
子育て・教育

子どもの医療費を助成
■対象＝区内在住で、健康保険に
加入している中学3年生以下（15歳
に達した日以降、最初の3月31日
まで）の子どもを養育している保護
者　※保護者の所得制限なし■内
容＝保険診療による医療費の自己
負担金の助成　※入院時の食事療
養費を除く■申請に必要なもの＝
申請書／子どもの健康保険証（出
生後、手続き中の場合は加入予定
のもの）／印鑑■申込＝申請書な
どをｿへ郵送または持参　※申請
書は親子支援課 児童給付係、足立
福祉事務所 各福祉課で配布する
ほか、電話での請求や区のホーム
ページからもダウンロード可■申
先＝▷郵送・持参…親子支援課 児
童給付係　▷持参のみ…足立福祉
事務所 各福祉課■問先＝児童給
付係 ☎3880-6492

学生用・遠隔地用保険証を交付
■内容＝扶養している子どもが区
外に転出しても、引き続き区の国
民健康保険証を使用できる■交付
する保険証＝▷扶養している子ど
もが単身で区外に居住し、修学す
る場合…学（学生用）の保険証　▷
扶養している子どもが区外の児童
福祉施設に入所する場合…遠（遠
隔地用）の保険証　※申請方法な
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

休日接骨院当番所（4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

7㈰ 帝京科学大学千住大橋接骨院（千住橋戸町11-4） 6806-1717
なごみ接骨院（足立4-38-10�1階） 6807-2704

14㈰ 羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623
ひいらぎ接骨院（西新井5-6-6-103高橋ハイツ） 3896-0770

21㈰ 玉沢接骨院（中央本町3-13-15-102） 3852-2403
まきの整骨院（梅島1-8-4-101） 3852-4900

※�いずれも時間は午前9時〜午後5時。10連休（4月27日〜5月6日）の案内はあだ
ち広報4月10日号に掲載予定

■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係� ☎3880-5891

ださい。■問先＝資格賦課担当
 ☎3880-5240

健康・衛生

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

■期間＝4月1日〜2020年3月31日
■対象＝次のいずれかに当てはま
る方…2019年度に65・70・75・80・
85・90・95・100歳になる／2019年
度に101歳以上になる／60〜64歳
で身体障害者手帳1級相当の内部
疾患がある　※いずれも過去に23
価肺炎球菌ワクチンを接種したこ
とがない方対象。過去に区の助成制
度を利用したことがない対象年齢
の方へ3月下旬に予診票を送付■
費用＝4,000円（自己負担金）　※生
活保護・中国帰国者等支援給付金
受給者は自己負担金免除■申込＝
予診票を持参し、直接指定医療機
関へ■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

ｶウォーキング教室
（4月～6月分）

■日時等＝▷4月9日㈫…西新井
さかえ公園・都市農業公園お花見
コース（7㎞・西新井さかえ公園
集合）　▷5月12日㈰…千住ほん
ちょう公園・上野公園健脚コース

（12㎞・千住ほんちょう公園集合）　
▷5月26日㈰…しょうぶ沼公園・
都立東綾瀬公園（ハト広場）コース

（7㎞・しょうぶ沼公園集合）　▷6
月21日㈮…六町公園・亀有公園
コース（8㎞・六町公園集合）　※4
月9日、6月21日は午前9時集合。
5月12日・26日は午前8時30分集
合。いずれも雨天中止■対象＝区
内在住・在勤・在学でおおむね
65歳以上の方■内容＝指導員に
よる区内を中心としたウォーキン
グ■定員＝各50人（3月26日から
先着順）■申込＝電話または住所、
氏名、年齢、電話番号、希望コー
ス名（1人3コースまで）、「ウォー
キング教室」をファクス■申・問先
＝スポーツ振興課 振興係
☎3880-5826 ﾌ3880-6028

感染症の公費負担申請・
相談窓口が移転

　保健センターなどで受け付けて
いる感染症の公費負担申請・相談
を、4月から新設する感染症対策
課（足立保健所内）に一本化しま
す。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。■移転先＝足立保健所■
問先＝保健予防課 感染症対策係

