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普通徴収の特別区民税・都民税の納付は、金融機関や区役所の窓口のほか、コンビニエンスストア、ペイジー対応のATMなどでも納付可　※9月10日㈫までに新規で口座振替を申し込んだ方の中から抽選で区内
共通商品券が当たるキャンペーン実施中■問先＝▷納税相談…滞納整理第一係　☎3880-5236／滞納整理第二係　☎3880-5237／特別整理第一係　☎3880-5235　▷口座振替…収納管理係　☎3880-5238

特別区民税・都民税の
第2期納期限は9月2日㈪

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。

福祉・高齢医療

介護予防「はつらつ教室
（プール）」（8日制）

■期間等＝表1■時間＝午後1時～
2時30分■対象＝区内在住の65
歳以上で、介護保険の要介護・要
支援の認定を受けていない方■内
容＝水中ウォーキングなど■定員＝
各20人（選考）■問先＝介護予防・
生活支援担当	 ☎3880-5642

73歳以上の区民に
無料マッサージ（9月分）
■日程等＝▷3日㈫・24日㈫…竹
の塚障がい福祉館　▷8日㈰・22
日㈰…勤労福祉会館（綾瀬プルミ
エ内）　※住所・年齢が確認でき
る証明書の提示が必要■時間＝午
前9時10分～午後3時10分　※定
員になり次第終了■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

重症心身障がい児（者）
都内各通所施設の通所者募集
■入所時期＝2年4月以降■対象＝
重症心身障がい児（者）■支援内容
＝児童発達支援／生活介護■定員
＝若干名（選考）■申込期間＝9月2
日～30日　※申し込み方法など、
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＝障がい福祉課�各援
護係（表2）
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

東部援護係 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部援護係 ☎5831-5799
FAX3860-5077

長寿健康増進事業「趣味・生
きがい・仲間づくりでイキ
イキ健康に」（10月・11月分）
■日時等＝表3■対象＝区内在住
で75歳以上の後期高齢者医療被
保険者■申込＝電話／窓口　※窓
口の場合は後期高齢者医療被保険
者証を持参

若年性認知症
本人・家族交流会

■日時＝9月14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（8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（9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（9月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

千寿の郷　　☎3881-1691 19日㈭
中央本町　　☎3852-0006 4日㈬
西新井　　　☎3898-8391 10日㈫
西新井本町　☎3856-6511 5日㈭
はなはた　　☎3883-0048 19日㈭

表3　長寿健康増進事業（10月・11月分）日時等
場･申･問先

（地域学習センター） 日時 内容 定員
中央本町
☎3852-1431

10/30㈬、
午後1時30分～3時 いきいき元気体操 20人

東和
☎3628-6201

10/17㈭、
午前10時30分～午後1時30分

カルシウムたっぷり
骨
ほねかつ

活ごはん 16人

10/30㈬、
午前10時30分～11時40分 らくらく体づくり体操 25人

舎人
☎3857-0008

10/1・8・15
いずれも火曜日、
午後1時～3時

私の大好きを詰め込んだ
アルバム作り（3日制） 8人

花畑
☎3850-2618

10/17㈭、
午前10時～正午

歳
とし

をとっても美しく
お化粧教室

10人

10/18㈮、
午前9時～午後1時

バスで巡る足立区内の
郷土史跡探訪教室 25人

保塚
☎3858-1502

10/11㈮、
午後1時30分～3時 季節の寄せ植え教室 12人
10/21・28、11/11・18
いずれも月曜日、
午後1時30分～3時

持ってなくても大歓迎
シニアのタブレット教室

（4日制）
16人

※いずれも8月26日、午前9時から先着順

表1　はつらつ教室（プール）（8日制）期間等
場・申・問先 期間等

スイムスポーツセンター（うきうき館）
〒121-0812西保木間4-10-1

☎3850-1133  FAX3860-6903

10/4～11/22の毎週金曜日
■申込＝申込書をファクス・郵送・持参
■申込期間＝8/26～9/27必着（9/17㈫を除く）

千住温水プール（スイミー）
〒120-0034千住3-30

☎3882-2601

10/2～11/27の毎週水曜日（10/23を除く）
■申込＝申込書を郵送・持参
■申込期間＝8/26～9/18必着（9/17㈫を除く）

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　FAX5616-2525

9/19～11/7の毎週木曜日
■申込＝申込書をファクス・郵送・持参
■申込期間＝8/26～9/5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

