
日 付（10/15 〜 30） 15 16 17 18 21 23 24 25 28 29 30
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 ― 0.06 ― 0.06

▪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
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子育て・教育

こどものぜん息 水泳教室
（10日制）
■日時＝2年1月8日～3月11日の
毎週水曜日、午後3時30分～5時
30分■場所＝千住温水プール（ス
イミー）■対象＝ぜん息を治療中
の4歳～中学生　※保護者の送迎
が必要■内容＝医師や看護師の体
調管理のもと、指導員が年齢や泳
力に応じた泳法を指導■定員＝40
人（抽選）　※参加回数の少ない方
優先■申込＝電話／住所、氏名、
年齢（学年）、電話番号、「ぜん息
水泳教室」をファクス■申込期間＝
11月11日～25日■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 FAX3880-0041

１歳ごろの栄養教室
「離乳食から幼児食への
ステップアップ」

■日程等＝▷千住保健センター
…11月26日㈫　▷江北保健セン
ター…12月３日㈫　▷竹の塚保健
センター…12月13日㈮■時間＝
午前１０時３０分～１１時３０分■対象

＝開催日現在、区内在住で１１カ月
以上の子どもの保護者　※子ども
同伴可■内容＝1歳を迎えるころ
の食生活／レシピ紹介�など■定員
＝各２０人（１１月１２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

区立小・中学校
希望校変更の受け付けと
応募状況の公表

▪希望校変更の受け付け
■期間＝11月8日～14日■対象＝
2年度新入学予定で希望校を変更
したい方　※希望選択票が未提出
の方もこの期間に限り受け付け可
■申込＝窓口
▪応募状況の公表
■公表開始日＝▷中間集計…11月
8日㈮　▷最終集計…11月29日㈮
■公表場所＝区立小・中学校／区
民事務所／学務課�就学係　※区
のホームページでも閲覧可。小学
校分は幼稚園・保育園でも公表
―いずれも―

■申・問先＝学務課�就学係
 ☎3880-5969

足立区育英資金
奨学金（秋期）募集

■内容＝経済的理由で高校・大
学に進学が困難な方への貸し付け
（無利子）　※くわしくはお問い合
わせください。■募集期間＝募集
中～12月5日■申請書類配布場
所・申先＝▷区立中学3年生…在籍
校　▷そのほかの方…学務課�助成
係　※区のホームページからもダ
ウンロード可■問先＝助成係
� ☎3880-5977

私立高校等入学資金
融資のあっせん

■対象＝次のすべてに当てはまる
方…私立高校・高等専門学校また
は大学入学資格を得られる私立の

専修学校高等課程への進学予定者
と同居している保護者／区内に1
年以上居住し、住民税の滞納がな
い　※そのほかにも所得要件など
あり。申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■融資
内容＝入学金／施設費／制服代／
教科書代■融資金額＝10万円～
50万円■利率＝年1.8％■取扱金
融機関＝足立成和信用金庫／東京
スマイル農業協同組合　※いずれ
も区内各店舗■期限＝2年2月28
日㈮■問先＝区・助成係
� ☎3880-5977

講座「赤ちゃんが教えて
くれた 糖尿病予備群の
方へ」（２日制）

■日時＝１２月９日㈪・２０日㈮、午
後１時３０分～３時３０分■対象＝次
のいずれかに当てはまる女性…妊
娠糖尿病だった／妊婦健診で尿糖が
（2＋）以上または（＋）が2回以上／
赤ちゃんの出生体重が3,800g以
上だった／糖尿病の家族がいる／
自身が2,500g以下で生まれた■
内容＝簡易血糖測定／医師・保健
師・栄養士・歯科衛生士による講
演�など■定員＝３０人（11月11日か
ら先着順）　※保育あり。定員など、
くわしくはお問い合わせください。
■申込＝電話／窓口■場・申・問
先＝千住保健センター�地域保健係
� ☎３８８８-４２７８

ペアレント・メンター
「ぴあサロン」
■日時等＝▷12月12日㈭、午前
10時30分～午後1時…家族との
関わり「兄弟・姉妹」　▷2年1月
12日㈰、午後1時30分～4時…メ
ンターの子育て談「働くこと」　▷
2月13日㈭、午前10時30分～午
後1時…サポートブックを書こう■
対象＝発達障がい特性のある子ど
もを育てている方■内容＝ペアレ
ント・メンター（発達障がい特性の

ある子どもを育てた経験を持つ相
談員）やほかの参加者と、テーマ
をもとに日ごろの思いを分かち合
う　※サポートブック（生育記録）
の作成可■定員＝各10人程度（11
月12日から先着順）■申込＝電話
■場・申・問先＝ペアレント・メン
ターあだちねっとワーク（区委託事
業者）（火・木・金曜日、午前10時
～午後5時）　青井3-7-17-2階� �
� ☎050-6861-2333
■問先＝区・こども支援センター
げんき�支援管理課�発達支援係

