
日 付（6/3〜14） 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
測定値（マイクロシーベルト／時）0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 − 0.06 0.06 0.05 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

子育て・教育

イライラしない子育て講座（入門編）
■日時＝7月17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／区のホームページから専用
フォームに入力■期限＝7月5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

区推奨接種年齢に達した方に
予防接種の予診票を送付
■対象＝表1に達したときに予診
票を送付　※法律による対象年齢
の範囲内であれば無料で接種可
（対象年齢を過ぎると有料）。区推
奨接種年齢より早く接種を希望す
る方、転入などにより予診票のな
い方はお問い合わせください。■
問先＝保健予防係� ☎3880-5892

健康・衛生

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表2■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
自営業など健診の機会がない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

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

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
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臨時駐輪場
（旧本木東小学校）

臨時駐輪場
（梅島第二小学校）

臨時駐輪場
（旧千寿第五小学校）

臨時駐輪場
（五反野コミュニティ公園）

臨時駐輪場
臨時駐輪場
（千住公園）臨時駐輪場

（元宿さくら公園）
臨時駐輪場

（尾竹橋公園）

臨時駐輪場

文

文

都道449号

梅田 足立三丁目

千住桜木町

・通行禁止区域内は、自動車の進入を禁止。会場
付近は駐車場がないため、自動車での来場不可。
自転車での来場もなるべくご遠慮ください。

・通行禁止区域内在住で自動車を利用する方は、
利用する地域の各警察署・交番で通行許可証の
取得（要免許証・車検証）が必要

・当日は安全管理上、河川敷内に立ち入り禁止の
区域あり

・北千住駅周辺の一部、都道449号は、通行禁止
時間が異なる

7月20日㈯ 足立の花火
交通規制のお知らせ

禁止事項
●前日までの場所取り
●杭

くい

やスプレーなどで、河川敷を傷つける行為
●花火打上会場およびその周辺への小型無人飛行機
（ドローン・ラジコンヘリなど）の無許可での持ち
込みや、操縦・飛行

表1　予防接種の対象等

予防接種名 区推奨接種年齢
（区から通知する年齢）

法律による対象年齢
（無料で接種できる年齢）

ヒブ
2カ月に達する月

2カ月の前日～
5歳の誕生日の前日小児用肺炎球菌

B型肝炎 1歳の誕生日の前日まで
DPT-IPVⅠ期

（四種混合） 3カ月に達する月
3カ月の前日～
7歳6カ月の前日

不活化ポリオ
平成24年8月生まれの子どもから
DPT-IPVⅠ期（四種混合）に移行。希
望者は不足分の予診票発行の申請可

BCG 5カ月に達する月 1歳の誕生日の前日まで
MRⅠ期

（麻しん風しん混合）
1歳に達する月

1歳の誕生日の前日～
2歳の誕生日の前日

水痘
（水ぼうそう）

1歳の誕生日の前日～
3歳の誕生日の前日

MRⅡ期
（麻しん風しん混合）小学1年生になる前年度の4月 小学校入学前の1年間

日本脳炎第Ⅰ期※1 3歳に達する月の翌月 6カ月の前日～
7歳6カ月の前日

日本脳炎第Ⅱ期※2 9歳に達する月の翌月 9歳の誕生日の前日～
13歳の誕生日の前々日

DTⅡ期
（二種混合） 11歳に達する月の翌月 11歳の誕生日の前日～

13歳の誕生日の前々日

HPV※3 中学1年生になる年度の4月 小学6年生～
高校1年生相当の女子

※1・2…平成11年4月2日～19年4月1日に生まれた19歳以下の方（※1は平成19
年4月2日～21年10月1日に生まれた9～12歳の方も含む）であれば接種
回数の不足分に対する経過措置あり。また、高校3年生相当の方に対し、7
月上旬に日本脳炎第Ⅱ期経過措置の予診票を送付

※3…HPVは接種の勧奨を休止中。ただし、希望者は申請により接種可。申し込み
方法など、くわしくはお問い合わせください。

表2　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

千住 8/24㈯ 10/5㈯ 各40人 7/11㈭
竹の塚 9/2㈪ 10/21㈪ 各40人 7/11㈭
中央本町地域・保健総合支援課

（足立保健所内） 8/5㈪ 9/17㈫ 各40人 6/26㈬

◆路線バス
　平常どおり運行　※草41系統（都営バス）の千
住桜木～足立梅田町間は、午後6時～10時ごろ
まで運休し、千住桜木～浅草寿町間を折り返し
運転
◆はるかぜ
　千住循環バスは午後6時から終日運休。小台・
宮城、堀之内・椿循環バスは、迂

