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▪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

手口1 手口2

これで
対策

2019年（令和元年）9月25日（第1815号）

2019年（令和元年）9月25日（第1815号）

子育て・教育

ふれあいキッズデー
■日時＝10月6日㈰、午前10時～
午後1時■場所＝区役所庁舎ホール
／1階区民ロビー■対象＝就学前の
子どもと保護者■内容＝ふれあいあ
そびコーナー／作ってあそぼうコー
ナー／絵本・ミニシアター／　やさ
いもりもり食育コーナー�など■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

令和2年4月入園の
幼稚園・認定こども園

（短時間利用）の園児募集
▪私立幼稚園・私立認定こども園
　（短時間利用）
■申し込み開始日＝11月1日㈮■対
象＝平成26年4月2日～29年4月1
日生まれの子ども■申込＝願書を持
参　※願書は10月15日㈫から入園
を希望する園で配布■申・問先＝
入園を希望する園　※各園の場所
など、くわしくは子ども政策課�私立
幼稚園係、区民事務所などで配布
する「私立幼稚園ガイド」を参照■問
先＝子ども政策課�私立幼稚園係
� ☎3880-6147
▪区立認定こども園（短時間利用）
■対象＝区内在住で平成26年4月
2日～28年4月1日生まれの子ども　
※保育料は無料（予定）。別途給食
費が必要■募集園等＝表1■保育時
間＝平日、午前9時～午後2時（長期
休業中を除く）　※預かり保育（午後

2時～5時）あり■申込＝申込用紙を
持参　※「園児募集のしおり」と申込
用紙は10月15日㈫から区立認定こ
ども園、区民事務所、子ども施設
入園課�入園第一係～第三係で配布
■申込日＝11月1日㈮・5日㈫・6
日㈬■申・問先＝入園を希望する園

（表1）／子ども施設入園課�入園第
一係～第三係� ☎3880-5263

――いずれも――
※認定こども園の長時間利用は、
保育施設（認可保育所など）の令和2

年4月利用と同時申し込みです。保
育施設の利用案内はあだち広報10
月25日号に掲載予定
表1　区立認定こども園（短時間利用）

募集園等
申・問先 電話番号

おおやたこども園 3620-7591

鹿浜こども園（第一園舎） 3855-4447

元宿こども園（第一園舎） 3882-9466
※募集人数など、くわしくは「園児募集
　のしおり」を参照

休日接骨院当番所（10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

6㈰ 鹿浜久松接骨院（鹿浜1-12-16） 3853-1537
花畑名倉堂接骨院（花畑3-35-5-101） 5242-8760

13㈰ 保木間加藤接骨院（保木間1-25-12） 5851-9618
森山接骨院（梅島2-3-16） 3849-4747

14㈷ 田村接骨院（六木4-5-24） 3628-3914
みやかわ整骨院（伊興5-21-9） 5647-9739

20㈰ こぐれ接骨院（西伊興1-16-13） 3897-3022
横山接骨院（神明2-10-14） 5697-6990

22㈷ 飯塚接骨院（興野2-31-5） 3854-2353
野村整骨院（南花畑3-33-24） 3884-2461

27㈰ たかはし整骨院（千住1-23-12 梅田ビル1階） 3870-6200
蔦谷整骨院（千住宮元町25-9） 3881-4945

※ 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
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＼特殊詐欺撃退／
｢自動通話録音機｣を貸し出し
　かかってきた電話に自動で警告
メッセージを流し、通話を録音しま
す。�※申し込み方法など、くわし
くはお問い合わせください。■対
象＝区内在住でおおむね65歳以上
の方がいる世帯■問先＝区・生活
安全推進担当　　�☎3880-5838

＼放送が聞こえたら電話に注意／
防災行政無線で特殊詐欺発生をお知らせ
　特殊詐欺のアポ電は一つの地域に
集中してかかることが多いです。防
災行政無線で「現在この地域に、振り
込め詐欺の電話がかかっています。
ご注意ください」という放送が流れた
ら、不審な電話にご注意を。

　年々手口が巧妙になっている特殊詐欺。最近は、アポ電※の後に犯人がすぐ家に来るため、家族と相談する暇
もないまま被害に遭うケースが増えています。「私は騙

だま

されない」という過信は禁物。必ず対策を講じましょう。
※…オレオレ詐欺などで金銭要求の前にかかってくる電話　�　�����■問先＝区・生活安全推進担当　☎3880-5838