（4月1日から足立保健所感染症対
策課 防疫係） ☎3880-5747

献血（4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

6㈯・7㈰
都立舎人公園
（舎人公園�千本桜まつり会場）
※荒天中止

午前9時30分〜10時30分／
午前11時45分〜午後3時30分

13㈯ 西新井駅西口 午前10時〜11時30分／
午後1時〜4時

23㈫・24㈬ 東京電機大学�東京千住キャンパス
（千住旭町5）

午前10時〜11時／
午後0時30分〜4時30分

29㈷ 都立舎人公園（舎人公園駅西口側）　
※雨天中止

午前9時30分〜11時45分／
午後1時〜3時

※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

福祉・高齢医療

「発達障がい」についての
保護者の学習会（ペアレント
トレーニング）（7日制）

■日時＝5月〜9月の水曜日（月2
回程度）、午前10時〜正午■対象
＝区内在住で発達障がいのある小
学生の保護者■内容＝学齢期の発

福祉タクシー券の交付と
自動車燃料費の助成

◆福祉タクシー券の交付
■対象＝次のいずれかの手帳を所
持する方…下肢・体幹・移動・平
衡機能障がいにより身体障害者手
帳1〜3級／視覚障がいにより身
体障害者手帳1・2級／内部機能
障がいにより身体障害者手帳1級
／愛の手帳1・2度　※継続して
受給する方には2019年度分の福
祉タクシー券を3月下旬に送付。
本人以外は使用不可
◆自動車燃料費の助成
■対象＝▷次のいずれかの手帳を
所持する方で障がい者本人が運転
する場合…体幹・平衡・内部機能障
がいにより身体障害者手帳1〜3級
／下肢・移動機能障がいにより身
体障害者手帳1〜4級　▷次のいず
れかの手帳を所持する方で同居親
族が運転する、または単身生活を
する障がい者名義の車を、同居し
ていない常時介護者が運転する場
合…下肢・体幹・移動機能障がい、
または視覚障がいにより身体障害
者手帳1・2級／内部機能障がいに
より身体障害者手帳1級／愛の手
帳1・2度■内容＝本人または同居
親族が所有する自動車、または原
動機付自転車で外出した際の燃
料費の一部を助成　※年度末一括
支払い

―いずれも―
※併給は不可。申請方法など、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＝障がい給付係
☎3880-5472 ﾌ3880-5754

ｶふれあい遊湯う
（4月～6月分）

■場所等＝表1■対象＝おおむね
65歳以上の1人で入浴できる方■
内容＝入浴／レクリエーションな
ど■費用＝▷入浴料…200円　▷
昼食代…500円程度　※弁当持参
可■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝生活協同組合・東京高
齢協のぞみ ☎3886-3200
区・介護予防・生活支援担当
 ☎3880-5642
表1　ふれあい遊湯う（4月～6月分）場所等
曜日 場所

月 竹の湯（関原1-9-13）
富士の湯（東和4-15-10）

火 江北湯（江北2-27-6）
堀田湯（関原3-20-14）

木 梅の湯（千住旭町41-11）
湯処じんのび（西新井6-43-4）

金 金の湯（千住柳町36-8）
常盤湯（足立4-28-8）

土 一の湯（神明1-1-3）
大平湯（青井6-21-3）

※�4月1日㈪〜5日㈮を除く。いずれも
時間は午前10時〜午後1時30分（受
け付けは午前11時終了）

達障がいの特性や家庭での対応方
法を学ぶ■定員＝16人（抽選）■
申込＝電話または申込書を郵送・
持参　※申込書はこども支援セン
ターげんき支援管理課 発達支援
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＝4月5日㈮必着■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　〒121-
0816梅島3-28-8
☎5681-0134 ﾌ3852-2864

日�付（3/1～15） 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 ー 0.06 0.06 ー 0.06 ー 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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■配布期間＝3月25日〜4月26日■試験日＝6月8日㈯■配布場所＝足立保健所生活衛生課 食品保健係／保健センター／衛生管理課 衛生管理係　
※申請方法など、くわしくは願書参照■申込期間＝4月1日〜26日消印有効■問先＝足立保健所生活衛生課 食品保健係 ☎3880-5363

製菓衛生師
試験願書を配布

家族介護慰労金の支給
■対象＝次のすべてに当てはまる
方を主に介護している家族…1年
間継続して要介護4または5の認定
を受けていて、その間に介護保険
サービスの利用がない（介護家族
の一時的な介護負担軽減のために
利用した7日以内のショートステ

