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金融機関により数日遅れる場合あり。受給者へ支払通知書を9月26日㈭発送。現況届が未提出の場合は支給停止。
出生・転入により新たに申請した方は、申請月の翌月分から支給開始■問先＝児童給付係　　��☎3880-6492

児童手当の10月期（6月～9月分）
は10月2日㈬以降に振り込み

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

ふれあい遊
ゆ う

湯
ゆ

う
（10月～12月分）

■場所等＝表1■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1　ふれあい遊湯う

（10月～12月分）場所等
曜日 場所

月 曙湯（足立4-22-3）
富士の湯（東和4-15-10）

火 明美湯（梅田4-40-21）
ニコニコ湯（千住柳町2-10）

木 大平湯（青井6-21-3）
湯処じんのび（西新井6-43-4）

金 永泉湯（西新井3-10-2）
美登利湯（千住旭町25-11）

土 一の湯（神明1-1-3）
星谷浴泉（扇1-34-3）

※12月28日㈯～31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）

介護予防「はつらつ教室」
（10月～12月分）

■日時等＝表2■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＝筋力向上トレーニング
／軽体操■持ち物＝緊急連絡先が
分かるもの／運動しやすい服装／
室内用運動靴／タオル／飲み物■
定員＝各20人（先着順）

73歳以上の区民に
無料マッサージ（10月分）

■日程等＝▷8日㈫・22日㈷…竹
の塚障がい福祉館　▷13日㈰・
27日㈰…勤労福祉会館（綾瀬プル
ミエ内）■時間＝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

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝11月6日㈬・13日㈬、午
前9時30分～午後5時■場所＝竹
の塚地域学習センター■対象＝18
歳以上で、区の指定を受けた訪
問介護事業所での雇用を希望する
方■内容＝講義・グループワーク
などを通して、専門的技術・知識
が不要な介護サービス（掃除／ご
み出し／見守り�など）の担い手「生

活支援サポーター」資格を取得■
定員＝80人（9月26日から先着順）　
※保育あり。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。■申込＝電話／
区のホームページから専用フォー
ムに入力■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
■問先＝介護予防・生活支援担当
 ☎3880-5642

もの忘れ相談（10月分）

■日程等＝表3■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電話
／窓口
表3　もの忘れ相談（10月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

基幹　　　☎5681-3373 8㈫
さの　　　☎5682-0157 24㈭
鹿浜　　　☎5838-0825 3㈭
日の出　　☎3870-1184 16㈬
保木間　　☎3859-3965 23㈬
本木関原　☎5845-3330 10㈭

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」（11月・12月分）

■日時等＝表4■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

仕事・産業

独立・起業セミナー
「店舗起業編」（3日制）
■日時＝11月9日・16日・23日、
いずれも土曜日、午後1時～5時
■場所＝あだち産業センター■対
象＝店舗での起業を検討している
方■内容＝店舗オープンのための
ポイント解説／店舗見学�など■定

員＝25人（9月26日から先着順。区
内在住の方優先）■費用＝3,000
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、「店舗起業編」
をファクス･Eメール■期限＝10月
25日㈮■申・問先＝エキスパート・
リンク㈱（区委託事業者）
☎6450-2891 FAX 6450-2892

adachi@ex-link.co.jp
HP http://www.ex-link.co.jp
■問先＝区・創業支援係

☎3880-5495

女性の就労スキル向上と
就職決定を支援（第2期）

■ 期 間＝10月24日～11月29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、合同企
業説明会・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
マッチング募集」をファクス■申込
期間＝9月26日～10月18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

マンスリー就職面接会 
「第2回パート就職応援面接会」

■日時＝10月16日㈬、午後1時30
分～4時■場所＝ムーブ町屋（荒川
区荒川7-50-9）■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

