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普通徴収の特別区民税・都民税は、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などでも納付可能です。また、納め忘れのない便利な口座振替をご利
用ください。■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3期納期限は10月31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

もの忘れ相談（11月分）

■日程等＝表1■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電話
／窓口
表1　もの忘れ相談（11月分）	日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

あだち　 ☎3880-8155 13㈬
伊興 ☎5837-1280 21㈭
中川 ☎3605-4985 19㈫
西綾瀬 ☎5681-7650 27㈬
はなはた ☎3883-0048 21㈭
一ツ家 ☎3850-0300

14㈭
六月 ☎5242-0302

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」（12月・2年1月分）

■日時等＝表2■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

自動販売機および自動証明
写真機の設置事業者募集
（一般競争入札）
■設置開始予定日＝2年4月1日㈬
■設置場所＝区役所など■設置台
数＝▷自動販売機（飲料・アイス）
…39台　▷写真機…1台■入札募
集要項配布開始日＝10月25日㈮　
※資産管理課で配布するほか、区
のホームページからもダウンロー
ド可。申し込み方法など、くわし
くはお問い合わせください。■申
込期間＝11月13日㈬～15日㈮■
入札・開札日＝11月25日㈪■問
先＝資産調査係� ☎3880-5828

起業家支援塾
「クチコミ販促セミナー」
■日時＝12月4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＝クチコミ集客の
3種の公式／SNSで写真が拡散さ
れやすくなる4つの法則�など■定
員＝25人（10月28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、「クチコミ販促セ
ミナー」をファクス･Eメール■期限
＝11月29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

就労スキル向上と
就職決定を支援（第3期）

■期間＝12月2日～2年2月7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＝39歳以下で

就職を希望する方　※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
マッチング事業」をファクス■申込
期間＝10月28日～11月22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

介護のしごと相談・面接会
■日時＝11月6日㈬、午前11時～
午後2時　※午前10時30分受け
付け開始■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝区内介護
サービス事業者による、ヘルパー・
介護職員・看護師などの就職相談
と面接会　※保育あり（6カ月～就
学前の子ども、先着6人）■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
高齢調整係� ☎3880-5886

