
日 付（10/31〜11/15）10/31 11/1 5 6 7 8 11 12 13 14 15
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07

▪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

2019年（令和元年）11月25日（第1819号）

子育て・教育

イライラしない子育て講座
（入門編）
■日時＝2年1月9日㈭、午前10時
～正午■対象＝区内在住で3歳～
小学生の保護者　※子ども同伴で
の受講不可■内容＝より良い親子
関係を築くために、しつけの具体
的なポイントを学ぶ■定員＝20人
（抽選）��※保育あり（要予約、1歳
～就学前の子ども、10人程度）■
申込＝電話／区のホームページか
ら専用フォームに入力■期限＝12
月16日㈪■場・申・問先＝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

健康・衛生

ウォーキング教室
（12月～2年3月分）

■日程等＝表1■対象＝区内在住・

在勤・在学でおおむね65歳以上の
方■内容＝区内を中心としたコー
スを指導員とともに歩く■定員＝各
50人（11月26日から先着順）■申
込＝電話／住所、氏名、年齢、電
話番号、希望コース名（1人4コー
スまで）、「ウォーキング教室」をファ
クス■申・問先＝スポーツ振興課�
振興係
☎3880-5826	 FAX3880-6028

福祉・高齢医療

生活支援サポーター
養成研修（2日制）

■日時＝2年1月16日㈭・17日㈮、
午前9時30分～午後5時■場所＝
鹿浜地域学習センター■対象＝18
歳以上で、区の指定を受けた訪問
介護事業所での雇用を希望する方
■内容＝講義・グループワークな
どを通して、専門的技術・知識が
不要な介護サービス（掃除／ごみ
出し／見守り�など）の担い手「生活
支援サポーター」資格を取得■定
員＝50人（11月26日から先着順）　
※保育あり。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。■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＝お問い合わ
せコールあだち（2年1月1日㈷～3
日㈮を除く毎日、午前8時～午後8
時）� ☎3880-0039

73歳以上の区民に
無料マッサージ（12月分）
■日程等＝▷勤労福祉会館（綾瀬プ
ルミエ内）…8日㈰・22日㈰　▷竹
の塚障がい福祉館…10日㈫・24
日㈫　※住所・年齢が確認できる

証明書の提示が必要■時間＝午前
9時10分～午後3時10分　※定員
になり次第終了■定員＝各48人（先
着順）■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

悠々会館の
「にこにこ	お喜

き

楽
らく

体
たい そ う

創
（健康体操）｣（8日制）
■日時＝2年1月9日～2月27日の

毎週木曜日、午前10時30分～正
午■対象＝区内在住で60歳以上の
方■内容＝椅子に座って手・足・腰
を動かし、自分で体のコンディショ
ンを整える運動など■定員＝30人
（抽選）■申込＝住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号、「お喜楽
体創｣を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入■期限＝12
月13日㈮必着■場・申・問先＝
悠々会館　〒121-0812西保木間
4-9-1� ☎3859-9732

休日接骨院当番所（12月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

1㈰
木村接骨院（本木北町3-7） 3854-1084
羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623

8㈰
赤川接骨院（千住東1-14-6） 3881-6809
栗原名倉磯田整骨院（栗原1-20-8） 5242-2153

15㈰
澤田接骨院（梅島1-10-6） 3852-3395
藪野接骨院（六町4-5-5） 5809-6789

22㈰
足立名倉堂接骨院（大谷田3-12-28） 3606-0880
大澤接骨院（江北4-12-5） 3854-2278

※�時間は午前9時～午後5時。年末年始（12月29日㈰～2年1月3日㈮）の案内はあ
だち広報12月10日号に掲載予定
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係� ☎3880-5891

2

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

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

献血（12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
8㈰ 西新井駅西口 午前10時～11時30分／

午後1時～4時10㈫ 足立税務署（千住旭町4-21）
※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

表2　風の子カルチャー（2年1月～3月分）日程等
場所 曜日 時間 講座名 日程 費用

Ａ

火

午前

セルフでリンパ
マッサージ（6日制） 1/14･28、2/4･18、3/3･17

各
3,000円

水 やさしい英語で子育て
（6日制） 1/8･22、2/12･26、3/11･25

木

ヨガ（9日制） 1/9･16･30、2/6･13･20、
3/5･12･19 4,500円

初めてのミシン（6日制）1/16･30、2/6･20、3/5･19
各

3,000円午後 親子体操（6日制）
※1歳以上の子ども対象

1/16･30、2/20･27、
3/19･26

金

午前 バレエストレッチ
（8日制）

1/10･17･31、2/7･14･21、
3/6･13

各
4,000円

午後 ピラティス（8日制）
1/10･17･31、2/7･14･21、
3/6･13
※午後1時15分～2時45分

Ｂ 火 午前 フラワーアレンジメント
（3日制） 1/14、2/18、3/3 1,500円

C

火

午前

ヨガエクサ（6日制） 1/21･28、2/4･25、3/3･24
各

3,000円木 ベビーマッサージ
（6日制） 1/9･23、2/6･20、3/5･19

金
フラダンス（8日制） 1/10･17･24、2/7･14･21、

3/6･13 4,000円

編みましょう
籐
とう

クラフト（6日制）
1/17･24、2/7･14、3/6･13

各
3,000円

D 金 午前

基礎からのパッチワーク
（6日制）

1/10･24、2/14･28、
3/13･27

基礎からの編み物
（6日制） 1/10･31、2/7･28、3/20･27

こそだて英語（6日制） 1/17･24、2/14･21、3/6･13
※場所の「Ａ」は東和地域学習センター、「Ｂ」はこども支援センターげんき、
「C」は愛恵まちづくり記念館（関原の森内。駐車場は使用不可）、「D」は勤
労福祉会館（綾瀬プルミエ内）。時間の「午前」は午前10時30分～正午、「午
後」は午後1時30分～3時。別途材料費が必要な場合あり

■日程等＝表2■対象＝2カ月～
小学生の保護者　※子ども同
伴で受講可■定員＝各10人程度
（抽選）■申込＝住所、氏名（フ
リガナ）、子どもの年齢、電話
番号、場所、講座名を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を
記入。1通につき1講座、1人3
通まで。同一講座へは1人1通
のみ申し込み可■期限＝12月6

日㈮消印有効■申・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　〒121-
0816梅島3-28-8

☎3852-2863
■問先＝ボランティアグループ
風の子カルチャー事務局（月～
土曜日、午前10時～午後5時）

☎080-1242-3553

子どもと一緒に参加できる親の学び場
「風の子カルチャー」（2年1月～3月分）

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）

表1　ウォーキング教室	日程等
日程 コース（距離） 集合時間

12/6㈮ 竹の塚第五公園・光の祭典（4㎞） 午後5時
12/15㈰ しょうぶ沼公園・曳舟川親水公園（7㎞） 午前8時30分

1/6㈪ 千住ほんちょう公園・隅田川七福神（8㎞）
午前9時2/14㈮ 竹の塚第七公園・花畑公園（7㎞）

3/27㈮ 千住ほんちょう公園・飛鳥山公園健脚（10㎞）
※雨天中止



■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

■期間＝12月下旬～2年3月（予定）■対象地域＝梅田七・八丁目■内容＝変色・破損した「街区表示板」「町名表示板」「住居番号表
示板」の取り替え／新規取り付け　※区の腕章をつけた委託事業者が実施■問先＝住民記録係　　　　　　　��☎3880-5725

住居表示板の取り替え・
取り付け作業を実施

もの忘れ相談（12月分）

■日程等＝表3■対象＝おおむね
65歳以上の方と家族■申込＝電話
／窓口
表3　もの忘れ相談（12月分）日程等

場・申・問先
（地域包括支援センター） 日程

千寿の郷 ☎3881-1691 16㈪
千住本町 ☎3888-1510 9㈪
中央本町 ☎3852-0006 12㈭
西新井 ☎3898-8391 14㈯
西新井本町 ☎3856-6511 17㈫
日の出 ☎3870-1184 12㈭
保木間 ☎3859-3965 11㈬

介護予防「はつらつ教室
（プール）｣（8日制）

■期間等＝表4■時間＝午後1時～
2時30分■対象＝区内在住の65
歳以上で、介護保険の要介護・要
支援の認定を受けていない方■内

容＝水中ウォーキングなど■定員＝
各20人（選考）■問先＝介護予防・
生活支援担当� ☎3880-5642

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」（2年1月・2月分）
■日時等＝表5■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

かんたん工作	ロバのスト
ラップづくり「親子で認知
症サポーターになろう」　

■日時＝12月14日㈯、午前10時
～11時30分■場所＝竹の塚地域
学習センター■対象＝区内在住の
小学3～6年生と保護者■内容＝工
作や講義を通して、親子で認知症
について学ぶ■定員＝30人（11月

26日から先着順）■申込＝電話／
窓口■申・問先＝地域包括支援セ
ンター日の出� ☎3870-1184

2年度	障がい者施設
新規入所者募集
■入所時期＝2年4月以降■募集
施設＝希望の苑（竹の塚7-19-9）■
対象＝18歳以上で知的障がいの
ある方■内容＝施設で生活しなが

ら生活介護を受ける■定員＝若干名
（選考）■申込期間＝11月25日～
12月6日　※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＝障がい福祉課�各援
護係（下記表9）

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

表4　はつらつ教室（プール）（8日制）期間等
場・申・問先 期間等

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　 FAX3860-6903

2年1/31～3/27の毎週金曜日（2/7を
除く）■申込＝申込書をファクス・郵送・
持参■申込期間＝11/26～2年1/24必
着（12/28～2年1/4・13を除く）

千住温水プール（スイミー）
〒120-0034千住3-30　☎3882-2601

2年1/8～2/26の毎週水曜日■申込＝
申込書を郵送・持参■申込期間＝11/26
～12/18必着�

東綾瀬公園温水プール（すいすいらんど綾瀬）
〒120-0004東綾瀬3-4-1

☎5616-2500　 FAX5616-2525

2年1/23～3/12の毎週木曜日■申込
＝申込書をファクス・郵送・持参■申込
期間＝11/26～2年1/9必着（12/9・28
～2年1/4を除く）

※申込書は開催場所で配布するほか、区のホームページからもダウンロード可

表5　長寿健康増進事業（2年1月・2月分）日時等
場・申・問先

（地域学習センター） 日時 内容 定員

興本
☎3889-0370

1/22㈬、
午後2時～3時30分

感謝の気持ちを伝える
テーブル装花作り 10人

江北
☎3890-4522

1/9㈭、
午前11時～正午

笑って健康　
新春江北寄席2020 30人

鹿浜
☎3857-6551

1/10・24・31、
いずれも金曜日、
午前10時～正午

木
き め

目込
こみ

人形で今年の
干
え と

支「子
ね

」を作ろう（3日制）
10人

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730

1/6㈪･13㈷、
午後2時～3時45分

仏像の造形をさぐる
「仏教の世界観と思想」（2日制） 30人

1/11㈯、
午後2時～3時30分

カラーサンドで鮮やかに
多肉植物の寄せ植え講座 20人

新田
☎3912-3931

1/24㈮、
午後1時30分～4時 寒仕込み手作り味

み そ

噌 16人

竹の塚
☎3850-3107

1/25㈯、
午前10時～正午

簡単に作れる
おいしい健康料理教室 10人

東和
☎3628-6201

1/19㈰、
午後1時～4時 長寿健康将棋大会 16人

花畑
☎3850-2618

1/16㈭、
午前10時30分～正午

笑って健康
新春寄席2020 30人

保塚
☎3858-1502

1/20・27、2/3、
いずれも月曜日、
午前10時～11時30分

専用の筆で本格体験
草花から描くシニアの
水墨画講座（3日制）

10人

※11月26日、午前9時から先着順

表6　生活介護事業実施施設（創作・生産活動を行う。50歳以上の方は障害支援区分2以上）
施設名等 対象 定員

生
活
訓
練
型

足立あかしあ園（青井4-30-5）　　　　　　   ☎3849-1188

身体障がいのある障害
支援区分3以上の方

各
若干名

綾瀬あかしあ園（綾瀬7-2-5）　　　　　　　  ☎5682-7272
竹の塚あかしあの杜のぞみ（竹の塚7-19-11）　 ☎5654-7731
舎人あかしあ園（古千谷本町2-25-11）　　　 ☎3854-1741
江北ひまわり園（江北1-26-22）　　　　　　 ☎5809-5815 12人程度
綾瀬なないろ園（綾瀬7-14-12）　　　　　　 ☎5682-0730

知的障がいのある障害
支援区分3以上の方
※あしすとは身体障が
　いとの重複含む

各
若干名

江北ひまわり園（江北1-26-22）　　　　　　 ☎5809-5815
障がい福祉センターあしすと 生活体験室

（梅島3-31-19）　　　　　　　　　　　　　 ☎5681-0131
神明福祉園（神明南2-6-18）　　　　　　　   ☎5682-5370
竹の塚福祉園（竹の塚7-19-7）　　　　　　   ☎5831-1741
東光（鹿浜4-25-29）　　　　　　　　　　　 ☎5647-1131
谷在家福祉園（谷在家3-13-1）　　　　　　   ☎3853-0632

作
業
訓
練
型

大谷田就労支援センター（大谷田1-44-3）　   ☎3605-6762 身体・知的障がいのある
障害支援区分3以上の方

各
若干名

花畑共同作業所（東六月町5-20）　　  　　　 ☎6684-3990
綾瀬ひまわり園（綾瀬7-2-7）　　　　　　　  ☎3629-3231

知的障がいのある障害
支援区分3以上の方

梅田ひまわり工房（梅田5-27-11）　　　　　 ☎3880-3745
神明福祉作業所（神明南2-6-18）　　　　　   ☎5682-5370
竹の塚ひまわり園（竹の塚7-19-7）　　　　   ☎5831-1721
たすかるステーション竹の塚（島根4-21-20）　 ☎5851-8539
東光（鹿浜4-25-29）　　　　　　　　　　　 ☎5647-1131
西新井ひまわり工房（西新井2-11-4）　　　   ☎3856-7510
西伊興ひまわり園（西伊興2-1-8）　　　　　  ☎3857-9214
東六月町ひまわり作業所（東六月町5-20）　   ☎3884-7109
谷在家福祉作業所（谷在家3-13-1）　　　　   ☎3853-0632
江北ひまわり園（江北1-26-22）　　　　　　 ☎5809-5815 17人程度
らっこかん（梅田7-16-3 武林ビル2階）　　   ☎5888-6506 20人程度

表7　就労移行支援事業実施施設（就労に向けて必要な
訓練を行う。最長2年の制限あり）

施設名等 対象 定員
あいのわしごとセンター

（谷中5-13-8）　  ☎3620-6820
身体・知的障が
いのある方

各
若干名

WEL'S ARK
（舎人4-9-13）　  ☎5837-4495 主に知的障がい

のある方竹の塚ひまわり園
（竹の塚7-19-7）  ☎5831-1721
就労支援施設ウィズユー

（興野2-18-12）   ☎5837-4830
発達・知的障が
いのある方

※特別支援学校の卒業予定者が対象

表8　自立訓練（生活訓練）事業実施施設（個別の援助プロ
グラムによる生活訓練を行う。最長2年の制限あり）

施設名等 対象 定員

就労支援施設ウィズユー
（興野2-18-12）   ☎5837-4830

発達・知的障が
いのある方 若干名

表9　障がい福祉課	各援護係一覧
問先 電話・ファクス番号

西部 ☎3897-5034　 FAX3856-7229

千住 ☎3888-3146　 FAX3888-5344

中部第一 ☎3880-5881　 FAX3880-5754

中部第二 ☎3880-5882　 FAX3880-5754

東部 ☎3605-7520　 FAX5697-6560

北部 ☎5831-5799　 FAX3860-5077

2年度 障がい者施設 新規通所者募集　■問先＝障がい福祉課	各援護係（表9）

■通所時期＝2年4月以降■募集施設等＝表6～8　※いずれも選考。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（表9）。■申込期間＝11月25日～12月6日