9月は自殺対策強化月間です ～気づく つながる いのちを守る～
■問先＝こころといのち支援係���☎3880-5432

▪区内の自殺者数は減少傾向
　区では平成20年10月か
ら、「生きる支援」として自
殺対策に取り組んでいま
す。ゲートキーパー★1の活
動や支援の輪が広がった
結果、自殺者数が急増した
平成10年と比較して大き
く減少しました。
★1…「いのちの門番」として、相談者の顔色や態度から自殺

のサインに気づき、問題解決につなげる人材

▪若年者・高齢者の対策を実施
　区全体の自殺者数は減少傾向
にあるものの、若年者（10～30
代）の自殺者数は横ばい状態、
単身高齢者の自殺者数は増加傾
向です。今まで相談につながり
にくかった若年者については、
平成30年4月に開始した「イン
ターネット・ゲートキーパー事
業★2」により、相談件数が増加しています。
　今年度は、生きづらさを抱えた若年者に加え、孤
立した高齢者への支援に、重点的に取り組みます。
★2…区内で「死にたい」など自殺関連語句を検索した方を、

検索連動広告を活用してメール・電話相談などへつな
ぐシステム

40～60代
（29人）

10～30代
（79人）

▲平成30年度
　インターネット・
　ゲートキーパー
　相談者数

▲登録は
コチラ

今後とも、自殺に追い込まれない社会づ
くりにご理解とご協力をお願いします。

10年 （平成）10年30年 29年

193
人

2,740
人

121
人

1,936
人

足立区

東京都

37.3％
減

29.3％
減

▪大切な方を自死（自殺）で亡くされた方
　の集い「分かちあいの会	とまり木」
■日時＝9月6日㈮、午後6時30分～8時
30分　※原則毎月第1金曜日開催■場所
＝エル・ソフィア■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

▪こころといのちの講演会「孤立した高
　齢者のこころといのちを守るために」
■日時＝9月30日㈪、午後2時～4時■
場所＝江北保健センター■定員＝40人
（8月26日から先着順）■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

集い・講演会で相談

▪相談ほっとLINE＠東京
■期間＝実施中～令和2年3月31日、午後
5時～10時　※午後9時30分受け付け終
了。9月1日～30日は午後3時開始■利用
方法＝次のいずれかの方法で友だち登録
…LINEアプリの公式アカウン
トから「相談ほっとLINE＠東
京」を検索／QRコード■問先
＝都・福祉保健局�健康推進課

　☎5320-4310

▪つらい気持ちを話してください
▷よりそいホットライン（24時間。年
中無休）� 　　　☎0120-279-338

▷都・自殺相談ダイヤル�こころとい
のちのほっとライン（午後2時～午前
5時30分。年中無休。9月21日㈯～
25日㈬は24時間受け付け）

☎0570-087478

L
ラ イ ン

INEアプリ・電話で相談

■日時＝平日（年末年始を除く）、第2土
曜日・第4日曜日、午前9時～午後5時　
※火・金曜日は午後7時終了■内容＝生
活サポート相談員による生活や仕事の

悩み相談■申込＝不要　※当日直接会
場へ■場・問先＝くらしとしごとの相
談センター（区役所別館内）

　　　　　　���☎3880-5705

「くらしとしごとの相談センター」で相談



■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面左下を参照 5

■期間＝▷江北…2日㈪～6日㈮　▷鹿浜・花畑…25日㈬～30日㈪
▷やよい…4日㈬～9日㈪■問先＝中央図書館　☎5813-3740

図書館の臨時
休館日（9月分）

■閲覧場所＝区民参画推進課（エル・ソフィア内）／NPO活動支援センター／区政資料室
／区立図書館　※区のホームページでも閲覧可■問先＝区民参画支援係　☎3880-5020