郵送申し込み記入例

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

切 手
〒120-8510

足立区役所
○○課
○○係

（○○は申し込み
課・係名など）

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

無料

亮太かい？
それは大変…すぐに用意するね。

亮太君の同僚です。
お金を受け取りに来ました。

よろしくお願いします。

もしもし、オレだよ。
実は交通事故を起こして、

すぐに 100 万円支払わないと行けないんだ…。
同僚が受け取りに行くから、お金を渡して！

警察署の〇〇です。
あなたのキャッシュカードが

不正利用されているので、確認しに行きます。

キャッシュカードを受け取りに来ました。
確認に必要なため、

暗証番号も教えてください。

わざわざ来て
くれてありがとう。
「1234」です。

❶在宅中も留守電に設定　❷現金・キャッシュカードを渡さない　❸暗証番号を教えない
　  不安に感じたら、警察や消費者センター（☎3880-5380）に相談

10月1日から
郵便料金が
変わります

電話でお金やカードの話がでたら、それは

▲綾瀬警察署�松村巡査

亮太かい？
それは大変…

すぐに用意するね。

よろしく
お願いします。

もしもし、オレだよ。
実は会社の小切手が入った
カバンをなくしてしまって、
すぐに100万円を
支払わないと
大変なことに…。
同僚が行くから、  
お金を渡して！  

警察署の鈴木です。
あなたのキャッシュカードが
不正利用されており、交換が
必要なため、受け取りに行きます。 キャッシュ

カードを   
受け取りに来ました。             
確認に必要なため、                  
暗証番号も教えて                 
ください。                  

わざわざ来て
くれてありがとう。
「0303」です。

亮太君の同僚です。
お金を受け取りに
来ました。

子や孫と偽って、現金を騙し取る ！ 警察官や銀行員を装
よそお

って、カードを騙し取る ！

詐欺 ！

自動メッセージ
この電話は、振り込め詐
欺等の犯罪被害防止のた
め、会話内容が自動録音
されます。

 必
ず守ろう

さ ぎ

Ａ-メールでも犯罪情報などをお知らせ�！���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面左下を参照 3

■対象＝4月に生活習慣病に関する医薬品代を支払い、1カ月に100円以上の薬剤
費軽減が見込まれる方　※対象の医薬品のみ■問先＝給付担当　☎3880-5241

国民健康保険加入者に、ジェネリック医薬品に切り替
えた場合の差額のお知らせを10月9日㈬に発送（予定）

地域福祉活動などに役立てられています。■期間＝10月1
日～12月31日■問先＝地域調整課�管理係　☎3880-5855

「赤い羽根募金」
にご協力を

2年度 小学校使用
教科用図書の採択結果

■内容＝▷国語／書写／算数／生
活／音楽…教育出版㈱　▷社会／
図画工作…日本文教出版㈱　▷地
図…㈱帝国書院　▷理科…学校図
書㈱　▷家庭／保健／外国語（英
語）…東京書籍㈱　▷道徳…㈱学研
教育みらい■問先＝教育指導係
� ☎３８８０-５９７４　

健康・衛生

パーキンソン病の方の
椅子でできる リハビリ体操

■日時＝10月16日㈬、午後1時
30分～3時■対象＝区内在住で
パーキンソン病の方と家族■内容
＝理学療法士によるパーキンソン
病の方のための運動指導（実技）■
定員＝30人（9月26日から先着順）
■申込＝電話／住所、氏名（フリガ
ナ）、年齢、電話・ファクス番号、

「パーキンソン病リハビリ体操」を
ファクス■場・申・問先＝竹の塚
保健センター�地域保健係
☎3855-5093 FAX3855-5089

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程＝▷健診…11月9日㈯　▷
結果説明…12月14日㈯　※いず
れも1時間程度■受付時間＝午前
9時～11時／午後1時～4時■場

所＝江北保健センター■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■定員＝各40人（9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

今年度から75歳以上は無料
高齢者インフルエンザ
ワクチン予防接種

■期間＝10月1日～2年1月31日
■対象＝接種日現在、区内に住民
登録があり、次のいずれかに当て
はまる方…12月31日現在で65歳
以上（65歳になった時点から接種
可）／60～64歳で心臓・腎臓・
呼吸器などの内部疾患があり、身
体障害者手帳1級を所持■費用＝
2,500円（自己負担額）　※12月
31日現在で75歳以上の方、生活
保護受給者、中国帰国者等支援給
付金受給者は自己負担額免除■申
込＝9月末ごろに区から送付される
予診票を持参し、直接23区指定
医療機関へ　※予約が必要な場合
あり■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

精神講演会 「ひきこもりが心配
される方の理解と対応について」

■日時＝10月30日㈬、午後1時
30分～3時30分■対象＝区内在
住・在勤・在学で、ひきこもりが
心配される10～30代の方の家族、
支援者■内容＝精神科医による講
演■定員＝30人（9月26日から先
着順）■申込＝電話／窓口／住所、
氏名（フリガナ）、電話・ファクス番
号、「精神講演会」をファクス■場・
申・問先＝江北保健センター�地域
保健係
☎3896-4011 FAX3856-5529

税金・国保・年金

10月支給分の公的年金から
住民税の特別徴収（天引き）
を開始

■対象＝次のいずれかに当てはま
る方…平成30年4月2日～31年4
月1日に65歳になり、公的年金を
受給し住民税が課税されている／
平成30年度中に公的年金からの
特別徴収が中止となり、今年度再