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

表2　長寿健康増進事業（12月・2年1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

12/3・17、2年1/7・21、
いずれも火曜日、
午前10時30分～正午

写真家・鈴
すず

木
き

心
しん

 カメラワーク
ショップ「撮った日が記念日」

（4日制）
15人

興本　
☎3889-0370

12/13㈮、
午後1時30分～3時30分

シニア向け ゼロからはじめる
スマートフォン基礎講座 20人

江北　
☎3890-4522

12/23㈪、
午後1時30分～2時30分 年忘れクラシックコンサート 25人

佐野　
☎3628-3273

12/8㈰、
午前10時～11時30分

初めてでも大丈夫 水引で作る
色鮮やかな「お正月飾り」 14人

鹿浜
☎3857-6551

12/25㈬、
午後1時30分～3時 お正月のしめ縄アレンジメント 10人

生涯学習センター
（学びピア21内）
☎5813-3730

12/23㈪、
午後2時～4時

プロマジシャンが語る 人生を
120％楽しむマジック活用術 30人

新田
☎3912-3931

12/12㈭、
午前10時～正午 初めての陶芸体験 15人

東和
☎3628-6201

12/5㈭、
午前10時30分～午後1時30分

誰でも簡単おもてなし 
フライパンでローストビーフ作り 16人

花畑
☎3850-2618

12/14㈯、
午前11時～正午 年忘れクラシックコンサート 30人

※いずれも10月28日、午前9時から先着順

献血（11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

7㈭・8㈮ 帝京科学大学 千住キャンパス
（千住桜木2-2-1）

午前10時30分～11時15分／
午後0時45分～4時40分

10㈰ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／
午後1時～4時

12㈫ エル・ソフィア 午前9時40分～午後4時

17㈰ 保木間小学校 午前9時30分～11時15分／
午後0時45分～2時30分

24㈰ 第十三中学校 午前9時～10時／
午前11時30分～午後2時30分

28㈭・29㈮ 東京電機大学 東京千住キャンパス
（千住旭町5）

午前10時～11時20分／
午後0時50分～4時30分

※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

11月は糖尿病月間
■■■ ■ 今年のテーマ ■■■■

糖尿病リスクに 勝てるカラダは 野菜から
■問先＝健康づくり係　☎3880-5433

　11月14日は「世界糖尿病デー」です。区では11月を「糖尿病月間」
として、区民の健康課題である糖尿病対策のため、様々なイベント
を実施します。くわしくは区のホームページをご覧ください。
▪野菜たっぷりヘルシーメニューを食べにいこう！
■場所＝あだちベジタベライフ協力店16店舗■内容＝ヘルシーメ
ニュー（500kcal台、野菜120g以上、塩分3g未満）を11月限定で
提供
▪世界のランチメニューを食べてみよう！
■日時＝11月の毎週金曜日、午前11時～午後2時■
場所＝区役所地下1階食堂■内容＝東京2020大会参
加国にちなんだヘルシーメニューを週替わりで提供　
※先着各100食
▪区役所での「測定会」
■日時＝11月14日㈭、午前10時～午後3時■場所＝区役所1階区
民ロビー■対象＝区内在住・在勤で、59歳以下の糖尿病と診断さ
れていない方■内容＝指先でのヘモグロビンA

エーワンシー

1c★測定／体組成測
定■定員＝各100人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ
★…過去1・2カ月の血糖値の平均を反映し、糖尿病の診断に使われる値。7％

未満に保つことで糖尿病の合併症を予防できる
▪食生活講演会
　「糖尿病リスクに	勝てるカラダは	野菜から	コンビニ・外食活用術」
■日時＝11月17日㈰、午後2時～3時30分■場所＝生涯学習セン
ター（学びピア21内）■対象＝区内在住・在勤の方■内容＝コンビニ
エンスストアの弁当や外食を上手に活用し、糖尿病リスクを下げる
食事法を学ぶ■定員＝70人（10月28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
▪身近な薬局でヘモグロビンA1cを測ろう！
■場所＝区内10カ所の薬局■対象＝糖尿病と診断されていない方
■内容＝指先でのヘモグロビンA1c測定■費用＝500円（区外在住
の方は1,000円）

▲1日㈮メニュー
　「ハワイアンポキ
　ごはん」（アメリカ）



■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面左上を参照 5

■対象＝令和元年8月1日現在、区内に住所があり、昭和25年4月1日以前に生まれ、これまでに申出書を提出した方■内容＝11月初旬に区内共通商品券3,000円分を簡易書留で発送
※平成30年度発送の商品券の使用期限は令和元年12月31日まで。早めにご使用ください。■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

生きがい奨励金
の発送

公募・ボランティア

きかせてサポーター養成研修
（2日制）
■日時＝12月4日㈬・9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（10月28日から先着順）■申込＝
申込書を郵送・ファクス　※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＝11月25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

暮らし・まちづくり

NPO活動体験講座「子ども
食堂スタッフ体験」（2日制）

■日時＝11月13日㈬、午前10時
～午後1時　※12月中に活動団体
ごとに実習あり■場所＝東和地域
学習センター■対象＝区内在住・
在勤・在学の方■内容＝子ども食
堂を運営している団体の紹介／調
理実習／活動現場でのスタッフの
手伝い■定員＝20人（10月26日か
ら先着順）■費用＝100円■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、「子ども食堂」をファク
ス■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

ビューティフル・パートナー
活動紹介のパネル展示

■期間＝11月9日～15日、午後3
時■場所＝区役所1階区民ロビー
■内容＝ビューティフル・ウィンド
ウズ運動に参加する「パートナー」
の活動紹介■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝美化推進係
� ☎3880-5856

都営住宅（家族向・単身者向）
入居者募集

■募集案内配布期間＝11月5日～
13日（土・日曜日を除く）■配布場
所＝住宅課�住宅管理係／区民事務
所　※なくなりしだい配布終了。
申し込み資格など、くわしくは募集
案内または区のホームページをご
覧ください。■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

�

雇用・生活・こころと法律の
総合相談会

■日時＝11月5日㈫～9日㈯、午
前10時～午後3時　※5日㈫・8
日㈮は午後5時終了■場所＝東京
芸術センター9階・会議室■内容
＝仕事が見つからない、働く自信
がない、多重債務がある、眠れな
いなどの悩みに専門相談員が応じ
る■申込＝不要　※当日直接会場