介護保険 住宅改修費・ 
福祉用具購入費の支給

◆住宅改修費
■対象工事＝手すりの取り付け／
段差の解消／滑り防止など床材の
変更／引き戸などへの扉の取り替
え／洋式便器などへの便器の取り
替え／そのほか対象工事の付帯工
事など　※畳敷や板製床材などか
ら畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が
付加されたもの）への変更も対象
になる場合あり■支給額＝改修費
用の9割、8割または7割（上限18万
円、16万円または14万円）　※申請
前にケアマネジャーに要相談。工事

足立区 親族後見相談会
■日時＝5月15日㈬、午後1時〜3
時■場所＝権利擁護センターあだ
ち（千住庁舎内）■対象＝区民の親
族後見人として活動している方■
内容＝家庭裁判所に提出する報告
書の作成方法が分からないなどの
悩みに、弁護士などの専門家が応
じる■定員＝4人（4月1日から先着
順）　※1人45分■申込＝電話また
は住所、氏名（フリガナ）、電話番号、

「親族後見相談会」をファクス■期
限＝5月7日㈫■申・問先＝権利擁
護推進係
☎3880-5982 ﾌ3880-5614

戦没者などのご遺族の方へ
「慰霊巡拝」
■日程＝6月〜2020年2月（予定）
■対象＝原則80歳以下で戦没者
などの遺族（配偶者・父母・子・兄弟
姉妹・孫など）■内容＝厚生労働省
が行う慰霊巡拝に参加（実施予定
地…アッツ島／モンゴル国／イル
クーツク州・ハバロフスク地方・沿
海地方／中国東北地方／ソロモン
諸島・東部ニューギニア・インド・
マリアナ諸島・フィリピン／硫黄

ｶ 介護予防「はつらつ教室」
　

◆プール（8日制）
■日時等＝表2■内容＝水中ウォー
キングなど■定員＝各20人（選考）
◆軽体操など（4月～6月分）
■日時等＝表3■内容＝筋力向上ト
レーニング／軽体操■持ち物＝緊
急連絡先がわかるもの／運動しや
すい服装／室内用運動靴／タオル
／飲み物■定員＝各20人（先着順）

―いずれも―
■対象＝区内在住の65歳以上で、
要介護・要支援の認定を受けてい
ない方■問先＝区・介護予防・生
活支援担当 ☎3880-5642

表2　はつらつ教室（プール）（8日制）日時等
場・申・問先 日時等

千住温水プール（スイミー）
〒120-0034千住3-30

☎3882-2601

5/8〜6/26の毎週水曜日、午後1時〜2時30分　
申込＝申込書を郵送または持参　申込期間＝
3/26〜4/24必着

東綾瀬公園温水プール
（すいすいらんど綾瀬）
〒120-0004東綾瀬3-4-1
☎5616-2500� ﾌ5616-2525

5/23〜7/11の毎週木曜日、午後1時〜2時30分　
申込＝申込書をファクス・郵送または持参　申
込期間＝3/26〜5/9必着

※申込書は開催場所で配布するほか、区のホームページからもダウンロード可

表3　はつらつ教室（軽体操など）（4月～6月分）日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興
� ☎3857-6537