び対象となった　※天引きされる
住民税額は、送付済みの納税通知
書に記載■問先＝課税第一係～第
四係�
☎3880-5230～2 ／3880-5418

国民健康保険料の口座振替
新規申込で区内共通商品券
が当たります

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…期間中に国民健康保険料の口
座振替を新規に申し込んだ／国民
健康保険料の滞納がない／申し込
み後、2年1月期分の国民健康保
険料の引き落としが確認できた■
内容＝抽選で100人に区内共通商
品券2,000円分を進呈　※当選者
の発表は発送（2年3月予定）をもっ
てかえさせていただきます。■申
込＝口座振替依頼書を区へ郵送ま
たは依頼書配布場所に持参■依頼
書配布場所＝区内金融機関・農業
協同組合・郵便局／区・国民健康
保険課�収納管理担当／区民事務
所（中央本町を除く）　※希望者に
は区・収納管理担当から郵送■申
込期間＝10月1日～12月2日必着
■問先＝区・国民健康保険課�収納
管理担当� ☎3880-5242

献血（10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

5㈯ 東加平小学校 午前9時30分～午後1時30分
中川東小学校 午前10時～11時30分／午後1時～4時

9㈬ 足立成和信用金庫 竹の
塚支店（竹の塚5-15-8） 午前9時30分～正午／午後1時30分～4時

10㈭ 西新井駅西口 午前10時～11時15分／午後0時45分～4時
12㈯ 西新井中学校 午前9時30分～11時／午後0時30分～3時

12㈯・13㈰
荒川河川敷・虹の広場
※あだち区民まつり
会場内。まつりが中止
の場合は献血も中止

午前10時～午後3時30分

13㈰ 第十四中学校 午前11時～午後3時
22㈷ 花畑西小学校 午前9時30分～11時15分／午後0時45分～3時
24㈭ 足立自動車検査登録事

務所（南花畑5-12-1） 午前10時～11時30分／午後1時～4時
26㈯ 谷中中学校 午前10時～午後0時30分／午後2時～4時

※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

希望選択票と就学時
健康診断通知書の送付
希望選択票と就学時

健康診断通知書の送付
■対象＝区内在住で2年4月に
小・中学校に入学する方■内容
＝学校選択のための希望選択票
を10月上旬に送付■提出期限
等＝▷小学校に入学／区立小学
校以外に在籍で中学校に入学…
学務課�就学係へ提出（10月25
日㈮消印有効）��▷区立小学校
に在籍で中学校に入学…在籍校
へ提出（10月23日㈬必着）��※
小学校に入学する方には就学時
健康診断通知書を同封。希望選
択票に記入した小学校で10月・
11月に就学時健康診断を受診
■問先＝▷希望選択票…学務課�
就学係　　　　�☎3880-5969
▷就学時健康診断通知書…学務
課�学校保健係　☎3880-5971

学校公開と学校説明会
■期間＝10月上旬～中旬■時間
＝▷小学校…午前9時30分～11
時30分／午後1時30分～3時30

分　▷中学校…午前9時30分～
11時30分／午後1時30分～5時　
※公開日程は学校行事などによ
り各学校で異なる。学校説明会
の日程は、区のホームページ、
区民事務所、学務課�就学係など
で公表■対象＝2年4月に区立
小・中学校に入学する方の保護
者や地域の方など■問先＝学務
課�就学係　　　�☎3880-5969
「学校情報データブック」が完成
■内容＝区立小・中学校の教育
活動などを紹介した冊子■配布
場所＝区民事務所／学校支援
課�庶務係／学務課�就学係　※
区のホームページからもダウン
ロード可。2年4月に小・中学
校に入学する区内小学校・保育
園・幼稚園・認定こども園・認
証保育所の在籍者には、学校・
園などから9月下旬に配布■問
先＝学校支援課�庶務係

☎3880-5961

2年4月に区立小・中学校に入学する
お子さんの保護者の皆さんへ

くらしフェスタ
（消費生活展）

■申・問先＝消費者センター　　　☎3880-5385　 FAX3880-0133

イベントテーマは「遊びからもしもをまなB
　 ぼ う 　

oooo！!」
▪消費者被害の予防啓発落語
■時間＝午後2時30分～3時30分■内容＝｢なるほど�!��これぞ『だま
し』のテクニック｣など3演目の落語■定員＝40人
▪浴衣地で作る布ぞうり
■時間＝午前10時30分～午後3時30分■定員＝12人■費用＝
1,000円（材料費）
▪　 八百屋のカリスマに学ぶ 秋冬野菜の選び方
■時間＝午後1時～2時■定員＝40人

――いずれも――
※10月1日から先着順■対象＝区内在住・在勤・在学の方■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・ファクス番号、講座名をファクス

10月26日㈯
午前10時～午後4時
場所  エル・ソフィア


