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■期間等＝▷ウォーキング走路・多目的広場…8月1日～9月30日　▷3o
オ ン

n3コート…9月1日～10月31日　※そ
のほかの施設は通常通り利用可■問先＝スポーツ施設支援係　　　　　　　　　　　　�　　��☎3880-5989

改修工事のため、総合スポーツ
センターの一部施設を利用休止

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。

仕事・産業

講座「資格を生かして
保育現場で働こう」

■日時＝8月22日㈭、午前9時30
分～正午■場所＝エル・ソフィア
■対象＝保育士資格または看護師
免許を有するまたは取得見込みの
方　※無資格でも参加できる場合
あり。くわしくはお問い合わせくだ
さい。■内容＝講話「自分にあった
働き方を見つけよう」／区内私立
保育施設の採用担当者による、現
役保育士の働き方の紹介�など■
定員＝40人（7月26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（町名まで）、
氏名（フリガナ）、年齢、資格の有
無、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、「保育現場で働こう」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

独立・起業セミナー「セカンド
キャリア起業編」（2日制）

■日時＝9月7日㈯・14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
いるおおむね50歳以上の方■内
容＝セカンドキャリア起業の現状／
起業して成功する人の考え方／自
分のやりたいこと・起業のためのア
イデアのまとめ方�など■定員＝25
人（7月26日から先着順。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／住所、氏名（フリガナ）、電
話番号、「セカンドキャリア起業編」
をファクス・Eメール■期限＝8月
23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

マンスリー就職面接会
▪軽作業・警備・建設など
　就職応援 面接会
■日程＝8月20日㈫■場所＝ムー
ブ町屋（荒川区荒川7-50-9）
▪10月に間に合う 就職応援 面接会
■日程＝9月18日㈬■場所＝東京
芸術センター21階・天空劇場

――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

人材募集

高齢者集合住宅の生活援助員
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…区内在住／20～55歳／同居
する20歳以上の親族がいる／常
時在宅して生活援助員業務がで
きる／住宅に困窮している／暴力
団員でない／所得が定められた
基準内（都営のみ）■勤務内容＝区
営シルバーピア梅島（梅島1-6）／
区営シルバーピア西新井（西新井
6-25）／都営千住関屋町アパート
（千住関屋町17-42）に親族と入
居し、高齢者の日常生活相談や緊
急時対応　※家賃月額5万円と共
益費は自己負担■謝礼＝月額7万
5,000円■募集人数＝3人（選考）
■採用予定時期＝11月以降■申込

＝履歴書（J
ジ ス

IS様式推奨、自筆、写
真貼付）を区へ簡易書留で郵送・
持参　※履歴書は返却不可。選考
方法など、くわしくはお問い合わ
せください。■期限＝8月15日㈭
消印有効■申・問先＝住宅課�住宅
管理係� ☎3880-5938

学童保育室職員（非常勤）
■対象＝保育士、放課後児童支援
員、幼小中教員などの資格・免許
を有する方■勤務場所＝花畑第一
学童保育室（花畑第一小学校内）／
みどり学童保育室（興本小学校内）
■勤務条件＝週4日～5日・30時間
（月～土曜日、午前9時30分～午
後6時15分）　※ローテーション勤
務。社会保険・有給休暇あり■雇
用期間＝9月1日～2年3月31日■
報酬＝月額17万8,000円～19万
3,000円　※交通費あり（上限あ
り）■募集人数＝各1人■選考＝▷1
次…書類　▷2次…面接（8月9日㈮
予定）■申込＝履歴書（自筆、写真
貼付）、作文「学童保育室職員のあ
り方について（400字詰め原稿用

