須藤翔（第十三中学校3年生）
長榮彩香（第七中学校3年生）
中島涼葉（蒲原中学校3年生）
原楓華（栗島中学校2年生）
福井瑠奈（第十三中学校3年生）
船木奏音（第十三中学校2年生）
堀井海（第十一中学校1年生）
第十三中学校女子リレーチーム
KJR陸上クラブ
KJR Legacy
◆K-1
宮﨑雄大（栗原北小学校5年生）

　様々な文化行事やスポーツ大会などで優秀な成績を収めた児童・生徒
に褒賞を行っています。中でも特に優秀な成績の児童・生徒には区長褒
賞を贈っています。■問先＝学校支援課 庶務係 ☎3880-5961

（敬称略／個人・団体別50音順）

教育委員会褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績な
どを基準とし、優秀な成績を収めた
児童・生徒が対象

―文化―
◆ピアノ
岡野花菜（弥生小学校3年生）
髙橋空（第四中学校2年生）
◆プログラミング
渡邉悠（第十中学校3年生）
◆ポスター
紺野菜々美（第十中学校1年生）
罇見梨緒（第十中学校2年生）
仲西琉夏（第十中学校3年生）
中野慧（第六中学校2年生）
◆ロボットコンテスト
疾風勁草（谷中中学校）
西新井中学校WKWK
◆絵画
加藤さくら（第十中学校3年生）
戸田裕人（足立入谷小学校3年生）
早川優花（第十中学校2年生）
山田ちひろ（第十中学校2年生）
◆家庭科作品部門
志村柚香（六月中学校3年生）
◆作文
阿部祐香（西新井中学校3年生）
大井碧純（入谷南中学校3年生）
◆書道
成瀬日和（新田中学校1年生）
◆調べ学習
青栁清流（扇中学校3年生）
鈴木夏音（扇中学校3年生）
原田くるみ（扇中学校3年生）
武藤さくら（扇中学校3年生）
◆吹奏楽
第十一中学校吹奏楽部
西新井中学校吹奏楽部Aチーム
西新井中学校吹奏楽部Bチーム
◆俳句
遠藤菜 （々東綾瀬中学校3年生）
杉本優花（千寿双葉小学校6年生）
髙野玲奈（西保木間小学校3年生）
◆民謡
青木煌聖（綾瀬小学校2年生）

―スポーツ―
◆ゴルフ
齋藤光（渕江中学校3年生）
◆サッカー
守田昌矢（千寿第八小学校6年生）
◆スポーツ吹矢
森内聖空（栗原北小学校5年生）
◆ダンス
落合瑚 （々新田中学校2年生）
山上夕空（新田中学校2年生）
everybody Jr.
◆テニス
武藤みなみ（弘道小学校5年生）
◆トランポリン
矢ヶ部楓（入谷南中学校2年生）
◆バスケットボール
第十三中学校七組バスケットボールチーム
◆バドミントン
西新井中学校バドミントン部
◆バトントワリング
早川実夢（第四中学校2年生）
福田歩未（足立小学校6年生）
米山美悠（栗島小学校1年生）
米山悠翔（栗島小学校4年生）
レインボースター
◆フェンシング
貫井由羅（第一中学校1年生）
◆ボウリング
靱海翔（伊興中学校3年生）
◆レスリング
市川悠人（中島根小学校5年生）
川井慧太（江北桜中学校2年生）
内藤暖次朗（千寿常東小学校4年生）
◆空手
石橋飛鳥（第十四中学校2年生）
板橋秀賢（北三谷小学校3年生）
宇都宮凜（第四中学校2年生）
遠藤一誠（竹の塚小学校4年生）
大江新菜（弥生小学校1年生）
落合凪彩（渕江中学校1年生）
片岡恒惺（西伊興小学校4年生）
金山騎士（六木小学校3年生）
上村俊太（第四中学校1年生）
木村悠士（綾瀬小学校3年生）
小泉莉瑚（第九中学校1年生）
小場太陽（亀田小学校5年生）
小林虎太郎（第四中学校2年生）
紺野陽（亀田小学校2年生）

