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第三次足立区環境基本計画の30年度の取り組み結果をまとめました。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＝計画推進係　☎3880-6049

平成30年度環境基本計画の
取り組み結果

11月1日ごろに特別障害者手当
（国制度）などを振り込み

■内容＝特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の8月～10月分を、届出先の口座へ振
り込み　※2カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係　☎3880-5472

暮らし・まちづくり

11月5日から、旧姓（旧氏）を
住民票に併記できるように
なります

■必要書類＝本人確認書類／併記
したい旧姓（旧氏）の記載がある戸
籍から現在の戸籍までのすべての
戸籍謄本または戸籍抄本　※戸籍
謄本・戸籍抄本の請求については
本籍地のある自治体へお問い合わ
せください。■申込＝必要書類を
持参■申先＝戸籍住民課�窓口サー
ビス係、区民事務所■問先＝住民
記録係� ☎3880-5724

関原の森広場・愛恵まちづくり
記念館・まちづくり工房館会議
室の利用

■内容＝イベント、サークル活動、
パーティーに利用できる施設の貸し
出し　※飲食可。月曜日休館■利
用料金等＝表1■申込＝電話／窓口
／氏名、電話・ファクス番号、利
用内容をファクス■申・問先＝愛恵
まちづくり記念館（関原の森内）
☎3889-7520	 FAX3889-7520

ひきこもりの理解と
支援のためのセミナー

■日時＝11月24日㈰、午後2時～
4時■場所＝エル・ソフィア■内容

＝対応方法や孤立しないためのヒ
ントを学ぶ■定員＝200人（10月
29日から先着順）■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、電話番号、「ひきこもり支援
セミナー」をファクス■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	 FAX3880-5714

講座「ふたりは同時に
親になる	産後の『ずれ』の
処方箋」

■日時＝12月14日㈯、午前10時
～正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤で出産を控え
た夫婦■内容＝子育てをはじめとし
た家庭生活を夫婦で順調に送る方
法を学ぶ■定員＝15組（2人1組。
10月28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、「産後の『ずれ』の処方箋」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222	 FAX3880-0133

講演「教育支援と子どもの
貧困対策」

■日時＝11月25日㈪、午後3時～
5時■場所＝区役所庁舎ホール■
内容＝日本大学教授・末

すえとみ

冨芳
かおり

氏に
よる「すべての子どもを大切にす

る貧困対策」と「現場で何ができる
のか」についての講演■定員＝50人
（10月28日から先着順）■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＝子ども
の貧困対策担当� ☎3880-5717

催し物
※	先着順で、特に記載が
ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

日本文化に触れる	その3
「琵

び

琶
わ

	幽玄の調べ	平家物語」
■日時＝11月30日㈯、午後2時
～3時■対象＝小学生以上の方　
※小学生は保護者同伴■内容＝区
内在住の鶴田流薩

さつ

摩
ま

琵琶奏者・
櫻
さくら

井
い

亜
あ き こ

木子氏による「平家物語」の
弾き語り■定員＝50人（10月26
日、午前9時から先着順）■費用＝
1,000円　※小学生は500円■申
込＝電話／窓口／氏名（フリガナ）、
電話番号、参加人数、「琵琶」をファ
クス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795	 FAX3860-0608

木工カー製作
■日時＝11月30日㈯、午後2時～
4時■対象＝小学生以上の方■内
容＝オリジナルの木工カーを自分

で作り、レースを楽しむ■定員＝
20人（11月5日、午前10時から先
着順）■申込＝電話／窓口■期限＝
11月15日㈮■場・申・問先＝鹿
浜いきいき館� ☎3853-5071