へ■問先＝くらしとしごとの相談セ
ンター� ☎３８８０-５７０５

第10回	足立区・専門家合同
よろず無料相談会（予約制）

■日時＝11月9日㈯、午後1時～
5時15分　※1組30分程度■場所
＝勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）
■内容＝8種の専門家（行政書士、
建築士、司法書士、社会保険労務
士、税理士、土地家屋調査士、不
動産鑑定士、弁護士）がワンストッ

プで暮らしや経営に関する相談に
応じる■定員＝48組（10月25日か
ら先着順）■申込＝電話■期限＝
11月8日㈮■申・問先＝弁護士法
人北千住パブリック法律事務所（平
日、午前10時～午後4時）
	 ☎5284-2101
■問先＝区・相談係� �
� ☎3880-5359

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

あだち
☎3880-8155

11/19㈫
午前10時30分～11時45分

笑って！　楽しく！　健康体操
■場所＝中央南地域集会所（足立1-17-5）
■定員＝20人

伊興
☎5837-1280

①11/9㈯
②12/14㈯
午後2時～4時

①認知症サポーター養成講座
②癒しの会 見送られた方・介護中の方
■場所＝ウエルガーデン伊興園（伊興3-7-4）
■定員＝①20人　②10人

基幹
☎5681-3373

11/26㈫
午前10時15分～11時30分

梅島認知症を学ぶ会
■場所＝エル・ソフィア
■定員＝40人

中川
☎3605-4985

11/18㈪
午後2時～3時

健
けんこう

口から健康へ 口腔ケアの必要性
■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

①11/11㈪、12/2㈪
午後1時30分～3時
②11/16㈯
午前10時～11時30分

①介護の悩みを話そう会
②認知症サポーター養成講座
■場所＝地域包括支援センター西新井
■定員＝①各6人　②20人　

西新井本町
☎3856-6511

①11/1㈮
②11/15㈮
③12/6㈮
午後2時～3時

①太極拳　②認知症サポーター養成講座
③老い支度講座
■場所＝西新井本町住区センター
■定員＝①10人　②③各15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

①11/7㈭
②11/21㈭
午後1時30分～3時

脳を鍛えて認知症予防
■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　

保木間
☎3859-3965

11/13㈬
午前10時～11時30分

消費者被害について
■場所＝渕江住区センター
■定員＝30人

本木関原
☎5845-3330

11/19㈫
午後1時～3時

絵手紙を書いてみよう
■場所＝まちづくり工房館（関原の森内）
■定員＝15人

※いずれも、■申込＝電話／窓口（10月28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（11月・12月分）

11月の区議会
■日時等＝表3　※委員会の傍聴は、区議会事務局(区役所内)で受け
付け。開会予定の1時間前から整理券を発行し、定員を超えた場合は
30分前に抽選。手話通訳・ヒアリングループ（難聴用磁気ループ）の
利用を希望する場合は、期限の午後5時までに申し込み■期限＝▷手
話通訳…傍聴する会議の７日前　▷ヒアリングループ…傍聴する会
議の前日　※いずれも期限当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日
　日時など、予告なく変更する場合がありますので、くわしくは
ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。■申・問先=
区議会事務局�議事係
☎3880-5797　 FAX3880-5617　 HPhttp://www.gikai-adachi.jp
表3　11月の区議会	日時等

日時 会議名
7㈭ 午前10時 議会運営委員会
11㈪ 午前10時 総務委員会

12㈫ 午前10時 区民委員会
午後1時30分 産業環境委員会

13㈬ 午前10時 厚生委員会

14㈭ 午前10時 建設委員会
午後1時30分 文教委員会

15㈮ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会
午後1時30分 待機児童・子ども支援対策調査特別委員会

18㈪ 午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
19㈫ 午前10時 エリアデザイン調査特別委員会

宿泊施設インフォメーション（2年1月分）

▪日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日＝1日～5日・11日・12日　※学校などの利用により、空室
が少ない場合や体育館が使用できない場合があります。くわしくはお
問い合わせください。■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＝11月1日～10日消印有効　※11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、12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）■申・問先＝日光林間学園（予約専用。平日、午前9時～午後5時）

　　　☎0288-53-3681　 FAX0288-54-1661
※台風の影響により、鋸南自然の家は現在利用できま
せん。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。再開
のめどが立ちしだい、お知らせします。■問先＝自
然教室係　　　　　　　��　　　　�☎3880-5970
　台風被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上
げます。足立区では、災害協定を締結している千葉県
鋸南町への支援を行っています。

▲現地での被害
　状況調査