佐藤大空（第四中学校3年生）
佐藤宥良（東渕江小学校6年生）
猿田莉子（渕江中学校1年生）
㠀田杏（第四中学校3年生）
白幡大弥（保木間小学校5年生）
鈴木健太（第四中学校1年生）
鈴木遼人（足立小学校4年生）
平蒼也（亀田小学校3年生）
田口千夏（渕江中学校3年生）
土屋りりぃ（渕江小学校5年生）
土屋るな（渕江小学校3年生）
中澤翼（弘道小学校6年生）
中村花音（第四中学校1年生）
長谷川杏純（栗島中学校1年生）
林咲里（第四中学校1年生）
深澤良太（亀田小学校6年生）
藤井夏紀（第四中学校1年生）
古川昂太（扇小学校3年生）
古谷結衣（亀田小学校2年生）
三宅琴梨（亀田小学校5年生）
吉越蒼太（江北小学校1年生）
米盛新（東綾瀬中学校1年生）
亀田小学校（小学１・２年）
亀田小学校（小学５・６年）
第四中学校男子空手道部Bチーム
◆剣道
杉本海龍（舎人小学校3年生）
◆柔道
岩村瑛太（西新井第二小学校6年生〈学
校名・学年は大会参加当時〉）
倉田夏苗（鹿浜五色桜小学校6年生）
小柴愛梨奈（中川小学校4年生）
嶋貫蓮（亀田小学校5年生）
田中利門（花畑小学校5年生）
德田尊大（扇中学校2年生）
二瓶響太（弘道小学校6年生）
二瓶綾介（弘道小学校6年生）
松岡琳太郎（谷中中学校3年生）
◆少林寺拳法
三木海里（中川小学校3年生）
三木大地（中川小学校5年生）
◆新体操
花畑中学校新体操部
◆水泳
石田久士（西伊興小学校2年生）
大嶋愛佳（花畑西小学校5年生）
柏﨑幹太（栗原小学校6年生）
金井梨奈（西新井第二小学校6年生）

中村果歩（綾瀬小学校6年生）
羽田安吾（新田小学校1年生）
割方唯寧（梅島小学校2年生）
第十四中学校水泳部
◆相撲
平一恋（弘道小学校2年生）
横山司（第十一中学校1年生）
◆太極拳
大越円花（亀田小学校4年生）
◆卓球
杉田蓮（弘道小学校4年生）
檜山夏望（栗原小学校6年生）
◆野球
生内幸（渕江中学校3年生）
ブラックキラーズ
プレジデントジュニア
◆陸上
阿部優希（第七中学校1年生）
池田斗摩（第七中学校2年生）
伊藤優真（第十一中学校2年生）
入澤迪也（栗島中学校2年生）
岩田侑大（花畑北中学校3年生）
大野華奈（第十一中学校2年生）
岡野凛々花（第七中学校2年生）
奥田遥斗（栗島中学校3年生）
勝野遥（第六中学校3年生）
川田愛音（花畑北中学校3年生）
川西彩巴（第十四中学校3年生）
木嶋彩巴（第十三中学校2年生）
小林美代（栗島中学校2年生）
茂野葉湖（第十一中学校1年生）
鈴木真帆（第六中学校2年生）
照井樹（鹿浜菜の花中学校1年生）
中野咲菜（第一中学校2年生）
中村愛友（第七中学校1年生）
林郁斗（第十四中学校1年生）
深澤美優貴（第十三中学校3年生）
福田真之（第七中学校1年生）
保坂萌（第十一中学校1年生）
山内虎次郎（第十一中学校1年生）
山田雪乃（第七中学校3年生）
吉原萌々子（第六中学校3年生）
栗島中学校女子リレーチーム
第十一中学校女子駅伝チーム
第十一中学校男子駅伝チーム
第十一中学校二年女子リレーチーム
第十四中学校陸上競技部
第七中学校女子リレーチーム

日 付（2/18～28） 18 19 20 21 22 25 26 27 28
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 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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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

健康カレンダー（4月・5月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター 江北 ☎3896-4004
 ﾌ3856-5529 千住 ☎3888-4277