表2　はつらつ教室（10月～12月分）日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

梅田
☎3880-5322 　

10/28、11/11・25、12/9・23、
いずれも月曜日、午前10時～11時30分

電話／窓口

興本
☎3889-0370

10/2・16、11/6・20、12/4・18、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

江北
☎3890-4522

10/10・24、11/7・21、12/12・26、
いずれも木曜日、午後1時45分～3時15分

佐野
☎3628-3273

10/9・23、11/13・27、12/11・25、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

鹿浜
☎3857-6551

10/10・24、11/14・28、12/12・26、
いずれも木曜日、午前10時～11時30分

竹の塚
☎3850-3107

11/15㈮、
午後1時30分～3時

中央本町
☎3852-1431 　

10/2・16、11/6・20、12/4・18、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

東和
☎3628-6201

10/24、11/28、12/26、
いずれも木曜日、午前10時～11時30分

舎人
☎3857-0008

10/9・23、11/13・27、12/11・25、
いずれも水曜日、午前10時～11時30分

花畑
☎3850-2618

10/15・29、11/5・19、12/3・17、
いずれも火曜日、午後1時～2時30分

保塚
☎3858-1502

10/10・24、11/14・28、12/12・26、
いずれも木曜日、午後1時30分～3時

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
10/3・17、11/14・28、12/5・19、
いずれも木曜日、午後1時30分～3時

総合スポーツセンター
☎3859-8211

10/2・16、11/6・20、12/4・18、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

日介ケアセンター花畑
（花畑6-16-1）

☎5851-3373
10/6・20、11/3・17、12/1・15、
いずれも日曜日、午前10時～11時30分

■場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206

10/8、11/12、12/10、
いずれも火曜日、午後1時15分～2時45分 電話

（平日のみ）ティップネス綾瀬
（綾瀬3-14-16）

☎0120-937-381
10/10・24、11/14・28、12/12・26、
いずれも木曜日、午後2時～3時30分

■受け付け開始日＝▷10月分…9月26日㈭　▷11月分…10月26日㈯　▷12月
分…11月26日㈫　※月2回開催の会場では、各月1回のみ申し込み可■問先＝区・
介護予防・生活支援担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5642

表4　長寿健康増進事業（11月・12月分）日時等
場･申･問先

（地域学習センター） 日時 内容 定員

梅田　
☎3880-5322

11/15㈮、
午後2時～4時

ボイストレーニングと
昭和歌謡を歌う 40人

11/21㈭・28㈭、
午前10時30分～11時45分

椅子を使ったシニアヨガで
介護予防（2日制） 20人

興本
☎3889-0370

11/4㉁、
午後1時30分～2時30分 歌って楽しく音楽脳トレ 10人

佐野
☎3628-3273

11/11㈪、
午後1時30分～3時

シニアのためのすてきな
フラワーアレンジメント 16人

竹の塚
☎3850-3107

11/11㈪、
午後2時～3時30分 オリジナルコーヒーを作ろう 10人

中央本町
☎3852-1431

11/7・14・21、
いずれも木曜日、
午前10時30分～正午

いきいき長寿
「そろばんで脳トレ」（3日制） 15人

東和
☎3628-6201

11/28㈭、
午前10時30分～正午

健康クリスマス・フラワー
アレンジメント＆ハーバリウム 12人

舎人
☎3857-0008

11/19・26、12/3、
いずれも火曜日、
午後1時～3時

来年の干
え と

支「子
ね

」の
木
き め こ

目込み人形づくり（3日制）
10人

11/20㈬、
午後1時30分～2時40分 体をほぐす健康体操 15人

花畑
☎3850-2618

11/23㈷、
午前10時～午後0時30分

男性のための
そば打ち体験教室 16人

※いずれも9月26日、午前9時から先着順



■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

■問先＝建築安全係
　☎3880-6497

10月15日～21日の違反建築防止週間に
建築工事現場の一斉パトロールを実施

※現況届が未提出の場合は支給停止■問先
＝親子支援係　　　　　　�☎3880-5883

児童育成手当の10月期（6月～9月分）
は10月2日㈬以降に振り込み

人材募集

課税事務（臨時職員）
■対象＝パソコンの基本操作がで
きる方■勤務内容＝住民税課税事
務補助／端末操作／課税資料の点
検�など■勤務条件＝午前9時30分
～午後4時（週5日・月20日以内）　
※雇用保険あり■雇用期間等＝▷
区分1（25人）…2年1月1日～3月
31日　▷区分2（10人）…2年2月1
日～3月31日　▷区分3（12人）…
2年1月15日～2月15日■報酬＝
時給1,060円■選考＝▷1次…書類　
▷2次…面接■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
に募集区分を記入。履歴書は返却
不可。勤務開始日など、くわしく
は区のホームページをご覧くださ
い。■期限＝10月25日㈮必着■
勤務場所・申・問先＝課税課�課税
第三係� ☎3880-5230

