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※14日は午後1時から利用可■問
先＝住民記録係　☎3880-5724

10月13日㈰・14日㈷はシステムメンテナンスのため、
コンビニでの各種証明書の取得ができません

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。

孤立の発見には、周りの方の「気づき」が必要です。皆さんの小さな気配りが、大
きな「ちから」になっています。■問先＝絆づくり事業調整担当　☎3880-5184

あなたの近くに気になる方はいませんか
孤立ゼロプロジェクト展開中

福祉・高齢医療

足立区 親族後見相談会
■日時＝11月20日㈬、午後1時
～3時　※1人45分■場所＝千住
庁舎■対象＝区民の親族後見人と
して活動している方／親族後見の
申立を検討している方■内容＝家
庭裁判所に提出する報告書の作成
方法が分からないなどの悩みに、
専門家が応じる■定員＝8人（10月
11日から先着順）■申込＝電話／
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
「親族後見相談会」をファクス■期
限＝10月31日㈭■申・問先＝権利
擁護推進係
☎３８８０-５９８２ FAX３８８０-５６１４

仕事・産業

区内工業製品の展示募集
■期間＝１２月２日～２年３月３１日
■場所＝区役所１階区民ロビー■
対象＝区内に工場・事業所がある
企業または団体■展示品＝自社で
製造または開発した製品　※食料
品・生

なまもの

物は不可（缶詰を除く）■展
示スペース等＝幅８０㎝×奥行３５㎝
×高さ３５㎝以内　※重さ１０㎏以
下■定員＝６団体（抽選）■申込＝
申込書を区へ郵送・ファクス　※申
込書は産業振興課�ものづくり振
興係で配布するほか、区のホーム
ページからもダウンロード可■期

限＝１１月１４日㈭必着■申・問先＝
産業振興課�ものづくり振興係
☎３８８０-５８６９ FAX３８８０-５６０５

あだちサポステのセミナー体験
「劣等感との上手な付き合い方」

■日時＝11月9日㈯、午後2時30
分～4時30分■対象＝就労を考え
ている39歳以下の方■内容＝自
分自身が感じる短所や劣等感と上
手に向き合いながら、日々の業務
に臨むコツを学ぶ／あだち若者サ
ポートステーション（サポステ）の
事業案内と利用方法の説明■定
員＝10人（10月11日から先着順）
■申込＝電話■場・申・問先＝あ
だち若者サポートステーション（火
～土曜日、午前10時～午後6時）　
千住3-6-12�ツオード千住壱番館
402� ☎6806-1401
■問先＝就労・雇用支援係
� ☎3880-5469

小中学校用務業務委託 公募型
プロポーザルの提案書募集

■委託期間＝2年2月1日～3年3月
31日　※履行内容が良好の場合、
2回まで更新可■事業内容＝学校
施設の環境整備・管理・修繕業務
／校務・庶務的業務�など■説明
書配布期限＝10月16日㈬、正午　
※学校支援課�学校経理係で配布
■申込＝必要書類を持参　※くわ
しくは説明書を参照■申込期限＝
10月17日㈭、正午■申・問先＝
学校支援課�学校経理係�
� ☎3880-5483

保育のお仕事就職面接・相談会
■日時＝11月22日㈮、午前10時
～正午／午後1時～3時■場所＝東

京芸術センター21階・天空劇場■
対象等＝保育現場での就労をめざ
す方（無資格・未経験可）　※保育
あり（要予約、6カ月～就学前の子
ども、先着10人）■内容＝区内の2
年4月新規開設園を含む37社が参
加する面接・相談会■持ち物＝履
歴書（複数枚）■申込＝不要　※当
日直接会場へ■申・問先＝▷面接・
相談会…ハローワーク足立�人材確
保・就職支援コーナー
� ☎3870-8614
▷保育…区・子ども施設整備課�施
設調整係� ☎3880-5712

納税通知書等 
送付用封筒の広告募集

■内容＝2年度の特別区民税・都
民税や軽自動車税の納税通知書送
付用封筒などに掲載　※内容審査
あり。版下は申込者が作成。規格
など、くわしくは区のホームページ
をご覧ください。■申込＝広告原
稿、申込書を区へ郵送・持参　※申
込書は課税課�庶務係で配布する
ほか、区のホームページからもダ
ウンロード可■申込期間＝10月10
日～31日必着■申・問先＝課税課�
庶務係� ☎３８８０-５８４７

起業家支援塾
「写真撮影セミナー」
■日時＝11月27日㈬、午後6時30
分～8時30分■場所＝あだち産業
センター■対象＝商品・サービスの
売り上げや新規契約数を増やした
い経営者・事業担当者／起業予定
者�など■内容＝写真と利益の関係
や、写真が売り上げにつながる4ス
テップの基礎知識を学ぶなど■定
員＝25人（10月11日から先着順。

区内在住の方優先）■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、Ｅメー
ルアドレス、「写真撮影セミナー」を
ファクス･Eメール■期限＝11月15
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