平成30年度NPO活動
支援事業報告書の発行

　平成29年度「40歳前の健康づくり健診」の結果によると、検査項
目に一つ以上「異常」のある方は男性で約90％、女性で約83％でし
た。放置すると糖尿病・高血圧症などの生活習慣病になる恐れが
あるばかりか、心筋梗塞・脳梗塞などで、重度の障がいや死にい
たる可能性もあります。
　区では、自営業など健診の機会がない18～39歳の方に、健康
チェックを無料で行っています。いつまでも健康で楽しく過ごす
ために、若いころから健康チェックを習慣に！

くわしくは
コチラ▶

  保健センターでくわしくチェック !
40歳前の健康づくり健診（2日制）

　問診や血圧測定、血液検査、尿検査、体組成測定などの総合的
な検査を実施。生活習慣改善のため、2日目に保健師や管理栄養士
と健診結果を振り返ります。今年度から、実施日・時間を拡大し、
受けやすくなりました！■問先＝健診事業係　　��☎3880-5121

 自宅で簡単！　忙しい方向け！ 
簡易血液検査（スマホ d

で

e ドック）
くわしくは
コチラ▶

　自宅に届く「採血キット」で指先の血液を採取して返送するだ
け！　申し込みから結果確認まで、すべてパソコン・スマートフォ
ンで簡単にできます。■問先＝データヘルス推進係

☎3880-5601
――いずれも――

■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■申込＝電話　※簡易血液検査は区の
ホームページからも申し込み可■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

いつまでも「健康」でいるために
40歳前からの2つの健康チェック！

9月上旬に「後期高齢者歯科
健診（無料）」の受診券を送付
　区内在住で、76・80歳の方に受
診券を送付します。お早めにご受
診ください。�※年齢は2年3月31
日現在■内容＝問診／むし歯・歯周
病チェック／口

こうくう

腔清掃状況・歯石の
付着・義歯の状態の確認�など■申
込＝区内指定医療機関に予約のう
え、区が送付する受診券などを持
参■期限＝2年2月29日㈯■問先
＝高齢医療係� ☎3880-5874

仕事・産業

本庁舎展望レストラン
運営事業者募集
■募集施設＝区役所南館14階展
望レストラン・中央館1階喫茶コー
ナー　※申し込みには説明会・現
地見学会への参加が必要■運営期
間＝2年4月1日～9年3月31日
▪説明会・現地見学会
■日時＝9月13日㈮、午後2時～3
時30分■期限＝9月6日㈮

――いずれも――
※対象や申し込み方法など、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＝本庁舎管理係
	 ☎3880-5824

女性の就労スキル向上と
就職決定を支援（第1期）
■期間＝9月30日～11月1日　※時
間など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■場所＝北千住駅周辺の
研修会場など■対象＝就職を希望
する女性　※学生不可■内容＝区
委託事業者による2週間の研修（8
回）・カウンセリング後、都内また
は近郊企業の説明会・職場見学を
経てマッチングにより就職をめざ
す■定員＝15人（選考）■申込＝電
話／住所、氏名、電話番号、「ス
キルアップ就職マッチング事業」を
ファクス■申込期間＝8月26日～9
月20日■申・問先＝㈱シグマスタッ
フ（区委託事業者）（平日、午前10時
～午後5時）
☎6806-1264	 FAX6417-4551
■問先＝区・就労・雇用支援係　
	 ☎3880-5469