暮らし・まちづくり

講座「こころのエクササイズ」
■日時＝11月26日㈫、午後6時30
分～8時30分■場所＝シアター
1010・10階■対象＝区内在住・
在勤・在学の方■内容＝自分の身
体や気持ちの状態に気づく力を育
む講義と簡単な実技■定員＝30人

（9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、「こころのエクササイズ」
をファクス■申・問先＝男女参画プ
ラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

秋のごみゼロ地域清掃活動・
美化推進協議会による
秋の清掃活動

▪秋のごみゼロ地域清掃活動
　10月・11月の美化強化期間に

「秋のごみゼロ地域清掃活動�あ
なたのまちをあなたのちからで」と
題し、全区的に美化活動を実施し
ていきます。この機会にご自宅の
前や周辺の清掃活動を行い、み
んなでまちをきれいにしましょう。　
※町会・自治会、事業所、ボランティ
アなどの団体で清掃活動を実施す
る際には、ごみ袋などの進呈あり。
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。
▪美化推進協議会による
　秋の清掃活動
　町会・自治会、商店街（会）、事
業所などで構成する北千住・綾瀬・
西新井・竹の塚・五反野・梅島美
化推進協議会が、6駅周辺で「秋の
清掃活動」を実施します。まちの美
化推進のために、皆さんもぜひご
参加ください。�※第36回駅前放
置自転車クリーンキャンペーンも
同時実施■日程等＝表5■申込＝

不要　※当日直接会場へ
―いずれも―

■問先＝▷清掃活動…地域調整課�
美化推進係� ☎3880-5856
▷放置自転車…交通対策課�自転
車係� ☎3880-5914

10月13日㈰は、区内施設・講
座・チケットなどの窓口予約
および料金の支払いを休止

■対象施設＝スポーツ施設／生涯
学習センター（学びピア21内）／地
域学習センター／こども未来創造
館／西新井文化ホール■内容＝電
気設備工事に伴い各受付窓口での
予約、料金支払い、チケットの受
け取りを休止　※荒川河川敷グラ
ウンドの駐車券発券も休止。イン
ターネット・コンビニエンスストア

での予約・支払いは可。支払期限
が変更になる場合がありますので、
くわしくは区のホームページをご覧
ください。�■問先＝▷スポーツ施
設…スポーツ振興課�スポーツ施設
支援係� ☎3880-5989
▷そのほかの施設…地域文化課�文
化施設経理係　� ☎3880-5701

空き家 無料相談会
■日時等＝▷10月14日㈷、午後1
時～2時30分…柳原稲荷神社（柳
原2-38-1）　▷10月29日㈫～31
日㈭、午前10時～正午／午後1時
～3時…区役所1階区民ロビー■
内容＝所有する空き家の管理や活
用などを専門家と相談■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝空
き家担当　� ☎3880-5737

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

伊興
☎5837-1280

10/12㈯
午後2時～4時

エンディングノートの活用について
■場所＝ウエルガーデン伊興園（伊興3-7-4）
■定員＝25人

基幹
☎5681-3373

10/16㈬
午後1時30分～3時

はじめての介護講座
■場所＝梅島住区センター
■定員＝15人

中川
☎3605-4985

10/24㈭
午後2時～3時

はじめよう 転倒予防「転ばぬ先のカラダづくり」
■場所＝中川地域センター（長門住区セン
ター分館）■定員＝50人

西新井
☎3898-8391

10/7㈪、11/11㈪
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＝各6人

西新井本町
☎3856-6511

10/4㈮、11/1㈮
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

11/12㈫・26㈫
午前10時～11時30分

認知機能テスト「ファイブ・コグ」で脳健康
度チェック（2日制）
■場所＝保塚地域学習センター
■定員＝20人

日の出
☎3870-1184

①10/7㈪　
②10/25㈮
午後1時30分～3時

①あなたの認知症危険度は？ 認知機能テス
ト「ファイブ・コグ」
②脳を鍛えて認知症予防「ファイブ・コグ返
却」と「せいかつ」
■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