う

回
かい

して運行

　西新井駅は、急行・準急な
どが停車します。お帰りの際
は、比較的混雑の少ない西新
井駅の利用がおすすめです。

バ
ス
の
運
行

■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

スマホでカンタン
フォトコンテスト
　撮影した花火の写真を区公式アプリ
「アダチさん」に投稿しよう。入賞者に
は区オリジナルグッズをプレゼント！

くわしくは、区内公共施設や
駅広報スタンドなどで7月上
旬ごろに配布するプログラム
をご覧ください。　※花火特
設サイトでも閲覧可

注目コンテンツ！
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…通行禁止区域（午後6時〜10時ごろ）

花火特設サイト

区のホームページ

エイベックス・エンタテインメント㈱制作
「足立の花火」CM
　毎年大好評の迫力満点のCM動画。
ぜひお見逃しなく！



■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面左中を参照 3

■内容＝▷年金天引きの方（特別徴収）…天引き額をお知らせ　▷年金天引き以外の方（普通徴収）…7月～2年3月分（10月から
年金天引き開始の方は7月～9月分）の納付書を同封■問先＝資格保険料係　　　　　　　　　　　　　　���　☎3880-5744

介護保険料の決定通知書
を7月上旬に送付

税金・国保・年金

国民年金保険料の
免除などの申請
▪今年度の申請は
　7月1日㈪受け付け開始
■対象期間＝7月～令和2年6月分　
※2年1カ月前の月分まで遡及し
て申請可■対象＝次のいずれかに
当てはまる国民年金第1号被保険
者（学生および任意加入被保険者
を除く）…本人・配偶者・世帯主
それぞれの平成30年中の所得が
免除基準以下（免除）／本人・配偶
者それぞれの平成30年中の所得
が免除基準以下（納付猶

ゆう

予
よ

）　※失
業や事業の廃止、災害のために納
付困難な場合、特例免除の制度あ
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。■申請の種類＝▷免除
…全額／4分の3／半額／4分の1
※全額免除以外で、保険料の一部
納付額を納付しない場合は未納
扱い（年金受給資格期間に含まれ
ず年金額への反映なし）　▷納付
猶予…49歳以下の方が承認期間
の保険料を後払いにできる制度　
※承認期間は年金受給資格期間に
含まれるが、年金額への反映なし
■申込＝所得税の確定申告または
住民税の申告を済ませたうえで、
年金手帳を持参　※平成31年1月
2日以降に区へ転入した方は、平
成30年分の所得証明書が必要な

場合あり。16～18歳の扶養親族
を確認するための申立書の提出が
必要な場合あり
▪全額免除・納付猶予承認者の
　申請の簡略化
　平成30年7月以降に全額免除ま
たは納付猶予が承認されていて、
継続申請を希望した方は、今年度
以降は省略可（特例免除を除く）　
※所得審査あり。一部免除などを
希望する場合は改めて手続きが必
要

――いずれも――
■申先＝区・国民年金係／区民事
務所／足立年金事務所■問先＝
区・国民年金係� ☎3880-5843
足立年金事務所� ☎3604-0111

福祉・高齢医療

肢体不自由者のための
ボッチャ交流会
■日時＝10月19日、11月9日、
12月7日、2年1月18日、いずれ
も土曜日、午前9時30分開始■対
象＝次のすべてに当てはまる方
…都内在住／18歳以上／肢体に
障がいがある／介助者と参加可能
■内容＝的となる白球に向かって
赤・青球を投げ、白球との近さを
競う障がい者スポーツ「ボッチャ」
を通した交流会　※保険は各自で
必要に応じて加入。交流会のボラ
ンティアも募集。内容など、くわ
しくはお問い合わせください。■

定員＝各20組（抽選）■申込＝電
話／住所、氏名（フリガナ）、年
齢、電話・ファクス番号、希望日、
「ボッチャ交流会｣をファクス■申
込期間＝7月1日～19日■場・申・
問先＝城北特別支援学校　南花畑
5-24-49
☎3883-7271	 FAX3860-3604
■問先＝区・文化事業支援係