紙2枚程度）」を区へ簡易書留で郵
送・持参　※申込書類は返却不可
■期限＝8月6日㈫必着■申・問先
＝住区推進課�学童保育係
� ☎3880-5863

公募・ボランティア

環境審議会委員
■対象＝区内在住の18歳以上で、
年4回程度の会議（平日昼間）に出
席できる方■内容＝環境に関する
事項の調査・審議■任期＝11月
22日から2年間■報酬＝1回7,000
円■募集人数＝3人■選考＝作文・
面接■申込＝募集要項に添付の申
込書、作文を区へ郵送・持参　※作
文の内容など、くわしくは環境政
策課で配布する募集要項をご覧く
ださい（区のホームページからもダ
ウンロード可）。申込書類は返却不
可■期限＝8月19日㈪必着■申・
問先＝環境政策課�計画推進係� �
� ☎3880-6049

審議会等の公開（8月・9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
足立区地域保健福祉
推進協議会 8/2㈮ 午後2時～4時

区役所

福祉管理課�調整担当
☎3880-6223

第22回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議 8/5㈪ 午前9時30分

～正午
都市計画課
ユニバーサルデザイン担当

☎3880-5768
足立区子育て支援サービス
利用者負担適正化審議会 8/5㈪ 午前10時～正午 子ども政策課�管理係

☎3880-5445

足立区区民評価委員会
8/21㈬ 午後2時～4時 政策経営課�政策経営担当

☎3880-58118/27㈫ 午前9時30分～正午

足立区男女共同参画
推進委員会 8/22㈭ 午後2時～4時 エル・

ソフィア
区民参画推進課
男女共同参画推進係

☎3880-5222

足立区建築審査会 8/28㈬ 午後2時30分�～4時30分 区役所 建築調整課�用途照会係
☎3880-5943

第2回足立区地域自立支
援協議会 はたらく部会 9/4㈬ 午後3時～5時

障がい福祉
センター
あしすと

障がい福祉センターあし
すと�就労促進訓練係

��☎5681-0133
第9回足立区文化・
読書・ スポーツ
総合推進会議

9/6㈮ 午後2時30分
～4時30分

ギャラク
シティ

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

▪経済的にお困りの方
■支援内容＝病気で働けないな
どの理由で経済的に困っている
方に、生活保護制度などの相談
▪介護が必要な方
■支援内容＝介護が必要なおおむ
ね65歳以上の方に、介護保険の要
介護認定や介護保険以外の高齢
者サービスの申請などの相談
▪ひとり親家庭の方
■支援内容＝19歳以下の子ども
がいる母子および父子家庭に、児
童の修学資金や就学支度資金、
転宅資金などの貸し付け／母子
家庭に母子生活支援施設への入
所などの相談
▪ＤＶ被害でお困りの方
■支援内容＝パートナーや恋人な
どからの暴力などの悩みの相談
▪家庭内の問題でお困りの方
■支援内容＝子どもの養育や家
族関係など、家庭内の問題の相談

▪出産費用にお困りの方
■支援内容＝経済的な理由で出産
費用の支払いが困難な妊娠中の方
に、事前申請で費用を助成する「入
院助産制度」の相談　※助産施設
の認可を受けている産院の利用が
必要。所得などの制限、所得に応じ
た費用負担あり。直接病院に支払う
分
ぶんべん

娩用品費などは別途自己負担
――いずれも――

■問先＝足立福祉事務所�各福祉課（表1）

▪身体・知的障がいなどのある方
■支援内容＝身体障害者手帳・愛
の手帳の交付／障がい福祉サービ
スによるホームヘルパー派遣など
の申請や相談／障がい者施設など
への入所や通所の相談／主に身体
障害者手帳を所持する方に、補装
具費・自立支援医療（更生医療）・日
常生活用具・住宅設備改善費の支
給相談�など　※中部援護第一係・
第二係では手話通訳あり（毎週木
曜日、午後1時～4時）■問先＝障が
い福祉課�各援護係（表2）

