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金融機関により数日遅れる場合あり。受給者へ支払通知書を5月29日㈬発送、6月上旬に児童手当現況届を送付。提出がない場合、
6月分からの支給を停止。出生・転入により新たに申請した方は、申請月の翌月分から支給開始■問先＝児童給付係　☎3880-6492

児童手当の6月期（2月～5月分）
は6月4日㈫以降に振り込み

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。

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表1■受付時間＝▷午
前…午前9時～11時　▷午後…午
後1時～4時■対象＝区内在住で
健診の機会がない18～39歳の方　
※年齢は2年3月31日現在■内容
＝健康チェック（血圧測定、血液
検査、尿検査、体組成測定、胃が
んハイリスク検査〈ペプシノゲン・
ピロリ菌抗体検査。胃がんの既往
歴があるなど、対象にならない
場合あり〉�など）　※年度につき1
回のみ受診可■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

食品表示法講習会
「新基準による食品表示」
■日時＝7月25日㈭、8月23日㈮、
午後2時～4時■対象＝食品製造
業、輸入業、スーパーなどの食品
関係事業者■内容＝食品表示法の
概要や新基準への変更点の説明■
定員＝各70人（5月27日から先着
順）■申込＝電話または住所、氏
名、業種、電話番号、希望日、「食
品表示法講習会」をファクス■場・
申・問先＝足立保健所�生活衛生

課�食品監視係
☎3880-5364	 FAX3880-6998

福祉・高齢医療

悠々会館の「にこにこ	お喜
き

楽
らく

体
たい そ う

創（健康体操）」（8日制）
■日時＝7月4日～8月29日の毎
週木曜日、午前10時30分～正午　
※8月1日を除く■対象＝区内在住
で60歳以上の方■内容＝椅子に
座って手・足・腰を動かし、自分
で体のコンディションを整える運
動など■定員＝30人（抽選）■申込
＝住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号、「お喜楽体創」を往復ハ
ガキで送付　※返信面にも宛名を
記入■期限＝6月15日㈯必着■場・
申・問先＝悠々会館　〒121-0812
西保木間4-9-1� ☎3859-9732

足立区	親族後見相談会
■日時＝7月17日㈬、午後1時～
3時　※1人45分■場所＝東京芸
術センター9階・会議室■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（5月27
日から先着順）■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
■申・問先＝権利擁護推進係
☎3880-5982	 FAX3880-5614

「あだち1万人の介護者
家族会」総会

■日時＝6月13日㈭、午後1時30
分～3時■場所＝区役所■内容＝
「あだち1万人の介護者家族会」活
動報告／「地域包括ケアシステム」
を学ぶ■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝高齢調整係�

☎3880-5886

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝7月16日㈫・18日㈭、午前
9時30分～午後5時■場所＝勤労
福祉会館（綾瀬プルミエ内）■対象
＝18歳以上で、区の指定を受けた
訪問介護事業所での雇用を希望す
る方■内容＝講義・グループワー
クなどを通して、掃除・ごみ出し・
見守りなど、専門的技術・知識が不
要な介護サービスの担い手「生活
支援サポーター」資格を取得■定
員＝90人（5月28日から先着順）　
※保育あり。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。■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■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
■問先＝介護予防・生活支援担当　�
� ☎3880-5642

視覚障がいセミナー
■日時＝6月29日㈯、午後1時～
3時■対象＝目の不自由な方や家
族、関係機関職員など■内容＝講
演「見えなくても、見えづらくても
楽しめる図書館の使い方」／プレ
クストーク（視覚障がい者用ポー
タブルレコーダー）使用体験／白
杖体験／ピアサポート（当事者に
よる相談）／健康体操■定員＝30

人（5月27日から先着順）■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氏名、
電話・ファクス番号、｢視覚障が
いセミナー｣をファクス■場・申・
問先＝障がい福祉センターあしす
と�自立生活支援室
☎5681-0132	 FAX5681-0137

73歳以上の区民に
無料マッサージ（6月分）
■日時等＝▷11日㈫・25日㈫…
竹の塚障がい福祉館　▷16日㈰・
23日㈰…勤労福祉会館（綾瀬プル
ミエ内）　※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
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

仕事・産業

マンスリー就職面接会
▪介護のお仕事	就職面接・相談会
■日時＝6月13日㈭、午後1時30分
～4時■場所＝東京芸術センター
21階・天空劇場
▪マイタウン	就職面接会
■日時＝7月19日㈮、午後1時～
4時■場所＝日暮里サニーホール
（荒川区東日暮里5-50-5�ホテルラ
ングウッド4階）

――いずれも――
■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

宿泊施設インフォメーション（8月分）
▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表2■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＝6月1日～10日消印有効　※6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、7月1日㈪
～利用希望日の3日前までに電話または代表者の住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、利用人数、希望日をファク
スにて予約（先着順）
表2　宿泊施設利用日等（8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

