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公募・ボランティア

子育て中の親を支援する
家庭教育応援ボランティア講座
■日時＝7月10日㈬・13日㈯、午
前10時～正午■場所＝ギャラク
シティ■対象＝20歳以上の方■
内容＝子育て中の親を支援するた
めに必要なことを学ぶ■定員＝各
10人（6月11日から先着順）■申
込＝区のホームページから専用
フォームに入力／氏名、電話・ファ
クス番号、希望日、｢家庭教育応援
ボランティア講座｣をファクス
※インターネット環境とファクス
がない方は、窓口可■申・問先＝青
少年課�家庭教育係
☎3880-5273	 FAX3880-5641

暮らし・まちづくり

住居表示板の実態調査を実施
■期間＝6月中旬～8月上旬■対
象＝住居表示実施済みの区域（梅
田七・八丁目）■内容＝老朽化な
どの確認のため、街区表示板と町
名・住居番号表示板（電柱や建物
に設置する緑色のアルミ板）の取
り付け状況を調査　※区の腕章を
付けた委託事業者が実施■問先＝
住民記録係� ☎3880-5725

住民基本台帳の
平成30年度閲覧状況
■閲覧状況の概要＝▷国または地
方公共団体が法令で定める事務の
遂行に必要で行うもの…0件　▷

統計調査、世論調査、学術研究そ
のほかの公益性が高いと認められ
る調査研究…72件　▷公共的団
体が行う地域住民の福祉の向上に
寄与する公益性の高い活動…8件　
※いずれも住民基本台帳法の規定
による■問先＝住民記録係

☎3880-5724

道路を占用・使用するときは
許可申請が必要です
　道路を占用・使用するときには
通行の支障にならず一定の基準を
満たすほか、道路管理者（足立区
など）や交通管理者（警察）の許可
を受ける必要があります。また、
突き出し看板・日よけの設置、建
築工事を行う場合の足場・仮囲い
の設置なども許可申請が必要で
す。駐車場などに乗り入れるため
の道路工事を行うときも必ず事前
に相談し、自費工事承認を受けて
ください。�※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＝占用係� ☎3880-5907

伊興センター改修工事に伴う休館
▪伊興体育館
■期間＝8月26日～2年7月ごろ
■問先＝スポーツ振興課�スポー
ツ施設支援係 ☎3880-5989
▪伊興地域学習センター／伊興図書館
■期間＝9月2日～2年7月ごろ■
問先＝▷地域学習センター…地域
文化課�文化事業支援係

☎3880-5467
▷図書館…中央図書館�管理係

☎5813-3749

不燃化特区	助成制度
■対象地域等＝▷不燃化特区全域
で老朽建築物を解体する方…解
体費の一部を助成（最大210万円）　

▷西新井駅西口周辺地区不燃化特
区全域、足立区中南部一帯地区不
燃化特区のうち防災街区整備地区
計画内で古い建築物を不燃建築物
に建替えする方…解体費助成のほ
か、設計・監理費の一部を助成（最
大70万円）
▪解体・建替え相談会
■日時等＝表1■内容＝不燃化特
区の助成や建替えプランなどに関
する個別相談■定員＝各8人（先
着順）■申込＝電話／住所、氏名
（フリガナ）、電話・ファクス番号、
希望日、｢解体・建替え相談会｣を
ファクス
　　　　―いずれも―
■申・問先＝不燃化特区推進係
☎3880-6269	 FAX3880-5605

美化啓発プレートを
配布中
■対象＝区内
在住・在勤・
在学の方■内
容＝美化意識
向上のための
「犬のふん放置
禁止」「ポイ捨て禁止」「歩きタバコ
禁止」プレートを配布　※なくな
り次第終了■配布場所＝地域調整
課�美化推進係／区民事務所■問
先＝美化推進係� ☎3880-5856

明るい選挙ポスター募集
■対象＝区内在住・在学の小学生

～高校生■内容＝明るい選挙を呼
びかけるポスターを募集　※画用
紙の四つ切りまたは八つ切り。画
材は自由。入選者に賞状・記念品
を贈呈。参加賞あり■申込＝作品
裏の右下に学校名、学年、氏名（フ
リガナ）を記入し持参　※入選作
品の版権は区に属する。入選者は
学校名、学年、氏名（フリガナ）を
公表■期限＝▷区内在住…9月13
日㈮　▷区内在学…通学先で決め
た日■申先＝▷区内在住…選挙管
理委員会事務局�選挙係　▷区内
在学…通学先■問先＝選挙管理委
員会事務局�選挙係