生活でお困りの方や障がいなどのある方

表1　足立福祉事務所 各福祉課一覧
問先 電話・

ファクス番号
西部福祉課 ☎3897-5013

FAX3856-7229
千住福祉課 ☎3888-3142

FAX3888-5344
中部第一福祉課 ☎3880-5875

FAX6806-3017
中部第二福祉課 ☎3880-5419

FAX6806-3093
東部福祉課 ☎3605-7129

FAX5697-6560
北部福祉課 ☎5831-5797

FAX3860-5077

表2　障がい福祉課 各援護係一覧

問先 電話・
ファクス番号

西部援護係 ☎3897-5034
FAX3856-7229

千住援護係 ☎3888-3146
FAX3888-5344

中部援護第一係 ☎3880-5881
FAX3880-5754

中部援護第二係 ☎3880-5882
FAX3880-5754

東部援護係 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部援護係 ☎5831-5799
FAX3860-5077

ご相談ください
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子どもの行動範囲が広がる夏休みは、交通事故が多発します。特に小学生は、自転車運転中の事故が増える傾向にありま
す。ルールとマナーを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。■問先＝交通対策課�推進係　　　　☎3880-5912

なくそう！
子どもの交通事故

きかせてサポーター養成研修
（2日制）
■日時＝8月28日㈬・29日㈭、午
前10時～午後4時30分■対象＝
受講後、きかせてサポーターとし
て活動できる方■内容＝子育て中
の保護者を訪問支援するため、傾
聴などの知識や技術を習得■定員
＝15人（7月26日から先着順）■申
込＝申込書をファクス・郵送　※申
込書は電話・ファクスで請求また
は区のホームページからダウン
ロード■期限＝8月21日㈬必着■
場・申・問先＝NPO法人子育てパ
レット（区委託法人）（平日、午前9
時～午後5時）　〒121-0816梅島
3-4-8�うめじまKSビル2階
☎5888-6943 FAX5888-6948
■問先＝区・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

初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会（4日制）

■日時＝9月7日㈯・8日㈰・15日㈰・
16日㈷、午前9時～午後5時■場
所＝加平小学校■対象＝区内在住・
在勤・在学で18歳以上の方■内
容＝障がい者スポーツの楽しさを
伝えるために必要な基礎知識・技
術を身につける　※（公財）日本障が
い者スポーツ協会公認資格「初級
障がい者スポーツ指導員」取得可
■定員＝30人（7月29日から先着
順）■費用＝3,500円（テキスト代）　
※資格取得を希望する方は別途
登録料（9,300円）が必要■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、電
話番号、「養成講習会」をファクス
■期限＝8月9日㈮■申・問先＝ス

ポーツ振興課�振興係
☎3880-5826 FAX3880-6028

こどもショートステイの
養育協力家庭

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…看護師、保育士、教員など、
子どもに関わる資格・免許を有す
るまたは都の養育家庭の登録・経
験がある／18歳以上の健全な同
居家族（親族）がいる／住居の広さ
が、居室2室12畳以上で家族構成
員に応じて適切な広さを有する■
内容＝こどもショートステイ事業（宿
泊を伴う一時預かり）の養育協力家
庭として食事の提供、身の回りの
世話などをする　※研修あり。申
し込み方法など、くわしくはお問い
合わせください。■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

暮らし・まちづくり

講座「世界の子どもを
とりまく現状から考えよう
2030年までにできること」

■日時＝8月24日㈯、午後1時～3
時■対象＝区内在住・在勤の方／
18歳以上の学生■内容＝世界各地
で子どもの支援に取り組むNGO
団体から、国連が掲げる、2030
年までに達成すべき世界共通の目
標「S

エスディージーズ

DGs」と世界の子どもの暮らし
や課題について学び、行動につな
げる■定員＝20人（7月27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）、電話・ファ
クス番号、Eメールアドレス、「世界

の子どもをとりまく現状」をファクス
■場・申・問先＝NPO活動支援セ
ンター（日・月曜日、祝日を除く、
午前9時～午後8時）
☎3840-2331 FAX3840-2333

「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）」
の意見を募集
　都と特別区および26市2町が協
働で公表した「東京における都市計
画道路の在り方に関する基本方針
（案）」に対する意見・提案を募集し
ています。　※基本方針（案）は都
と特別区および26市2町の窓口（都
は都民情報ルーム／足立区は企画
調整課）・ホームページで閲覧可■
意見提出期限＝▷窓口…8月9日㈮�
▷ファクス・ハガキ・Eメール…8
月12日㉁消印有効■意見提出・
問先＝東京都�街路計画課　〒163-
8001新宿区西新宿2-8-1
☎5388-3379 FAX5388-1354