 ﾌ3888-5396 竹の塚 ☎3855-5082
 ﾌ3855-5089

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）
 ☎3880-5351
 ﾌ3880-6998

東部 ☎3606-4171
 ﾌ5697-6561

心の健康相談 ★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど

4/19㈮、5/30㈭、
午後

�4/26㈮、5/23㈭、
午後

4/9㈫・25㈭、5/14㈫・
17㈮、午後

4/11㈭、5/8㈬、
午後

�4/24㈬、5/14㈫、
午後

酒害グループミーティング － － － 4/25㈭、5/23㈭、
午後 －

思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など － － － － 4/10㈬、5/22㈬、

午後
こんにち歯

は
ひろば ★

※9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

4/3・17、5/15・29、
いずれも水曜日、午後

�4/9・23、5/14・21、
いずれも火曜日、午後

4/18㈭・23㈫、5/14㈫・
30㈭、午後／
5/23㈭、午前

4/8㈪・18㈭、5/16㈭・
20㈪、午後

4/11㈭・24㈬、5/16㈭・
22㈬・29㈬、午後

子育てと栄養相談　※乳幼児の
身長体重測定・歯の相談あり

4/12㈮、5/10㈮、
午前9時15分～10時

�4/10㈬、5/8㈬、
午前9時15分～10時

4/2㈫、5/7㈫、
午後1時～2時

4/23㈫、5/21㈫、
午前9時15分～10時15分

4/3㈬、5/8㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
4/11㈭、5/9㈭、午後1時30分～2時…HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のみの即日検査（当日結果を説明〈判定保留は別途説明〉）
4/25㈭、5/23㈭、午後1時30分～2時…HIVと性感染症（梅毒、クラミジア）の検査（結果は翌月第2木曜日の来所時に説明）
▷検査…場所は中央本町地域・保健総合支援課（足立保健所内）で、電話または窓口で受け付け　▷エイズ相談…3/29㈮までは保健セ
ンター、4/1㈪からは感染症対策課�防疫係（☎3880-5747／ﾌ3880-5371）で随時受け付け

予約が必要　★…専門医による相談　※いずれも、保健師、栄養士、歯科衛生士が随時相談を受け付け
※東部保健センターは、大谷田3-11-13に一時移転中。電話番号は変更なし

子育て・教育 こどものぜん息水泳教室
（10日制）
■日時＝5月15日～7月17日の毎
週水曜日、午後3時30分～5時30
分■場所＝スイムスポーツセン
ター（うきうき館）■対象＝ぜん息
を治療中の4歳～中学生　※保護
者の送迎が必要■内容＝医師や看
護師の体調管理のもと、指導員が
年齢や泳力に応じた泳法を指導■
定員＝60人（抽選）　※参加回数
の少ない方優先■申込＝電話また
は住所、氏名、年齢（学年）、電話
番号、「ぜん息水泳教室」をファク
ス■申込期間＝3月11日～25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3880-0041

児童の発達に関する相談 
■日時＝毎週月～土曜日、午前8
時30分～午後5時■対象＝18歳
未満の方の家族など■内容＝発達
に関する悩みや心配事についての
相談■申込＝電話または住所、氏
名（フリガナ）、生年月日、電話・ファ
クス番号、相談内容をファクス■
場・申・問先＝こども支援センター
げんき支援管理課 発達支援係
☎5681-0134 ﾌ3852-2864

小学校に入学する子どもの
保護者に4月から利用できる
医療証を送付

■対象＝24年4月2日～25年4月
1日生まれの子ども■内容＝4月1
日から乳医療証（乳幼児医療証）を
子医療証（子ども医療証）に切り替
え　※対象者の保護者に、4月1
日から使用できる子医療証を3月
下旬に送付。乳医療証は窓口また
は郵送で返却■問先＝児童給付係
 ☎3880-6492