資格取得もサポート
「介護のおしごと就労支援」
■対象＝求職中の方■勤務場所＝
区内の特別養護老人ホームなど■
内容＝希望をもとに仕事内容を説
明し、職場を紹介。約3カ月の派
遣後、その職場に就職　※介護資
格がない方は、期間中に介護職員
初任者研修を自己負担なしで受講
可■募集人数＝50人程度（選考）■
申込＝電話■申・問先＝㈱サクシー

ド（区委託事業者）� ☎5287-1929
■問先＝区・高齢調整係
	 ☎3880-5886

暮らし・まちづくり

ハラスメント対策講座	
「ハラスメントを予防する
環境づくりと意思表示」
■日時＝9月21日㈯、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤の方■内容＝
身近で起こるハラスメントを防ぐた
め、環境づくりや「N

ノ ー

O」を伝える方
法を学ぶ■定員＝20人（8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、
氏名（フリガナ）、年齢、保育希望
の場合は子どもの氏名（フリガナ）・
年齢、電話・ファクス番号、「ハラ
スメント対策講座」をファクス■申・

問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

明海大学	連携事業
「小・中学校の英語教材で学ぶ
大人の初級英会話講座」（5日制）
■日時＝9月22日、10月6日・20
日、11月10日・24日、いずれも
日曜日、午前10時～正午■場所＝
梅島小学校■対象＝区内在住で16
歳以上の英会話初心者■内容＝区
と英語力向上のために連携協定を
結んでいる、明海大学のネイティ
ブ講師と日本人講師が教える英会
話講座■定員＝40人（抽選）■申込
＝住所、氏名（漢字、フリガナ、ロー
マ字）、年齢、電話番号、Eメール
アドレス、「初級英会話講座」を区

へハガキで送付■期限＝9月6日㈮
必着■申・問先＝学力定着推進課�
学力定着推進係� ☎3880-5702

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

10月1日から使用できる
国民健康保険証を送付します

■対象＝区の国民健康保険加入者■送付期間＝9月5日～11日■
送付方法＝住民登録地の世帯主宛に簡易書留で郵送　※特定健診
の受診日が記入できるカードケースを同封。郵便局での保管期限
（9月16日㈷）経過後、普通郵便で再送。表札がない、郵便局に留
置や転送願いを出している方などは届かない場合あり■問先＝資
格賦課担当　　　　　　　　　　　　　　　　　��☎3880-5240

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

伊興
☎5837-1280

9/14㈯
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＝20人

さの
☎5682-0157

9/25㈬
午後2時～3時30分

超高齢社会と終末期医療について「かかり
つけ医の役割の重要性」
■場所＝ゆうあいらんど・さの（佐野2-30-
12）■定員＝30人

中央本町
☎3852-0006

9/28㈯
午前10時～正午

認知症サポーター養成講座
■場所＝中央本町地域学習センター
■定員＝20人

中川
☎3605-4985

9/25㈬
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＝60人

西新井
☎3898-8391

10/7㈪
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

西新井本町
☎3856-6511

9/6㈮、10/4㈮
午後2時～3時

太極拳
■場所＝西新井本町住区センター
■定員＝各10人

一ツ家
☎3850-0300

9/28㈯
午後2時～3時30分

認知症サポーター養成講座
■場所＝保塚地域学習センター
■定員＝30人　

日の出
☎3870-1184

9/18㈬
午後1時30分～3時

脳の活性化を図ろう「シナプソロジー」
■場所＝千住あずま住区センター
■定員＝40人

保木間
☎3859-3965

9/24㈫
午後2時～3時30分

認知症サポーター養成講座
■場所＝総合スポーツセンター
■定員＝30人

本木関原
☎5845-3330

9/28㈯
午前10時～11時30分

認知症サポーター養成講座
■場所＝まちづくり工房館（関原の森内）
■定員＝20人

※いずれも、■申込＝電話／窓口（8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（9月・10月分）