日光林間学園	
「東照宮といちご狩り・
日光巡りツアー」（1泊2日）

■日時等＝12月25日㈬、午後1時
～26日㈭、午後3時　※東武日光
駅集合・解散。自由見学（見学料
は自己負担）。行程など、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。■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、未成年のみでの参加不
可■定員＝20人（11月2日から先着
順）■費用＝大人7,400円（宿泊費・
食事3回分・いちご狩り代。子ども
の費用はお問い合わせください。）
■申込＝電話／代表者の住所・氏名
（フリガナ）・年齢・電話番号・ファ
クス番号、参加人数、「ツアー」をファ
クス■期限＝12月18日㈬■申・問
先＝日光林間学園（予約専用。午前
9時～午後5時）
☎0288-53-3681	 FAX0288-54-1661

審議会等の公開（11月・12月分）
　日時など、変更になる場合があります。傍聴方法など、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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

第4回足立区
地域自立支援協議会
はたらく部会

11/21㈭ 午後3時～5時
障がい福祉
センター
あしすと

障がい福祉センターあし
すと�就労促進訓練係

☎5681-0133

足立区環境審議会 11/22㈮ 午前10時
～11時30分

区役所

環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

第23回足立区ユニバー
サルデザイン推進会議 11/25㈪ 午後2時30分～5時

都市計画課
ユニバーサルデザイン担当

☎3880-5768

足立区男女共同参画
推進委員会 11/28㈭ 午後2時～4時 エル・

ソフィア
区民参画推進課�
男女共同参画推進係

☎3880-5222

足立区労働報酬審議会 12/3㈫ 午前10時～正午 区役所 契約課�工事契約係
☎3880-5832

パブリックコメント（区民意見募集制度）（11月・12月分）
　区民の方から意見を募集します。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。

件名 期間 問先

新・足立区放課後子ども総合
プラン（案）

11/1～30

学校支援課 学校地域連携担当
　　　☎3880-5347

第2期足立区子ども・子育て支
援事業計画（案）

子ども政策課 
子ども・子育て支援制度担当

　　　☎3880-5795

足立区地域防災計画
（令和元年度修正案） 11/11～12/27 災害対策課 避難所調整担当

☎3880-5836

表1　会議室の利用料金等

施設名
利用料金

午前9時〜
午後5時30分

午後5時30分〜
9時30分

午前9時〜
午後9時30分

関原の森広場※1（約1,200㎡） １時間700円 １時間1,200円 １日9,000円
愛恵まちづくり記念館（会議室1

〈約80㎡〉／会議室2〈約30㎡〉
／談話室※1〈約50㎡〉） １時間500円 １時間1,000円 １日7,000円
まちづくり工房館（会議室※2

〈約45㎡〉）
※1…貸し切り利用がない場合は無料開放（記念館の談話室の無料利用は午後5時まで）
※2…隣接する本木関原住区センターの改修工事に伴い、12月～2年11月ごろま

で利用不可（予定）

区民農園の利用者募集
■利用期間＝2年3月上旬から
2年■募集農園等＝表2■対象
＝次のすべてに当てはまる世帯
（1世帯1農園のみ）…区内在住
／耕作可能な土地がない／利用
期間を通して耕作できる／現
在、区民農園を利用していない

（利用期間が2年2月5日㈬で終
了する方、今回募集する農園の
利用者は可）■期限＝11月8日㈮
消印有効■申先＝産業振興課�農
業振興係■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

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

表2　募集農園等

利用形態 農園名 募集予定
区画数

面積（1区画）・
費用（年額） 申込

世帯
（同一家屋・
同一敷地内に
居住する家族）

入谷
（入谷4-8-2） 120 面積＝

約15㎡

費用＝
6,000円

住所、氏名（フリガナ）、電話
番号、希望農園名（1カ所）を
区へ往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入。65歳以
上（2年4月1日現在）の方で優
遇枠を希望する場合は「高齢
者コーナー希望」を記入

南花畑
（南花畑5-23・24） 49

本木第二
（本木2-24） 73

団体
（10世帯以上

で構成する
団体）

谷在家
（谷在家1-6） 10

面積＝
約100㎡

費用＝
4万円

団体名、代表者の氏名（フ
リガナ）、担当者の氏名（フ
リガナ）・電話番号、全員の
住所・氏名（フリガナ）、「谷
在家農園」を区へ郵送　※
返信用ハガキを同封

※12月4日㈬、午後2時～3時30分に区役所で公開抽選会を実施
※大谷田区民農園（大谷田5-12-17）は2年2月5日㈬で廃園



■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 7
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ムページをご覧になるか、お問い合わせください。■問先＝計画推進係　☎3880-6049