☎5681-0134

健康・衛生

歯周病予防教室
「100歳まで自分の歯で
食事を楽しもう」

■日時＝１２月９日㈪、午前１０時～
正午■対象＝区内在住・在勤の方
■内容＝歯科医師による歯周病予
防とおいしく安全に食べるための
ポイントについての講演■定員＝
４０人（１１月11日から先着順）■申
込＝電話／窓口／氏名、年齢、電
話番号、「歯周病予防教室」をファ
クス■場・申・問先＝中央本町地
域・保健総合支援課�歯科保健担当
（足立保健所内）
☎３８８０-５３５１ FAX３８８０-６９９８

講座「家族のお酒の問題で
お困りの方へ」

■日時＝12月17日㈫、午後2時～
4時■場所＝千住保健センター■
対象＝区内在住の方／医療・福祉
関係機関職員■内容＝精神科医に
よる講演／当事者の体験談■定員
＝100人（11月11日から先着順）
■申込＝電話■申・問先＝中央本
町地域・保健総合支援課�精神保健
係（足立保健所内）�☎3880-5357

健康カレンダー（12月・2年1月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター
江北

☎3896-4004
FAX 3856-5529

千住
☎3888-4277
FAX 3888-5396

竹の塚
☎3855-5082
FAX 3855-5089

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）

☎3880-5351
FAX 3880-6998

東部
☎3606-4171
FAX 5697-6561

心の健康相談 ★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど 12/20㈮、1/30㈭、午後 12/6㈮、 1/30㈭、午後 12/19㈭・24㈫、

1/21㈫・28㈫、午後 12/12㈭、1/9㈭、午後 12/25㈬、1/14㈫、午後　

酒害グループミーティング － － － 12/19㈭、1/23㈭、午後 －

思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など － － 1/30㈭、午後 － 1/22㈬、午後

こんにち歯
は

ひろば ★　
※9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

12/11・25、1/15・29、
いずれも水曜日、午後

12/10・24、1/21、
いずれも火曜日、午後

12/10㈫、1/21㈫、午後／
12/19㈭、1/30㈭、午前

12/5㈭・16㈪、　
1/16㈭・20㈪、午後

12/19㈭・25㈬、
1/22㈬・29㈬、午後　

子育てと栄養相談　※乳幼児
の身長体重測定・歯の相談あり

12/13㈮、1/10㈮、
午前9時15分～10時

12/11㈬、1/8㈬、
午前9時15分～10時

12/3㈫、1/7㈫、
午後1時～2時

12/17㈫、1/21㈫、
午前9時15分～10時15分

12/4㈬、1/8㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
12/12㈭、1/9㈭、午後1時30分～2時…HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のみの即日検査（結果は当日説明〈判定保留は別途説明〉）
12/19㈭、1/23㈭、午後1時30分～2時…HIVと性感染症（梅毒、クラミジア）の検査（結果は翌月第2木曜日の来所時に説明）
■申込＝電話／窓口■場・申・問先＝中央本町地域・保健総合支援課（足立保健所内）

…予約が必要　★…専門医による相談　※いずれも、保健師、栄養士、歯科衛生士が随時相談を受け付け。東部保健センターは、大谷田3-11-13に一時移転中（電話番号は変更なし）

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

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）



■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 3

■対象＝65歳以上の区民から無作為に選んだ1万5,000人（一部、40～64歳の方を含む）　※区が委託した調査会社か
ら11月～12月にアンケート用紙を送付■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高齢者等実態調査にご協力を

講演会
「全身の健康を脅かす歯周病」
■日時＝１２月５日㈭、午後２時～４
時■対象＝区内在住・在勤の方■内
容＝歯科医師による歯と口から考
える全身の健康についての講演／
体験学習■定員＝５０人（11月11日
から先着順）■申込＝電話／窓口／
氏名、電話・ファクス番号、「歯周病
講演会」をファクス■場・申・問先＝
千住保健センター�歯科保健担当
☎３８８８-４２７７ FAX３８８８-５３９６

りんご湯へ行こう
■日程＝11月24日㈰■場所＝区
内の各銭湯■費用＝▷就学前の子
ども…50円　▷小学生…100円　
▷65歳以上の方…230円　▷その
ほかの方…470円（通常料金。中
学・高校生は300円）■申込＝不
要　※当日、番台かフロントで年
齢を告げる。証明書は不要■問先
＝衛生管理係� ☎3880-5891

特定健診・
後期高齢者医療健診の
受診期限が迫っています

■対象＝国民健康保険に加入して
いる４０歳以上の方／後期高齢者
医療制度に加入している方■受診
期限＝２年１月３１日㈮　※年末年
始や期限間際は医療機関が混み合

うため、早めの受診をお願いしま
す。受診券を紛失した場合は再発
行しますので、お問い合わせくだ
さい。■問先＝保健事業担当
� ☎３８８０-５０１８

講演「精神疾患の治療に
なぜ薬が必要なのか」

■日時＝11月27日㈬、午後２時～
４時■対象＝精神疾患を治療中の
方や家族など■内容＝精神疾患治
療への正しい理解や、薬の必要性
について学ぶ■定員＝30人（11月
11日から先着順）■申込＝電話／
窓口／住所、氏名、年齢、電話・ファ
クス番号、｢精神疾患の治療｣をファ
クス■場・申・問先＝中央本町地域・
保健総合支援課�地域保健係（足立
保健所内）
☎3880-5352 FAX3880-6998