☎3880-5531

更年期とうまく向き合おう「女性
ホルモンとカラダのトリセツ」
■日時＝7月19日㈮、午後6時30分
～8時30分■場所＝エル・ソフィア
■対象＝区内在住・在勤・在学の女
性■内容＝更年期について正しく
理解し、身体を動かすことによる
体調管理方法を学ぶ■定員＝20人
（6月11日から先着順）　※保育あ
り（要予約、６カ月～就学前の子ど
も、先着10人）■申込＝電話／区の
ホームページから専用フォームに
入力／住所、氏名（フリガナ）、年齢、
保育希望の場合は子どもの名前
（フリガナ）・年齢、電話・ファクス番
号、「更年期ケア講座」をファクス
■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

最終回

おもしろ遊具や公園をご紹介する月1コラム
　区内には野球やサッカー、バスケットボールなど、「ボー
ル遊びができる公園」が43カ所あります。ルールを守っ
て、楽しく遊ぼう！　めざせ、未来のトップアスリート！
※原則、利用時間は夕焼け放送時刻まで
■問先＝パークイノベーション担当　　　☎3880-5442

利用時間やそのほかの
「ボール遊びができる
公園」はコチラから！

公募・ボランティアは、
5面からの続きです

表1　解体・建替え相談会日時等
日時 場所

7/5㈮ 午後6時30分〜8時30分 西新井栄町住区センター
7/20㈯ 午前10時〜正午 中央南地域集会所（足立1-17-5）
7/26㈮ 午後6時30分〜8時30分 興本住区センター
8/3㈯　 午前10時〜正午 愛恵まちづくり記念館（関原の森内）
8/23㈮

午後6時30分〜8時30分
千住柳町住区センター

8/30㈮ 千住あずま住区センター
9/6㈮ 千住本町住区センター
9/28㈯ 午前10時〜正午 梅田住区センター

フットサルゴールのある公園
・保木間公園（竹の塚3-8-1）
・新田さくら公園（新田3-34-1） 

　バスケットリングのある公園
・千住桜木町公園（千住桜木1-7-4）
・川端第二公園（加平2-2-8） ほか8カ所

東京2020大会まであと1年！	
スポーツや文化で活躍する子どもたちを紹介！

▲縦21cm×横32cm
のプレート

7月10日号から
新コラム!
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■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 9

「足立の花火」有料席販売開始
6月22日㈯、午前10時から先着順！
■内容＝7月20日㈯、午後7時30分～8時30分に開催（荒天中止）す
る「第41回足立の花火」の有料席を販売　※販売は7月19日㈮まで■
販売数等＝表2　※購入手順など、くわしくはホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。■申先＝▷窓口…全国のセブン-イレ
ブン／チケットぴあ　▷電話・ホームページ…チケットぴあ�予約専
用ダイヤル　　　　　　��☎0570-02-9999　Pコード：642-932
HPhttps://w.pia.jp/t/adachi-hanabi/
■問先＝▷有料席の購入…チケットぴあ ☎0570-02-9111
▷足立の花火…（一財）足立区観光交流協会 ☎3880-5853
表2　「足立の花火」有料席販売数等

場所 席種 販売数 費用

千住側
シングルセンターシート 1,492席 5,000円
シングルサイドシート 1,080席 3,500円

西新井側
4人がけテーブル席 150セット 1万8,000円
ペアシート（2人席） 505席 7,000円
トリプルシート（3人席） 341席 1万500円

※別途手数料あり。花火中止の場合は払い戻しあり

とりコン（無料）を
ご利用ください
　毎年7月ごろまで、繁殖期を迎
えたカラスによるごみ集積所の散
乱被害が多発しています。カラス
被害防止に効果的な｢とりコン（折
り畳み式のごみ収集ボックス）｣を
貸し出し中です。くわしくはお問
い合わせください。�※貸し出し
には現地確認が必要
▪とりコンの特徴
丈夫なボックスタイプで、カラ

スや猫がふたを開けることができ
ない／使用しないときは、折り畳
んで収納できる

―いずれも―
■問先＝足立清掃事務所�作業係

☎3853-2141

マイナンバーカードの申請
をお手伝いします
■日時等＝▷6月24日㈪、午前9
時30分～正午／午後1時～4時…
佐野地域学習センター　▷7月9
日㈫・18日㈭、午前9時～午後3
時…足立成和信用金庫�佐野支店
（佐野2-21-10）■対象＝初めてマ
イナンバー（個人番号）カードを申
請する方　※乳児など、座れない
方を除く■内容＝申請書記入補助
／写真撮影（無料）■申込＝マイ
ナンバーを証明できるもの（通知
カードなど）を持参し、当日直接
会場へ■問先＝個人番号カード交
付・普及係� ☎3880-5698