☎3880-5467

ふれあい遊
ゆう

湯
ゆ

う
（7月〜9月分）

■場所等＝表3■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3　ふれあい遊湯う（7月〜9月分）場所等
曜日 場所

月 大六天湯（本木南町11-14）
四ツ家浴場（青井3-37-12）

火 大和湯（柳原2-43-1）
若松湯（中央本町2-19-11）

木 岡田湯（関原3-43-2）
タカラ湯（千住元町27-1）

金 おきもと湯（西新井本町4-29-24）
めぐみ湯（綾瀬5-20-6）

土 玉の湯（綾瀬2-37-4）
大和湯（島根2-19-7）

※8月13日㈫～15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）

73歳以上の区民に
無料マッサージ（7月分）
■日時等＝▷9日㈫・23日㈫…竹

の塚障がい福祉館　▷14日㈰・
28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

若年性認知症
本人・家族交流会

■日時＝7月13日㈯、午後1時30
分～3時■場所＝総合ボランティ
アセンター■対象＝区内在住で若
年性認知症と診断を受けた方と家
族■内容＝日々のもの忘れについ
ての情報交換や悩みなどを気軽に
話せる交流会■定員＝20人（6月
26日から先着順）■申込＝電話／
窓口■申・問先＝地域包括ケア推
進課�認知症施策推進担当

☎3880-5885

もの忘れ相談（7月分）

■日程等＝表4■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電
話／窓口
表4　もの忘れ相談（7月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

さの　　　　☎5682-0157 11㈭千寿の郷　　☎3881-1691
中川　　　　☎3605-4985 9㈫
日の出　　　☎3870-1184 11㈭保木間　　　☎3859-3965

休日接骨院当番所（7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㈰
三豊接骨院（西新井栄町2-5-12） 3880-6886
保木間加藤接骨院（保木間1-25-12） 5851-9618

14㈰
おさかべ接骨院（西綾瀬2-21-2） 3880-4880
川村接骨院（梅田3-14-7） 3840-7187

15㈷
小林接骨院（千住寿町8-7） 3888-5020
高沢整骨院（谷中4-11-4） 3628-5080

21㈰
曽我整骨院（竹の塚2-10-7） 3883-3285
和田整骨院（日ノ出町12-3） 3879-3206

28㈰
赤川接骨院（千住東1-14-6） 3881-6809
うめい整骨院（西新井2-30-13） 3899-9422

※�いずれも時間は午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係� ☎3880-5891

献血（7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

10㈬ 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20分／
午後0時50分～4時30分

※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・高齢医療は、
4面に続きます

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

あだち
☎3880-8155

7/23㈫、
午前10時～正午

大人の工作を楽しもう「牛乳パックで小物
作り」　■場所=あだち再生館■定員=15人

伊興
☎5837-1280

8/10㈯、�
午後2時～4時

認知症サポーター養成講座　
■場所=ウエルガーデン伊興園（伊興3-7-4）
■定員=30人

西新井
☎3898-8391

①7/1㈪、8/5㈪、
午後1時30分～3時�
②7/6㈯、�
午前10時～11時30分

①介護の悩みを話そう会 
②認知症サポーター養成講座　
■場所=地域包括支援センター西新井
■定員=①各6人�②20人

西新井本町
☎3856-6511

①7/5㈮・19㈮
②7/17㈬、�
午後2時～3時

①認知症予防（2日制）
②認知症サポーター養成講座　
■場所=①西新井本町住区センター�②介護
老人保健施設レーベンハウス（西新井本町
2-23-1）■定員=各15人

はなはた
☎3883-0048

7/11㈭、�
午前10時～11時30分

講習会「地域の高齢者入所施設」　
■場所=花畑地域学習センター■定員=30人

日の出
☎3870-1184

①7/4㈭
②7/19㈮、�
午後1時30分～3時

①脳を鍛えて認知症予防「こくご」 
②夏に向けてしっかりと対策「熱中症・脱水
を予防しよう」　
■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

7/24㈬、�
午後2時～3時30分

老いじたく講座　
■場所=花畑地域学習センター■定員=30人

本木関原
☎5845-3330

8/8㈭、�
午前10時30分～11時30分

低栄養と夏バテ防止の食事　
■場所=まちづくり工房館(関原の森内)
■申込=不要　※当日直接会場へ

※本木関原を除き、■申込＝電話／窓口（6月26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（7月・8月分）