FAX0470-55-4720
1～17・31

平日、
午前9時～午後5時日光林間学園（予約専用）

 ☎0288-53-3681
FAX0288-54-1661

3～9・12～28・31

※�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。

NEW あだち広報 電子ブック版 
■問先=広報係　☎3880-5815

　4月10日号から大幅に機能を追加し
て、さらに読みやすくなりました！

10言語に自動翻訳
　日本語・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁
体字）・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペ
イン語・インドネシア語・ベトナム語で読める！

紙面を音声読み上げ
　｢読み上げ｣を選択し、テキストをタップすると、
ベトナム語を除く9言語が自動音声で聞ける！

拡大表示するポップアップ機能
　記事ごとに文字を大きく表示できるので、
スマートフォンでも読みやすい！

発行日にプッシュ通知
　アプリをダウンロードしてあだち広報を｢マ
イコンテンツに追加｣すると、配信開始時に自
動でお知らせ！

健康・衛生は、
3面からの続きです

表1　40歳前の健康づくり健診日程等
場所

（保健センター）
健診

（1時間程度）
結果説明

（1時間程度）
定員

（先着順）
受け付け
開始日

竹の塚 7/27㈯ 9/7㈯ 各40人 6/11㈫
中央本町地域・保健総合支援課

（足立保健所内） 7/6㈯ 8/17㈯ 各40人 5/28㈫

千住
7/10㈬ 8/21㈬ 各40人 5/28㈫
8/1㈭ 9/18㈬ 各40人 6/11㈫

▲英語表示のイメージ

電車などで
手軽に読める！

,…

くわしくは
コチラ



■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　� FAX…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� HP…ホームページアドレス　� …Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
区…左記マークがある申し込みは、2面左上を参照 5

■内容＝6月上旬に平成31年度分の現況届を送付　※期限までに提出がない場合、6月分からの手当の支給が停止となる場合
あり。6月期（2月～5月分）の振り込みは6月4日㈫以降■問先＝親子支援係　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5883

児童育成手当の現況届の
提出期限は6月28日㈮

独立・起業セミナー「入門編」
（2日制）
■日時＝6月22日㈯・29日㈯、午
後1時～5時■場所＝あだち産業セ
ンター■対象＝独立・起業を検討
している方■内容＝起業に向けた
心構えを学び、起業への思いとビ
ジネスビジョンを明確にする■定
員＝25人（先着順）　※区内在住の
方優先■費用＝2,000円■申込＝
ホームページから専用フォームに
入力または住所、氏名（フリガナ）、
電話番号、「入門編」をファクス・
Eメール■期限＝6月14日㈮■申・
問先＝エキスパート・リンク㈱（区
委託事業者）
☎6450-2891	 FAX6450-2892
adachi@ex-link.co.jp

HP http://www.ex-link.co.jp/　
■問先＝区・創業支援係
� ☎3880-5495

人材募集

区立保育園・認定こども園
（夏期アルバイト）
■勤務場所＝区立保育園または認
定こども園■勤務内容＝保育補助
／環境整備■勤務条件＝午前8時
30分～午後5時　※曜日・時間は
応相談■雇用期間＝7月1日～9月
30日のうち2カ月間　※更新なし
■報酬（時給）＝1,090円（保育士資
格なし）／1,290円（保育士資格あ
り）　※交通費なし■募集人数＝

70人程度（選考）■申込＝電話また
は窓口■申・問先＝子ども政策課�
保育人事計画担当� ☎3880-5445

暮らし・まちづくり

木造住宅耐震事業
説明会・相談会
（ブロック塀助成など含む）
■日時等＝表3■内容＝昭和56年
5月以前に建築された木造住宅な
どの耐震診断・改修工事の助成制
度の説明、個別相談■申込＝▷説
明会…不要　※当日直接会場へ　
▷個別相談…電話■申・問先＝建
築防災係� ☎3880-5317

分かちあいの会「とまり木」
■日時＝6月7日㈮、午後6時30分
～8時30分　※原則毎月第1金曜
日■場所＝エル・ソフィア■内容
＝大切な方を自死（自殺）で亡くし
た方がつどい、その悲しみを分か
ちあう■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝こころといのち支
援係� ☎3880-5432

行政相談委員による特設相談
■日程＝6月7日㈮■場所＝区役
所1階区民ロビー■内容＝国の仕
事への意見や相談（道路、河川、
福祉、年金�など）■申込＝不要　
※当日直接会場へ
▪定例の行政相談（予約制）
■日程＝毎月第3金曜日■場所＝区
民の声相談課�相談係■申込＝電話