40歳前の健康づくり健診
（無料・2日制）
■日程等＝表1■受付時間＝▷午前
…午前9時～11時　▷午後…午後
1時～4時■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■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
表1　４０歳前の健康づくり健診日程等

場所
（保健センター）

健診
（1時間程度）

結果説明
（1時間程度） 定員

千住 ２年１/１０㈮ ２/１９㈬ 各40人
竹の塚 ２年１/１１㈯ ２/２２㈯ 各40人

※11月12日から先着順

食品成分表の理解を深め、
正しく使うスキルアップ講習会

■日時＝12月12日㈭、午後2時～
4時■対象＝区内在住・在勤の栄
養士など■内容＝日本食品標準成
分表を正しく理解し、活用する方
法を学ぶ■定員＝50人（11月11
日から先着順）■申込＝電話／住
所、氏名、勤務施設名、職種、電
話番号、「食品成分表講習会」をファ
クス■場・申・問先＝竹の塚保健
センター�保健栄養担当
☎3855-5046 FAX3855-5089

税金・国保・年金

給与支払報告書の提出は、
地方税電子申告システム

「e
エ ル タ ッ ク ス

LTAX｣で
　eLTAXは、給与支払報告書や
各種届出書について、パソコン
からインターネット経由で簡単に
手続きできるシステムです。電子
署名や暗号化などによりセキュリ
ティが保たれるため、郵送での提
出に比べて個人情報が漏れるリス
クが軽減されます。また、給与支
払報告書を郵送する場合、自治体
ごとに提出する必要がありますが、

eLTAXでは複数の自治体に対し
て一括で提出できるため、利便性
も高まります。■問先＝▷eLTAX
…地方税共同機構�ヘルプデスク
� ☎0570-081459
▷そのほか…区・課税第一係～第
四係　
☎3880-5418／3880-5230～2

中学生の「税についての作文」
入選作品の展示

■期間＝11月20日、午前10時～
29日、午後5時■場所＝区役所1
階区民ロビー■内容＝全国納税貯
蓄組合連合会、国税庁主催の「税
についての作文」入選作品の展示　
※入選作品は区のホームページで
も公開■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝納税計画係
� ☎3880-5850

　昨年、都内で新たにHIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染・エイズ（後
天性免疫不全症候群）と確認された方は422人で、その数は全国の
約3分の1を占めています。HIV・エイズについて正しい知識を持っ
て、感染を予防しましょう。
Q エイズはどんな病気？
A  HIVに感染し免疫細胞が壊されることで、普段は感染しない病
原体に感染しやすくなり、様々な病気を発症します。このよう
な状態をエイズと呼びます。

Q 感染原因と予防法は？
A  ほとんどは性行為が原因です。感染者の血液・精液・膣

ちつ

分泌液
が粘膜や傷ついた皮膚に触れることで感染します。コンドーム
の正しい使用で、HIV感染のリスクを減らすことができます。
HIVは感染力が弱いため、次
のようなことで他人から感染
することはありません。

Q HIVに感染しているか、どうすれば分かる？
A  HIV感染後、数年から10年以上の「無症候期」を経て、エイズを
発症します。無症候期は自覚症状がほとんどないので、検査以
外で感染に気づくことができません。

　区ではHIV抗体検査とエイズ相談を匿名・無料で実施しています。
実施日は、奇数月のあだち広報10日号の「健康カレンダー（左記）」
に掲載しています。

11月16日～12月15日は東京都エイズ予防月間

■日時＝24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（11月分）

エイズの検査や相談を
で実施しています

■問先＝足立保健所 感染症対策課 防疫係　☎3880-5747

握手／せき／回し飲み／
風呂／プール�など

～必要なのはあなたの支援です～
犯罪被害者の痛みを理解しよう

■問先＝人権推進係　☎3880-5497

広げよう！
人権の輪

　事件や事故の被害に巻き込まれることで、本人や周囲の人々は
心や身体に大きなダメージを受けます。具体的には、次のような
症状が見られることがあります。
❶ 身体の反応 �
◉眠れない　◉食欲がない　◉息をするのが苦しい
❷ 心の反応 �
◉集中力がなくなり、ぼんやりする　◉イライラして怒りっぽくなる　
◉事件や事故の場面がよみがえる（フラッシュバック）
　相談を受けた場合は、その声に耳を傾けるとともに、必要が
あれば適切な機関の紹介をお願いします。
　警察や関係機関・団体などでは、電話や面接による相談、病
院・裁判所への付き添い、経済的負担に対する給付などの支援
を行っています。

▪11月25日～12月1日は「犯罪被害者支援推進期間」
　区内4警察署に犯罪被害者相談所が設置されます。くわしくは
各署へお問い合わせください。■申込＝不要　※当日直接会場へ
■場・問先＝綾瀬警察署�☎3620-0110／千住警察署�☎3879-0110

／竹の塚警察署�☎3850-0110／西新井警察署�☎3852-0110

匿名 無料