S0000179@section.metro.
　tokyo.jp
■問先＝区・企画調整課�企画調整
担当� ☎3880-5160

都営住宅入居者募集
■内容等＝▷家族向けポイント方式
による募集…ひとり親／高齢者／
心身障がい者／多子世帯�など　▷
抽選方式による募集…単身者／シ
ルバーピア（高齢者集合住宅）／車
いす利用者　※所得・年齢制限あ
り。対象など、くわしくは募集案内
をご覧ください。■募集案内配布
期間＝8月1日～9日（土・日曜日を
除く）■募集案内配布場所＝住宅課�
住宅管理係／区民事務所　※なく
なり次第配布終了■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

原爆・平和・戦争を考える展示会
■期間＝8月5日～9日／13日～15
日、午前9時～午後5時　※5日㈪

は午前11時開始、15日㈭は午後3
時30分終了■場所＝区役所1階区
民ロビー■内容＝足立区原爆被害
者の会による、「原爆の図（丸木夫
妻作）」などの原爆・戦争を描いた
絵画や写真などの展示／区所蔵の
平和関連パネルの公開／映像資料
の放映（7日㈬以降）　※8日㈭、午
前11時から高校生平和大使経験者
によるスピーチと音楽のつどいを
開催■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝足立区原爆被害者の
会� ☎080-6607-6855
区・人権推進係� ☎3880-5497

催し物
※ 先着順で、特に記載が

ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

アトリウムコンサート
■日時＝8月2日㈮、午後0時10分
～0時45分■場所＝区役所1階区
民ロビー■内容＝足立区音楽祭実
行委員会によるピアノとフルート
のデュオ演奏（オペラ「カルメン」よ
り第1幕への前奏曲／聖

マドンナ

母たちの
ララバイ／情熱大陸／ルパン三世
のテーマ／見上げてごらん夜の星
を）■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝文化団体支援係� �
� ☎3880-5986

金工ワークショップ「錫
す ず

を
たたいてお皿をつくろう」

■日時＝8月11日㈷、午前10時30
分／午後1時30分開始■対象＝小
学4年生～中学生■内容＝金属工
芸の伝統技法「鍛

たんきん

金」でお皿を作る
■定員＝各15人（7月27日、午前9
時から先着順）■申込＝電話■場・
申・問先＝ギャラクシティ
� ☎5242-8161
■問先＝文化団体支援係�
� ☎3880-5986

催し物は、
6面に続きます

宿泊施設インフォメーション（10月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表3■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＝8月1日～10日消印有効　※8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、9月2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申し込み（先着順）
表3　宿泊施設利用日等（10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 5・12・13・19・

26
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
※�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。

落書きをしない、させない、放置しない！
■問先=落書き１１０番（生活環境保全課内）  ☎3880-5310

　7月に「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」を改正
しました。東京2020大会に向け、落書きをなくして、もっと「きれい
なまち」へ�！

●「落書き禁止」の明文化
●「落書き放置禁止」の義務化（努力義務）

　近所で落書きを見つけた方や落書きをされて困っている方は、「落書
き110番」をご利用ください。2021年3月までの期間限定で、民有地※

の落書き消去を区が無料で支援！　また、落書き防止のため、看板や
センサーライトの貸出、防止シールの配布も行っています。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。
※…鉄道、電気、通信など、公共性の高い事業者を除く

条例
改正！

改正の
ポイント

▲落書き110番
　利用者B

ビ フ ォ ー

efore A
ア フ タ ー

fter

落書きがな
くなることで、街
の雰囲気が明るく
なり、周辺のマナー
や治安の改善にも
つながると思い
ます。

区が無料でお手伝い落書きの相談は「落書き１１０番」へ ！