4/4・18、5/2・16、6/6・20
いずれも木曜日、午前10時〜11時30分

電話
または
窓口

梅田
� ☎3880-5322�

4/8・22、5/13・27、6/10・24
いずれも月曜日、午前10時〜11時30分

興本
� ☎3889-0370

4/3・17、5/15・29、6/5・19
いずれも水曜日、午前10時〜11時30分

江北
� ☎3890-4522

4/11・25、5/9・23、6/13・27
いずれも木曜日、午後1時45分〜3時15分

佐野
� ☎3628-3273

4/10・24、5/8・22、6/12・26
いずれも水曜日、午前10時〜11時30分

鹿浜
� ☎3857-6551

4/11・25、5/9・23、6/13・27
いずれも木曜日、午前10時〜11時30分

竹の塚
� ☎3850-3107�

4/19、5/17、6/21
いずれも金曜日、午後1時30分〜3時

中央本町
� ☎3852-1431�

4/3・17、5/1・15、6/5・19
いずれも水曜日、午後1時30分〜3時

東和
� ☎3628-6201�

4/25、5/23、6/27
いずれも木曜日、午前10時〜11時30分

舎人
� ☎3857-0008

4/10・24、5/8・22、6/12・26
いずれも水曜日、午前10時〜11時30分

花畑
� ☎3850-2618�

4/9・23、5/7・21、6/4・18
いずれも火曜日、午後1時〜2時30分

生涯学習センター
（学びピア21内）
� ☎5813-3730

4/4・18、5/9・23、6/6・20
いずれも木曜日、午後1時30分〜3時

総合スポーツセンター
� ☎3859-8211

4/3・17、5/8・15、6/5・19
いずれも水曜日、午後1時30分〜3時

日介ケアセンター花畑
（花畑6-16-1）
� ☎5851-3373

4/7・21、5/12・19、6/2・16
いずれも日曜日、午前10時〜11時30分

場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
申・問先＝和田整骨院
� ☎3879-3206

6/11㈫、午後1時15分〜2時45分
電話

（平日のみ）ティップネス綾瀬
（綾瀬3-14-16）
� ☎0120-937-381

4/11・25、5/9・23、6/13・27
いずれも木曜日、午後2時〜3時30分

■受け付け開始日＝▷4月分…3月26日㈫　▷5月分…4月26日㈮　▷6月分…5月
27日㈪　※月2回開催の会場では、各月1回のみ申し込み可

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

中川
☎3605-4985

24㈬、
午後2時〜3時

認知症サポーター養成講座　場所＝中川地域
センター（長門住区センター分館）　定員＝50人

西新井
☎3898-8391

1㈪、
午後1時30分〜3時

介護の悩みを話そう会　場所＝地域包括支援
センター西新井　定員＝6人

はなはた
☎3883-0048

20㈯、
午前10時〜11時30分

認知症サポーター養成講座　場所＝花畑地域
学習センター　定員＝30人

日の出
☎3870-1184

①5㈮
②26㈮、
いずれも
午後1時30分〜3時

①あなたの認知症危険度は？「ファイブ・コグ
テスト」 ②脳を鍛えて認知症予防「ファイブ・
コグテスト返却」と「せいかつ」　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

※�いずれも、■申込＝電話または窓口。3月26日から先着順（月〜土曜日、午前9時
〜午後5時）

ｶ地域包括支援センター介護（予防）教室（4月分）

前の申請が必要。改修後に転居し
た場合や要介護状態が著しく重く
なった場合は再度支給可
◆福祉用具購入費
■対象品目＝都道府県指定の特定
福祉用具販売事業者から購入した
次の品目…腰掛便座（ポータブル
トイレなど）／自動排せつ処理装
置の交換部品／入浴補助用具（入
浴用いす、すのこなど）／簡易浴
槽／移動用リフトのつり具の部分　
※以前に購入した用具と同一品目
は原則対象外■支給額（年度内）＝
購入費用の9割、8割または7割（上
限9万円、8万円または7万円）

―いずれも―
■対象＝要介護・要支援の認定を
受け、在宅で生活している方　※申
請方法など、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＝保険給
付係 ☎3880-5743

イ、住宅改修、福祉用具購入を除く）
／3カ月以上の入院期間を除き、
通算1年間の在宅期間がある／介
護保険料を滞納していない／本
人、家族ともに住民税非課税世帯
■支給額＝年額10万円　※申請方
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＝保険給付係
 ☎3880-5743 男女共同参画推進委員

■対象＝区内在住・在勤・在学で 
20歳以上の方■内容＝男女共同参
画推進施策の実施状況の調査・審
議　※年5回程度の会議に出席。保
育あり（6カ月〜就学前の子ども）
■任期＝2年■報酬＝会議1回につ
き7,000円■募集人数＝1人■選
考＝書類■申込＝申込書、論文「私
が考える足立区の男女共同参画社
会とは」（800字程度、様式自由）を
郵送または持参　※申込書は男女
参画プラザで配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可。応募書類は返却不可■期限＝5
月7日㈫必着■申・問先＝男女参画
プラザ　〒123-0851梅田7-33-1
 ☎3880-5222

公募・ボランティア

島）　※自己負担あり。申込期限が
4月上旬の実施予定地あり。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。■問
先＝民生係 ☎3880-5870

仕事・産業

マンスリー就職面接会
◆新年度 就職応援面接会
■日程＝4月18日㈭■場所＝東京
芸術センター21階・天空劇場
◆パート就職応援面接会
■日程＝5月22日㈬■場所＝ムー
ブ町屋（荒川区荒川7-50-9）

―いずれも―
■時間＝午後1時30分〜4時■持
ち物＝履歴書（写真貼付）／職務経
歴書■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝ハローワーク足立事
業所第二部門 ☎3870-8617
区・就労・雇用支援係
 ☎3880-5469

仕事・産業は、
4面に続きます

■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