または窓口
――いずれも――

■時間＝午後1時～4時■申・問
先＝区民の声相談課�相談係� �
� ☎3880-5359

総合スポーツセンター
屋外プール	団体貸し出し
受け付け開始
■貸出期間＝7月13日～8月31日、
午後6時～8時　※7月20日㈯～
22日㈪・27日㈯、8月17日㈯を
除く■対象＝次のすべてに当ては
まる団体…営利を目的としない／
利用の際「日赤水上安全法救助員」
有資格者を配置できる／団体内で
責任をもって指導・監視体制がと
れる　※申請時に申し出があった
場合、監視員を配置可■申込＝電
話または窓口（先着順）■申込期
間＝6月1日㈯～利用日の8日前■
場・申・問先＝総合スポーツセン
ター� ☎3859-8211

男女共同参画記念週間
ふぉーらむ
■日時＝6月29日㈯、午後2時～
4時■場所＝エル・ソフィア■内
容＝國學院大学経済学部教授・水

み

無
なし

田
た

気
き

流
りう

氏による、「居場所のな
い男�時間のない女」（働き方・子

育て・家事シェアについて）がテー
マの講演■定員＝200人（先着順）　
※保育あり（5月27日から要電話
予約、6カ月～就学前の子ども、
先着10人）■申込＝不要　※当日
直接会場へ■申・問先＝男女参画
プラザ� ☎3880-5222

都市計画案の縦覧
（決定前の案の公表）
■内容＝千住西地区防災街区整
備地区計画■公告日＝6月3日㈪
■縦覧・意見書提出期間＝6月3
日～17日■縦覧場所・意見書提
出・問先＝都市計画課�都市計画
係　※区のホームページでも閲覧
可� ☎3880-5280

竹ノ塚駅の踏切の形態が
変わります
　上り急行線の仮移設に伴い、現
在東側・西側にわかれている2つ
の踏切が、6月29日㈯（予定）にま
とまり、1つになります。　※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。
■問先＝立体化担当� �
� ☎3880-5484

審議会等の公開（6月・7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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

第8回足立区文化・
読書・スポーツ総合
推進会議 6/13

㈭ 午後2時～4時

区役所

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

足立区公契約等審議会 契約課�工事契約係
☎3880-5832

足立区区民評価委員会
（くらしと行財政分科会）

6/24
㈪

午前9時30分
～正午 政策経営課�政策経営担当

☎3880-5811足立区区民評価委員会
（ひと分科会） 午後1時～5時

第1回成年後見制度
審査会

午後3時30分
～5時

高齢福祉課�権利擁護推進係
☎3880-5982

足立区区民評価委員会
（まちと行財政分科会）

6/25
㈫ 午前9時～正午 政策経営課�政策経営担当

☎3880-5811
足立区地域保健福祉
推進協議会 子ども支
援専門部会

6/26
㈬ 午後2時～4時

子ども政策課�子ども・子
育て支援制度担当

☎3880-5795
足立区区民評価委員会

（くらしと行財政分科会）
6/28
㈮

午前9時30分
～正午

政策経営課�政策経営担当
☎3880-5811

足立区地域保健福祉
推進協議会 健康あだ
ち21専門部会

7/8
㈪ 午後1時～3時

こころとからだの健康づく
り課�健康づくり係

☎3880-5433

足立区建築審査会 7/10
㈬ 午後3時～5時 建築調整課�用途照会係

☎3880-5943

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

伊興
☎5837-1280

6/11㈫、
午後1時30分～3時

気持ちのモヤモヤ相談会　■場所＝ウエル
ガーデン伊興園（伊興3-7-4）■定員＝25人

千住本町
☎3888-1510

6/18㈫、
午前10時～11時30分

家族介護者教室「知っておきたい 病院にあ
る相談窓口」　■場所＝生涯学習センター

（学びピア21内）■定員＝50人

中川
☎3605-4985

6/19㈬、
午後2時～3時

講演会「脱水予防」　■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

6/3㈪、
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

6/13㈭、
午前10時～11時30分

講演会「相続について」　■場所＝花畑地域
学習センター■定員＝30人

日の出
☎3870-1184

①6/6㈭
②6/19㈬、
午後1時30分～3時

①脳を鍛えて認知症予防「せいかつ」
②脳を鍛えて認知症予防「さんすう」
■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■定員＝各40人

保木間
☎3859-3965

6/12㈬、
午後2時～3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

本木関原
☎5845-3330

①6/28㈮、
午後1時～2時30分
②7/3㈬、
午後1時30分～3時

①認知症サポーター養成講座
②ハーブサシェ（にほい袋）と消臭アロマス
プレー作り（500円）
■場所＝関原の森（まちづくり工房館）■定
員＝①20人　②15人

※ いずれも、■申込＝電話または窓口。5月27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（6月・7月分）

表3　木造住宅耐震事業説明会・相談会日時等
場所 日程 時間

区役所
6/6㈭、7/25㈭ 午前10時～正午
6/6㈭、7/1㈪ 午後2時～4時

梅田地域学習センター（エル・ソフィア内）6/12㈬、7/17㈬ 午後6時30分～8時30分
扇住区センター 6/18㈫ 午後2時～4時
千住庁舎 6/24㈪、7/9㈫ 午後6時30分～8時30分

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます


