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暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

暮らし・まちづくり

第29回あだちまちづくりフォーラム
■日時等＝▷パネル展示（区役所１
階区民ロビー）…11月25日㈪～
29日㈮　▷研究発表会（区役所庁
舎ホール、200人〈先着順〉）…11
月30日㈯、午後1時15分～4時
30分■内容＝「あだちの地域特性
を大切にするまちづくり」をテーマ
に、まちづくり推進委員会が調査
研究した内容のパネル展示・発表　
※研究発表会はまちづくりに関す
る有識者がコメンテーターとして
参加■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

あだち虹色寄附制度
　使い道を選んで寄附することで、
区への想

おも

いを事業に反映できる「あ
だち虹色寄附制度」。子ども食堂
を運営する団体や、経済的理由で
就学が困難な学生への支援など、
様々な分野から選べます。平成30
年度に皆様からいただいた寄附総
額は2,896万4,091円（118件）です。
託された想いをしっかり区政に生か
してまいります。�※2,000円以上
の寄附で税の優遇があります。申
し込み方法など、くわしくはお問い
合わせください。■問先＝▷制度
の概要…財政課�財政担当
� ☎3880-5814
▷寄附の方法など…区民参画推進
課�区民参画支援係（エル・ソフィア
内）� ☎3880-5020
▷税控除の内容…課税課�課税第一
係～第四係
☎3880-5230～2／3880-5418

都営住宅地元割り当て（家族
向け）／区営住宅（家族向け・
定期使用）入居者募集

■募集のしおり配布期間＝11月22
日～29日　※土・日曜日、祝日
を除く■配布場所＝住宅課�住宅管
理係／区民事務所　※なくなり次
第配布終了。申し込み資格など、
くわしくは募集のしおりまたは区

のホームページをご覧ください。
■問先＝お問い合わせコ－ルあだち
（毎日、午前8時～午後8時）
 ☎3880-0039

講座「みんなの『やりたい』をひ
きだす効果的な場のつくり方」

■日時＝12月7日㈯、午後2時～4
時30分■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝価値観が異なる
人が集う場でスムーズに物事を進
めるための手法やコツを学ぶ■定
員＝15人（11月12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）、電話・ファクス番
号、Ｅメールアドレス、「効果的な
場のつくり方」をファクス■場・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

消費者講座「目からウロコ　
知って得する洗濯のコツ」

■日時＝12月4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
＝しっかり汚れを落とす洗濯の仕方
／部屋干し臭を防ぐ干し方のコツ
／洗剤類の表示の見方�など■定
員＝60人（11月11日から先着順）�
■申込＝電話／窓口／区のホーム
ページから専用フォームに入力／
氏名（フリガナ）、電話・ファクス番
号、「洗濯のコツ」をファクス■申・
問先＝消費者センター
☎3880-5385 FAX3880-0133

「秋は千住がオモシロイ。
（後編）」を配布
　千住地域で行われる秋のイベン
トを中心に紹介したリーフレットを
配布しています。■配布場所＝千
住街の駅／JR北千住駅情報コー
ナー／区役所1階区民ロビー／
区立図書館�など　※区のホーム
ページからもダウンロード可■問
先＝プロモーション係
� ☎3880-5803

もっと知っチャオ
「マイナンバー講演会」
■日時＝１２月１日㈰、午前１０時～
午後４時■場所＝区役所庁舎ホー
ル■対象＝マイナンバー（個人番

号）カードを持っている方または申
請中・申請予定の方■内容＝プロ
の漫才師などによるマイナンバー
制度についての講演／東京2020
大会観戦チケットが当たる景品抽
選会■定員＝３５０人（抽選）■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、
電話番号、マイナンバーカードの
有無（無い方は申請状況）、「講演
会」を区へハガキで送付　※１通で
１人まで■期限＝１１月21日㈭消印
有効■申先＝▷電話…お問い合わ
せコールあだち（毎日、午前８時～
午後８時）� ☎3880-0039
▷郵送…戸籍住民課�管理係
▪マイナンバーカードが来年から
　必要になる方へ
　例年１月～３月にかけてマイナン
バーカードの申請が集中します。
受け取りには申請から1カ月程度か
かりますので、社員証・職員証な
どで来年から利用予定の方は、早
めの手続きをお願いします。申請
方法など、くわしくは区のホーム
ページをご覧ください。
―いずれも―

■問先＝個人番号カード交付・普
及係� ☎3880-5698

ユニバーサルデザイン講演会
■日時＝11月29日㈮、午後2時～
3時30分■場所＝区役所庁舎ホー
ル■内容＝パナソニック㈱による、
生活家電のユニバーサルデザイン※

と東京2020大会に向けた取り組み
についての講演・製品展示　※…
障がいの有無、年齢、性別、国籍
にかかわらず、すべての人が自由
に移動・活動・参画可能なようにデ
ザインすること■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝ユニバーサ
ルデザイン担当� ☎3880-5768

講座「多様な個性を認め合う
まちづくり」

■日時＝12月8日㈰、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対象＝
区内在住・在勤・在学の方■内容＝
多様なライフスタイルの人々が暮
らしやすい「まちづくり」について考
える■定員＝30人（11月11日から
先着順）　※保育あり（11月29日ま
でに要予約、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、「多
様な個性を認め合う」をファクス■
申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

「元年度版 足立地図」を販売
■販売開始日＝11月11日㈪■販売
場所＝区役所区政資料室■内容＝
足立区の主要施設、電車・バス路
線を網羅したマップ　※PDF版は区
のホームページで閲覧可■費用＝
100円■問先＝広報係�

☎3880-5514

自転車・車いすなどは終日通行不可
栗六陸橋耐震補強等工事に伴う
スロープ橋の通行止め
　耐震補強等工事に伴い、自転車・
歩行者用のスロープ橋が終日利用
できなくなります。歩行者は陸橋
南側の階段を利用いただき、自転
車・車いすなどは迂回をお願いし
ます。ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。くわしくは
区のホームページをご覧ください。
■期間＝１１月下旬～２年３月末（予
定）■問先＝街路橋りょう課�設計工
事係 ☎３８８０-５９２２

第2回 ギャラクシティ音楽コンクール　入賞者披露演奏会・受賞セレモニー

■日時＝12月1日㈰、午後2時開演■内容＝入賞者（各部門第1位・足
立区長賞・審査員特別賞）とオーケストラの共演／授賞式■費用＝500
円　※高校生以下の方は無料。全席自由

カナディアン・ブラス　結成50周年記念ツアー

■日時＝2年1月31日㈮、午後6時30分開演■内容＝世界的に有名な
金管五重奏団「カナディアン・ブラス」の結成50周年記念公演■費用
＝5,000円（24歳以下の方は2,000円）　※前売り価格。当日は500
円増。全席指定

―いずれも―
※30分前開場。就学前の子どもは入場不可■場所＝西新井文化ホー
ル■定員＝902人（先着順）■申込＝窓口／ホームページから専用
フォームに入力■申先＝ギャラクシティ、地域学習センターなど
※当日はギャラクシティのみ■問先＝ギャラクシティ

������������������������☎5242-8161　HP http://galaxcity.jp/

  未申請の対象者には11月下旬に再通知
令和元年度 足立区プレミアム付商品券の
購入引換券交付申請は12月27日㈮まで
■対象＝住民税非課税者　※4,000円で5,000円分の商品券を購
入可（最大2万5,000円分）。スーパーやコンビニなど区内1,200店
以上で使用可。購入方法など、くわしくは区のホームページをご覧く
ださい。■問先＝プレミアム付商品券コールセンター（平日、午前9
時～午後5時）　　　　　　　　　　　　　　　　�☎3880-9901



■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 9

あだちなエコアイデア募集
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方、区内の団体■内容＝多くの方
が無理なく実践できるエコアイデ
アを募集　※入賞者には記念品、
応募者には抽選でエコグッズを進
呈■申込＝区のホームページから
専用フォームに入力／環境政策課
で配布する応募用紙を区へ郵送■
期限＝12月27日㈮必着■申・問
先＝環境政策課�計画推進係
� ☎3880-6049

�

第6回 子どもの未来を応援
する活動団体交流会

■日時＝12月3日㈫、午後7時～9
時■場所＝区役所庁舎ホール■対
象＝子どもの未来を応援する個人・
団体・企業など■内容＝川遊び、
プログラミング、キャンプなどの
体験活動を通じた子ども支援を考
える■定員＝50人程度（11月11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／申込書をファクス　※申込
書は電話で請求■期限＝11月26
日㈫■申・問先＝協働・協創推進
担当
☎3880-5748　 FAX3880-5610

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）

アトリウムコンサート
■日時＝11月27日㈬、午後0時10
分～0時45分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝フリーステー
ジ・アダチ出演団体によるフラダ
ンスやハーモニカ、サックスの演

奏■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝文化団体支援係� �
� ☎3880-5986

フリーステージ・アダチ2019
（V

ボリューム

ol.23）
■日時＝12月7日㈯、午後1時開
演　※午後0時30分開場■場所＝
竹の塚地域学習センター■内容＝
区内を中心に活動する団体などに
よる楽器演奏・踊り・ブラスバンド
などの舞台■定員＝306人（先着
順）■申込＝不要　※当日直接会
場へ■問先＝フリーステージ・ア
ダチ実行委員会（飯田）

☎090-2736-2243　
区・文化団体支援係

☎3880-5986

�

桜花亭で
日本伝統文化を体験しよう

■日時＝１１月２４日㈰、午後1時
～4時■内容＝紅葉した庭園を眺
めながらのお茶会／いけばな体
験　※絵画や書道の作品展示あ
り。22日㈮～24日㈰は夜間｢紅葉
ライトアップ｣を開催■定員＝▷お
茶会…30人　▷いけばな…20人　
※いずれも11月12日、午前9時か
ら先着順。小学３年生以下の方は
保護者同伴■費用＝各500円■申
込＝電話／窓口／氏名（フリガナ）、
電話番号、｢お茶会｣または｢いけ
ばな体験｣をファクス■場・申・問
先＝桜花亭
☎3885-9795　 FAX3860-0608