区内事業者向け
「協力企業探しのお手伝い」
■対象＝区内中小企業の経営者
■内容＝資格を持った相談員（マッ
チングクリエイター）が企業を訪問
し、受発注に関するマッチングの
手伝い・経営相談　※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＝相談・融資係
� ☎3880-5486

セミナー「『集客力・販売力
アップ』チラシ作成法講座」

■日時＝11月11日㈪、午後1時～
4時30分■場所＝あだち産業セン
ター■対象＝チラシを作成する方
■内容＝集客力や販促効果に優れ
たチラシのデザインと内容につい
て学ぶ■定員＝40人（10月11日か
ら先着順）■申込＝電話／会社名、
業種、氏名、電話・ファクス番号、「チ
ラシ作成術セミナー」をファクス■
申・問先＝産業情報室（あだち産
業センター内。10月19日㈯・20
日㈰を除く毎日、午前9時～午後9
時）
☎3870-1221 FAX3882-0886

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

� 　シングルス・ダブルスともに世界の強豪になり
つつある日本のバドミントン。 今号では、幼稚園
の年長からバドミントンを一緒に始め、全国で優勝
するなど、大活躍中の小学生二人を紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第4弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

バドミ
ントン

次回11月10日号は、
競泳で
活躍する高校生が登場！

未来へ輝く

　小学4年生で初めてペアを組
み、初出場したその年の全国小
学生バドミントン選手権大会で優

勝�！　「緊張はしなかった。声を出し合って
戦ったので楽しかった」「点を取られても、
励まし合ってすぐに気持ちを切り替えられた」
と語る二人。幼少期から、ともに厳しい練習
を乗り越えてきた二人だからこそのコンビプ
レーで、大舞台を勝ち抜きました。
　現在は、新しいペアを組み、別々の道を
歩みだしましたが、ともに再び全国の頂点
をめざしています。これからも二人の熱
い戦いから目が離せません。

ⓒTokyo�2020

ⓒTokyo�2020
▲粘り強さが持ち味。シャトルをど
こまでも追いかけレシーブする

▲自慢の足で、コー
トを縦横無尽に
駆け回る

策太君とは息が合った試
合ができる。ライバルだ
けど、いつかまたペアを
組んで試合に出たい。

弓
ゆ げ

削 綾
あ や

登
と

さん 
（梅島小学校6年生）

綾登君は仲間であり、
最大のライバル。お互
い強い選手になって全
国の決勝で戦いたい。

佐
さ

藤
と う

 策
さ く

太
た

さん
（栗原小学校6年生）



■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 5

あだち広報9月25日号の1・2面において、特殊詐欺の注意喚起の記事を掲載しましたが、記事中で使用したお名前の方にご不
快な思いをさせてしまいました。配慮が足りなかったことに対し、深くおわび申し上げます。■問先＝広報係　��☎3880-5815おわび

ページから専用フォームに入力／
氏名、電話・ファクス番号、希望日、
「紙芝居ボランティア」をファクス　
※インターネット環境とファクスが
ない方は、青少年課で受け付け■
申・問先＝青少年課�家庭教育係
☎3880-5273 FAX3880-5641

暮らし・まちづくり

公益信託あだちまちづくり
トラスト助成活動団体 成果報告会

■日時＝１０月２０日㈰、午後１時15
分～４時■場所＝東京電機大学�東
京千住キャンパス（千住旭町５）■
定員＝１００人（先着順）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝三
菱ＵＦＪ信託銀行㈱�リテール受託
業務部�公益信託課� �
� 　☎０１２０-６２２-３７２
区・まちづくり課�管理調整係　� �
� ☎３８８０-５９１５

木造住宅耐震事業説明会・
相談会（ブロック塀助成など
含む）

■日程等＝表2■内容＝昭和56年
5月以前に建築された木造住宅な
どの耐震診断・改修工事の助成制
度の説明／個別相談■申込＝▷説
明会…不要　※当日直接会場へ　
▷個別相談…電話■申・問先＝建
築防災係� ☎3880-5317

�

行政相談委員による
特設相談会
　道路、河川、年金などの国の行

政全般に関する意見や苦情、要望
などの相談に行政相談委員※が応
じます。�※…行政と住民とのパイ
プ役として総務大臣から委嘱を受
けた有識者■日程＝10月16日㈬･
17日㈭■場所＝区役所1階区民ロ
ビー■申込＝不要　※当日直接会
場へ
▪定例の行政相談（予約制）
■日程＝毎月第3金曜日■場所＝
区役所■申込＝電話／窓口
―いずれも―

■時間＝午後1時～4時■申・問先
＝区民の声相談課�相談係
� ☎3880-5359

あだちNPOフェスティバル
■日時＝１０月１９日㈯、午前１１時
～午後４時■場所＝区役所庁舎ホー
ル／１階区民ロビー／正面広場■
内容＝ＮＰＯ団体によるステージ発
表／展示・体験コーナー／飲食・
販売ブース／企業によるＣＳＲブー
ス�など■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝ＮＰＯ活動支援セン
ター� ☎3840-2331