竹の塚で「教育相談・
チャレンジ学級」がオープン

■開設日＝4月1日㈪■開所日時
＝月～土曜日、午前8時30分～午
後5時15分■場所＝こども支援セ
ンターげんき竹の塚教育相談（竹
の塚6-3-13竹の塚SEビル2階）
■対象＝区内在住の不登校などで
悩んでいる子ども■内容＝個別面
接／学校復帰や進学・就労をサ
ポートする「チャレンジ学級」での
学習支援、小集団活動など■申込
＝電話または住所、氏名（フリガ
ナ）、年齢（学年）、電話・ファク
ス番号、相談内容、「竹の塚教育
相談」をファクス■申・問先＝教
育相談係
☎3852-2872 ﾌ3852-2864
竹の塚教育相談担当（4月1日から）
☎5851-8507 ﾌ5851-8508

ひとり親家庭の子どもに
家庭教師を派遣

■期間＝決定後～2020年3月末
■対象＝児童扶養手当を受給中ま
たは同等の所得水準であるひとり
親家庭の小学4年生～中学生■内
容＝学習習慣を身につけるため、
民間事業者の講師を家庭に派遣　
※条件あり。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。■定員＝10人
程度（抽選）■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■期限＝3月19日㈫■申・
問先＝ひとり親家庭支援担当
 ☎3880-5932

イライラしない子育て講座
（入門編）
■日時＝4月13日㈯、午前10時
～正午■対象＝区内在住で3歳～
小学生の保護者■内容＝より良い
親子関係を築くために、しつけの
具体的なポイントを学ぶ■定員＝
20人（抽選）　※子ども同伴での
受講不可。保育あり（要予約、1
歳～就学前の子ども、10人程度）
■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■
期限＝3月25日㈪■場・申・問先
＝こども支援センターげんきこど
も家庭支援課 事業係
 ☎3852-2863

税金・国保・年金

軽自動車税の
減免申請手続きは
5月30日㈭までに

■対象＝一定の障がいのある方、
生活保護を受給中の方など　※軽
自動車税の支払い前に申請が必
要。手続き方法など、くわしくは
5月10日㈮発送予定の軽自動車税
納税通知書に同封の案内や区の
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＝軽
自動車税係
☎3880-5848 ﾌ5681-7665

中学校を卒業する
子どもなどの医療証は
返却してください

■対象＝15年4月2日～16年4月1
日生まれで子医療証を持っている
方／12年4月2日～13年4月1日生
まれの方と親医療証（ひとり親家
庭等医療証）申請者のみの家庭■
内容＝医療費助成が3月31日で終
了。医療証は窓口または郵送で返
却　※身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳を持って
いる方は、障受給者証（心身障害
者医療費助成受給者証）の対象に
なる場合あり■問先＝▷子医療証

…親子支援課 児童給付係
	 ☎3880-6492
▷親医療証…親子支援課 親子支
援係	 ☎3880-5883
▷障受給者証…（身体・知的）障が
い福祉課 障がい給付係
 ☎3880-5472

（精神）中央本町地域・保健総合支
援課 精神保健係（足立保健所内）
	 ☎3880-5358

廃車手続きをしないと
バイクや軽自動車に
税金がかかります

　軽自動車税は毎年4月1日現在、
バイクや軽自動車を所有している
方や登録がある方に課税されま
す。次に当てはまる車両は3月29
日㈮までに廃車手続きをしてくだ
さい。■対象車両＝盗難に遭った

（警察に盗難届を提出後、廃車手
続きが必要）／譲渡・売却・解体
したが廃車手続きをしていないな
ど　※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＝▷原動機付自転車（排気量
125㏄以下のバイクなど）…区・
軽自動車税係
☎3880-5848 ﾌ5681-7665
▷軽二輪車・二輪の小型自動車（排
気量125㏄超のバイク）…東京運輸
支局 足立自動車検査登録事務所
 ☎050-5540-2031
▷軽三輪・軽四輪自動車…軽自動
車検査協会 足立支所
 ☎050-3816-3102

税金・国保・年金は、
4面に続きます

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

2015年4月に食品表示法が施行され、食品表示のルールが変更されました。完全移行後は旧基準の表示が使えなくなりますので、食品関連事業者は早めに対応しましょう。　※変更内容
など、くわしくは消費者庁ホームページ（http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/）をご覧ください。■問先＝足立保健所生活衛生課 食品保健係 ☎3880-5363

2020年4月1日 食品表示
は新基準へ完全移行

■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 3