区では、青少年対策地区委員会を中心に、各地域で青少年の健全育成活動を行っています。青少年が健やか
に育つための積極的な環境づくりにご協力お願いします。■問先＝青少年課�管理調整係　　☎3880-5264

11月は子供・若者
育成支援強調月間

親子体験キャンプ
■日時＝11月24日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝都立舎人公園
キャンプ広場■対象＝区内在住の
小・中学生と保護者■内容＝テン
ト設営／野外炊事／レクゲーム
■定員＝50人（抽選）■費用＝1人
500円（材料費）■申込＝電話／窓
口■申込期間＝10月28日～11月
15日■申・問先＝青少年課�青少
年事業係� ☎3880-5275

生活の科学教室「芋から
こんにゃくをつくってみよう」

■日時＝11月17日㈰、午後1時
30分～3時30分■場所＝エル・ソ
フィア■対象＝区内在住・在勤の
方　※小学生以下の方は保護者同

伴。きょうだいの同伴可（1人まで）
■内容＝こんにゃく芋からこんにゃ
くを作り、製法や食品添加物につ
いて学ぶ■定員＝16人（抽選）■費
用＝100円（材料費）■申込＝住所、
全員の氏名・年齢（学年）、電話番
号、「生活の科学教室」を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記
入■期限＝11月5日㈫必着■申・
問先＝消費者センター　〒123-
0851梅田7-33-1�☎3880-5385

音まち千住の縁
え ん

	アサダワタル
千住タウンレーベル	
「聴きめぐり千住	V

ボリューム

ol.2」
■日時＝11月17日㈰、午前10時
～午後6時■場所＝仲町の家（千住
仲町29-1）■内容＝一般公募で集
まった音の記者たち（タウンレコー

ダー）とトラックポイントめぐり／ま
ちの音を生録音しながら自分だけ
の音源（オリジナルアルバム）作り
■定員＝50組（10月26日から先
着順）■申込＝電話／ホームペー
ジから専用フォームに入力■申先
＝「アートアクセスあだち�音まち千
住の縁」事務局（火・木曜日を除く、
午後1時～6時）� ☎6806-1740
HP http://aaa-senju.com/
■問先＝区・プロモーション係
	 　☎3880-5803

あそびのフリマ	in	アリオ西新井
■日時＝11月10日㈰、午後1時～
3時■場所＝アリオ西新井（西新井
栄町1-20-1）■対象＝小学生以下
の方■内容＝身近なものを使った
工作■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝家庭教育係� �
� ☎3880-5273

催し物は、
8面に続きます

大学連携の催し

東京電機大学
▪学園祭「第8回旭祭」
■日時＝11月3日㈷・4日㉁、午前10時～午後5時　※4日は午後
4時終了■場所＝東京電機大学�東京千住キャンパス（千住旭町5）■
内容＝「P

プ ラ ネ ッ ト

LANET」をテーマにした様々な催し（学生による研究・活
動成果の発表／模擬店／ステージ／大道芸／子ども向け広場�など）
※時間など、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。■申込＝不要　※当日直接会場へ■問先＝東京電機大
学�東京千住キャンパス事務部（学生厚生担当）
☎5284-5340　HP http://www.sg.dendai.ac.jp/s1j-asahisai/

東京未来大学
▪絵本作家・なかやみわさん講演会「20年絵本を描き続けて、今思うこと」
■日時＝11月27日㈬、午後1時～2時20分■場所＝東京未来大学
（千住曙町34-12）■対象＝区内在住・在勤・在学の方■内容＝「そ
らまめくんのベッド」「くれよんのくろくん」など人気絵本を生み出
した、なかやさんによる絵本創作や子どもについての講演■定員＝
30人（10月28日から先着順）■申込＝電話／氏名、電話番号、参加
人数、「なかやみわさん講演会」をEメール■申・問先＝東京未来大
学図書館（平日、午前10時～午後5時）