本木関原
☎5845-3330

10/4㈮
午後1時～3時

調理教室「コレステロールが気になる人の食
事について」
■場所＝本木関原住区センター
■定員＝15人

※いずれも、■申込＝電話／窓口（9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（10月・11月分）

創業プランコンテスト
新製品・新事業開発補助金

　区内で新規性が高い事業を展開する方を応援するための補助金
制度「創業プランコンテスト※1」受賞者と「新製品・新事業開発補
助金※2」採択者が決定しました。くわしくは区のホームページを
ご覧ください。
※1…区内経済の活性化・産業振興を目的に、優秀・斬新なアイデアを持つ

起業家から事業計画を募集・表彰し、事業費の一部を補助
※2…区内で行う新しい製品・技術・サービスなどの開発を伴う革新的事業

に対し、事業費の一部を補助

提案者 提案事業名 提案概要

田
た

代
しろ

竜
りゅう

介
すけ

氏
パーマの施術時間短縮
を図る新しい美容器具
の開発・販売

手首に装着し、パーマ施術時に
使用する輪ゴムを取りやすくす
るための器具を開発・販売

㈱プランクユニッツ
代表取締役
野
の

中
なか

直
なお

樹
き

氏

IoTでスマート農業を
実現する環境制御装置

「ポケットファーム」

ビニールハウス内の環境（温
度・湿度など）を効率的にコン
トロールできる、IoT技術によ
る環境制御装置を開発・販売

提案者 提案事業名 提案概要
㈱アガタ
代表取締役
田
た が

賀俊
としゆき

行氏

空調・給・排気ダクト
内部・防火ダンパー監
視・測定システム

ダクト内部や防火ダンパーなど
に設置する測定システムの開発

エアープロ㈱
代表取締役
保
ほ

科
しな

好
よしひで

秀氏

流体力学的反応に関す
るNMR（核磁気共鳴）
測定を行うための補助
装置の実用製品化

NMRの補助装置の開発。アルツ
ハイマー病やパーキンソン病な
ど神経変性疾患に関係するタン
パク質の繊維化過程を、リアルタ
イムかつ原子分解能で測定可能

コンフォルマ㈱
代表取締役
松
まつ

尾
お

多
た え こ

恵子氏
※申請時は㈲スーパーリア
ルシステム（8月社名変更）

下肢装具に合うスタイ
リッシュな靴の開発・
販売

下肢装具を装着したままでも
おしゃれが楽しめて、かつ安
全に履ける靴の開発

㈱シービージャパン
代表取締役
樋
ひ

口
ぐち

圭
けいすけ

介氏

日本一開けやすい
ボトル

90度だけひねれば開閉できる
保温ステンレスボトル

受賞者・
採択者が
決定！

新製品・新事業開発補助金 採択事業
■問先＝イノベーション推進担当　☎3880-5496

創業プランコンテスト 優秀賞受賞者
■問先＝創業支援係　☎3880-5495

表5　6駅周辺の清掃活動日程等
日程 集合時間 場所

10/11㈮

午後2時

北千住駅（東京電機大学キャンパスプラザ〈千住旭
町5〉集合）

10/15㈫ 梅島駅（梅島天満宮〈梅島3-2-5〉集合）
10/25㈮ 綾瀬駅（都立東綾瀬公園〈ハト広場〉集合）
10/31㈭ 竹ノ塚駅（竹ノ塚駅東口広場集合）
11/14㈭ 午後1時15分 五反野駅（足立小学校集合）
11/18㈪ 午後2時 西新井駅（西新井公園集合）