紙芝居講座 
「共感のよろこびが広がる
紙芝居の魅力と演じ方」（3日制）

■日時＝2年1月21日、2月18日、

3月17日、いずれも火曜日、午後
7時～9時■場所＝ギャラクシティ
■対象＝高校生以上の方■内容＝
紙芝居の特徴や演じ方を学ぶ■定
員＝10人（11月11日から先着順）
■申込＝区のホームページから専
用フォームに入力／氏名、電話・
ファクス番号、｢紙芝居講座｣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

キラリン☆スペシャル
ハートフルコンサート

■日時＝12月15日㈰、午後1時～
4時■場所＝梅島小学校■内容＝
障がいの有無にかかわらず楽しめ
る、太鼓やダンス、合唱の演奏会
■定員＝300人（先着順）■申込＝
不要　※当日直接会場へ■問先＝
子どもを地域でサポートする会☆
キラリン� ☎080-9188-5670
区・文化事業支援係　

☎3880-5467

�

環境楽
が く

習講座「コーヒーと
そのリサイクルを学ぼう」

■日時＝11月29日㈮、午前10時～
正午■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝㈱ドトールコー
ヒーから「工場でのコーヒーかすの
再利用などの環境への取り組み」や
「おいしいコーヒーの入れ方」を学
ぶ　※試飲あり■定員＝12人（抽
選）■費用＝200円■申込＝電話／
窓口／住所、氏名（フリガナ）、電
話番号、「コーヒーのリサイクル」
をファクス・ハガキで送付■期限＝
11月22日㈮必着■場・申・問先

＝あだち再生館（月曜日、祝日休
館）　〒１２０-００１１中央本町２-９-１
☎3880-9800　 FAX3880-9801

読み語りフォローアップ講座
■日程等＝▷１２月１１日㈬…紙芝居
の魅力の秘密と演じ方　▷１２月１９
日㈭…紙芝居の作品にこめられた
もの・選び方■時間＝午前１０時～
正午■場所＝生涯学習センター（学
びピア21内）■対象＝乳幼児への
読み語りを行う方■定員＝各３０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

子どもも大人も
ドラムをたたいて楽しもう

■日時＝11月23日㈷、午後1時30分
～2時／午後2時30分～3時■場
所＝ギャラクシティ■内容＝みんな
で輪になって、即興的に打楽器の
演奏を楽しむ■定員＝各15人（先
着順）■申込＝不要　※当日直接
会場へ■問先＝家庭教育係
� ☎3880-5273

出張みどりのカフェ
■日時＝12月8日㈰、午前10時～
11時45分／午後1時～3時45分　
※各20分程度■場所＝ギャラクシ
ティ■内容等＝▷多肉植物のミニ
寄せ植えづくり（600円）…60人　
▷押し花のクリスマスカードづくり
（100円）…250人　▷ミニスワッ
グづくり（100円）…100人　※い
ずれも先着順■申込＝不要　※時
間内随時受け付け■問先＝みどり
事業係� ☎3880-5919

あだちまちづくりトラスト 申請募集 募集期間 �12月10日～2年1月10日
問先 �まちづくり課 管理調整係�☎3880-5915

　公益信託あだちまちづくりトラストは、助成金の支給を通して、
ハードからソフトまで様々なまちづくり活動を支援しています。
●申請は年2回、5月と12月
●助成を受けるには運営委員会の審査、活動後の成果報告書など
　の提出が必要

◆2年4月からの活動助成の申請を受け付け！
対象 �区内に活動拠点があり、まちづくり活動を行う個人・団体

※申請方法など、くわしくはホームページ（http://adachi-trust.jp/）
　をご覧になるか、お問い合わせください。

事前相談期間 �11月11日～12月10日（要電話予約）

トラストの助成でまちを盛り上げています！（昨年度助成例）
｢千住てのモノ市｣の開催
千住てのモノ市実行委員会 代表 溝

み ぞ ぐ ち

口さん
　｢仲町氷川神社｣や｢仲町の家｣をお借りして、千
住地域の団体を中心に手づくり品や食べ物の販
売、ワークショップなどを行っています。
　地域愛あふれる｢仲間｣と、まちを盛り上げたい

という想
おも

いを応援してくれる｢トラスト｣
のおかげで、12月7日㈯には第3回の開
催を予定しています。
　千住仲町の名物として、ずっと続くイ
ベントになるように、メンバーと試行錯
誤の毎日です。

｢地下鉄8号線（有楽町線）の
区内延伸｣に関するPR・機運醸成
佐野町会・自治会連絡協議会の皆さん
　平成10年から様々な誘致活動
を行っていますが、実現には地

元の機運醸成がとても重要です。昨年度は｢トラスト｣に
より「のぼり旗」や｢横断幕｣などを作り、より一層のPRに
努めました。
　今年度から、隣接する町自連に活動を広げるとともに、
東京2020大会の機運醸成も兼ね、｢葛西用水桜通り｣の
来年のライトアップ時に5色の提

ちょうちん

灯を設置予定です。熱
意とアイデアで延伸実現に向けて頑張っています。