区民企画講座「すべての
子どもが自己肯定感をもって
生きられる社会とは」

■日時＝11月17日㈰、午後2時～
４時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内
容＝児童虐待が起こる原因を知り、
健全な家庭環境や対等な夫婦関係、
家庭と社会の関わり方について学

ぶ■定員＝40人（10月11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、「区民
企画講座」をファクス■申・問先＝
男女参画プラザ
☎3880-5222　 FAX3880-0133

人材募集

区立保育園・
区立認定こども園職員

（保育・栄養士〈非常勤〉）
■必要資格等＝表1■勤務場所＝区
立保育園／区立認定こども園■雇
用期間＝１２月１日～２年３月３１日■
選考＝▷１次…書類（栄養士は作文
あり）　▷２次…面接（１１月１２日㈫
予定）■申込＝申込書類（自筆・写
真貼付）を区へ簡易書留で郵送・持
参　※申込書類は子ども政策課�保
育人事計画担当、区立保育園（公
設民営園を除く）、区立認定こども
園で配布するほか、区のホームペー
ジからもダウンロード可。申込書
類は返却不可■期限＝１１月７日㈭
必着■申・問先＝子ども政策課�保
育人事計画担当� ☎3880-5445

公募・ボランティア

紙芝居・紙人形劇
ボランティア講座

■日程等＝▷11月6日㈬…新田地
域学習センター　▷7日㈭…東京
芸術センター9階・会議室■時間
＝午前10時～正午■対象＝高校生
以上の方■内容＝紙芝居・紙人形
劇の基本と演じ方をプロの俳優か
ら学ぶ　※受講後、保育園で「安
全」をテーマにした作品を演じる機
会あり■定員＝各10人（10月11
日から先着順）■申込＝区のホーム

暮らし・まちづくりは、
8面に続きます

■日時＝27日㈰
　　　　午前9時～午後4時
■場所＝区役所
■問先＝�納税課�滞納整理第一係
� ☎3880-5236
　　　　納税課�滞納整理第二係
� ☎3880-5237
　　　　納税課�特別整理第一係��
� ☎3880-5235
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第一係
� ☎3880-5243
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第二係
� ☎3880-5244
　　　　高齢医療・年金課
　　　　資格収納係
� ☎3880-6041
　　　　介護保険課
　　　　資格保険料係
� ☎3880-5744

休日納税・納付相談（10月分）

表1　区立保育園・区立認定こども園職員（保育・栄養士〈非常勤〉） 必要資格等
職種 必要資格・免許 勤務内容 勤務条件 報酬（月額）募集人数

保育
（日中保育）

保育士、幼稚園教諭、
小・中学校教諭、看
護師、保健師のいず
れか

保育など

週4日・1日6時間 14万
2,000円

6人程度
週5日・1日6時間 17万

8,000円

保育
（朝夕保育）

保育士

週6日・1日4時間
（朝または夕方）

14万
9,000円

5人程度
週6日・1日2時間
ずつ（朝および夕方）15万

7,000円保育
（延長保育） 週6日・1日4時間 2人程度

栄養士 栄養士
給食に関
する専門
的業務

週5日・1日6時間 19万
3,000円 若干名

※いずれも社会保険・有給休暇あり。交通費あり（上限あり）。勤務条件など、く
　わしくは申込書類をご覧ください。

秋の恒例プレゼント！
「ビュー坊のガーデンピック」
　10月21日㈪から区内の事業協力花店で花苗などを購入した方
に、「ビュー坊のガーデンピック」をプレゼント！　※なくなり次
第終了

― 花のあるまちかど事業にご協力ください ―
　花を増やしてまちを彩ることや、屋外で花
の手入れを行う人の目で犯罪を抑止すること
が目的の事業です。
　ぜひ、あなたも「花のあるまちかど事業」に
参加して、花いっぱいの安全なまちづくりに
ご協力ください。�※事業協力花店など、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＝美化推進係　　　　�☎3880-5856

▲ビュー坊の
　ガーデンピック

表2　木造住宅耐震事業説明会・相談会 日程等
場所 日程 時間

区役所
10/17㈭、11/8㈮、12/17㈫ 午前10時～正午
11/8㈮、12/26㈭

午後2時～4時千住河原町住区センター 10/17㈭、11/12㈫、12/5㈭
扇住区センター 10/24㈭

千住庁舎
11/20㈬ 午後6時30分～8時30分
11/24㈰ 午前10時～正午

梅田地域学習センター
（エル・ソフィア内） 12/11㈬ 午後6時30分～8時30分

　返却日から1年たっても返却がない方の自宅を訪問しています。
5月～8月にかけて573件（全2,019冊）を訪問し、562冊が返却に
つながりました。

■問先＝中央図書館　　　　��　　　　　�☎5813-3740

借りた本 いつもこころに 返却日
（返却期限を守ろう標語　優秀賞作品）

返却至急 
してください

10月は図書館マナーU
ア ッ プ

P月間
年間約2,900冊の本が

未返却！

返し忘れは
ありませんか？