労働法セミナー
「職場のハラスメント対策」
■日時＝7月4日㈭、午後3時～5
時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内企業経営者・人事労務担当

者■内容＝働きやすい職場を作る
ために、ハラスメントの種類・影
響・予防などについて、社会保
険労務士から学ぶ■定員＝40人
（6月11日から先着順）■申込＝電
話／区のホームページから専用
フォームに入力／住所、氏名（フ
リガナ）、企業名、電話・ファク
ス番号、「労働法セミナー」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

夜の消費者講座「家族で守ろう
家族の暮らしと財布」
（2日制）
■日時＝7月11日㈭・18日㈭、

午後6時30分～8時30分■場所＝
エル・ソフィア■対象＝区内在住・
在勤・在学の方■内容＝騙

だま

されな
いために必要な知識や、万が一騙
された時の解決策などを学ぶ■定
員＝40人（6月11日から先着順）
■申込＝電話／窓口／区のホーム
ページから専用フォームに入力／
氏名（フリガナ）、電話番号、「夜
の消費者講座」をファクス■申・
問先＝消費者センター
☎3880-5385	 FAX3880-0133

暮らし・まちづくりは、
10面に続きます

大学連携の催し

帝京科学大学
●アニマルサイエンス学科の公開講座
■日時等＝▷6月14日…動物と飼い主に寄り添う動物看護の心　▷
6月21日…ドクター×老人ホームの理事長がアニマルセラピーで夢
見る世界　▷6月28日…食肉の安全を守るために　▷7月5日…動
物の献血、輸血の現状を知る　▷7月12日…「動物」に関する法律
上の位置づけ・解釈、そして現状における課題　▷7月19日…災害
時の動物救護と避難　▷7月26日…災害時における動物病院の役割
※いずれも金曜日、午前10時50分～午後0時20分■定員＝各20人
（先着順）■申込＝ホームページから専用フォームに入力■期限＝各
回の前日■場・申・問先＝帝京科学大学（平日、午前9時～午後4時）
千住桜木2-2-1��☎6910-3520　HPhttp://www.ntu.ac.jp/chiiki/

東京未来大学
●学園祭「未来祭」
■日時＝6月22日㈯、午前10時～午後4時／23日㈰、午前10時～
午後3時■内容＝ステージ／模擬店／ミニゲームブース�など■申込
＝不要　※当日直接会場へ
▪お笑いライブ
■日時＝6月2３日(日)、午後1時～2時■内容＝「TKO」「ゴー☆ジャス」「な
すなかにし」によるお笑いライブ　※出演者は変更になる場合あり。
サイン抽選会あり■定員等＝▷前売り（500円）…30人（6月11日から
先着順）　▷当日（1,000円）…50人（先着順）■申込＝▷前売り…電話／
ホームページから専用フォームに入力　▷当日…不要　※直接会場へ
●子ども向けイベント「こどもみらい祭」
■日時＝7月20日㈯、午前11時～午後3時■内容＝大学生と区内小
学生による手作り商品の販売／駄菓子やアイス、パン販売／学生
企画（制作・体験）ブース／昔遊びや体を動かす遊びの体験／メイク
アップ体験�など　※内容は変更になる場合あり。くわしくはホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。■申込＝不要　※当
日直接会場へ

―いずれも―
■場・申・問先＝東京未来大学　千住曙町34-12

☎5813ｰ2525　HPhttp://www.tokyomirai.ac.jp/

東京未来大学 こどもみらい園
●公開講演会「子育てを楽しむ　ペアレント トレーニング」
■日時＝6月23日（日）、午後1時30分～3時■対象＝中学生以下の
方の保護者■内容＝日ごろの子育てで悩んでいることについて、具
体的な対応方法を学ぶ■定員＝70人（先着順）■申込＝電話／ホー
ムページから専用フォームに入力■場・申・問先＝東京未来大学�こ
どもみらい園（水～日曜日、午前10時～午後6時）　綾瀬2-30-6

☎0120-791-312　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp/
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

足立区洪水ハザードマップ
が届いていない方はご連絡ください

　3月下旬～4月末に区内全戸・全事業所にお
配りした｢足立区洪水ハザードマップ｣が、一
部世帯・事業所に届いていないことが分かり
ました。
　お手数をおかけしますが、届いていない皆
さまには、下記のとおり対応させていただき
ますので、ご連絡ください。ご迷惑をおかけ
したことを心からおわび申し上げます。
●｢お問い合わせコールあだち｣に連絡
→ご自宅にお届けします。

●企画調整課、区民事務所（中央本町を除く）の窓口に来所
→その場でお渡しします。

■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　 FAX3880-0041

◀幅180㎝ま
たは120㎝
×奥行60㎝
×高さ66㎝

緊急