☎5813-2525　 library-info@tokyomirai.jp
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

エリアメール・
緊急速報メール送信訓練
　区全域のスマートフォンなどの
専用警報音が鳴ります。�※対象外
の機種あり
■日時＝11月9日㈯、午後0時30分

臨時災害FM※の放送訓練実施
　周波数などは11月上旬に区の
ホームページでお知らせします（受
信可能エリアも現在調整中）。
※…災害発生時に必要な情報を提供するた

めに自治体が開設する臨時の放送局

ミニかまど作り体験
　ライフラインが止まっ
たときでも使用できるか
まどを左官職人と一緒に
作ろう！　※かまどは後
日配送
■定員＝15人（10月29
日から先着順）　※小学
生以下の方は保護者同
伴�■申込＝電話

車で防災を学ぼう
▪はしご車搭乗体験
（午前9時30分／午前10時30分開始）
■対象＝小・中学生■申込＝不要　※
当日午前9時30分・午前10時30分か
ら会場で整理券を配布（先着各20人）

▪VR防災体験車
　ゴーグルに映る立体映像や揺れなど
の演出で、災害を疑似体験しよう！■
申込＝不要　※当日直接会場へ

　地域・関係機関・区が協力し、災害への備えを考える最良の
機会です。都立舎人公園・第一次避難所（一般参加可。時間・内
容など、くわしくは区のホームページを参照）のほか、区役所、
第二次（福祉）避難所（区内福祉施設）、緊急医療救護所（区内医療
施設）、動物救護所（生物園）など、区全域で訓練を行います。

足 総立 合区 防 災 訓 練体験で
学ぶ！

11月10日㈰

家族で防災体験会 i
イ ン

n 都立舎人公園
■申・問先＝災害対策係　☎3880-5836

G
ゴ ー

o！ 東京2020大会
「あだちスポーツチャレンジ」Vol.10
　2018年7月から区内14施設でオリンピアンやトップアスリートを
招いたイベントを順次実施中�！

▪大
おおやま

山加
か な

奈さん（アテネオリンピック女子バレーボール日本代表）
　のバレーボール教室
■日時＝11月24日㈰、午後2時～4時■対象＝バレーボール経験の
ある小学生■定員＝60人（抽選）■申込＝電話／窓口■申込期間＝
10月26日～11月10日■場･申･問先＝中央本町地域学習センター
� ☎3852-1431

▪池
いけたに

谷幸
ゆき

雄
お

さん（バルセロナオリンピック体操競技男子種目別
　ゆか銀メダル）の体操クリニック＆トークショー
■日程＝12月15日㈰■時間等＝▷体操クリニック（30人〈抽選〉）…午
後1時30分～3時30分（5歳～小学生対象）　▷トークショー（100人
〈先着順〉）…午後3時30分～4時■申込＝▷体操クリニック…住所、
氏名（フリガナ）、生年月日、電話番号、「池谷幸雄さんの体操クリニッ
ク＆トークショー」を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入。
1人1回のみ申し込み可　▷トークショー…不要　※当日直接会場へ
■申込期間＝10月26日～11月22日必着■場・申・問先＝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

▪中
なか

田
た

大
だいすけ

輔さん（シドニーオリンピック男子トランポリン日本代表）
　のトランポリンショー＆体験会
■日程＝12月22日㈰■時間等＝▷ショー…午後1時～1時40分　▷
体験会（60人〈11月3日、午前9時から先着順〉）…午後1時45分～3
時（5歳以上の方対象）■申込＝▷ショー…不要　※当日直接会場へ　
▷体験会…電話／窓口（申込期限は12月15日㈰）■場･申･問先＝佐
野地域学習センター� ☎3628-3273

午前9時30分～正午
人気
企画❶

人気
企画❷ （写真提供：東京消防庁）




