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納税の公平性確保をめざし、12月に東京都と区市町村が連携し、集中して徴
収対策を強化します。■問先＝納税計画係　　　　　　　　　�☎3880-5850

12月は「オール東京滞納
S
ス ト ッ プ

TOP強化月間」です
12月7日㈯はシステムメンテナンスのため、コンビニでの各種証明書
の取得が終日できません。■問先＝住民記録係　　　��☎3880-5724

コンビニでの各種証明書
発行サービスについて

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）

音まち千住の縁
えん

「多文化社会における
アートのチカラ｣
■日時＝12月14日㈯、午後1時
～3時■場所＝東京藝術大学�千住
キャンパス（千住1-25-1）■内容＝
写真を通して愛知県豊田市の保

ほ み

見
団地に住む南米人の暮らしについ
てトーク　※出演者は名

な

越
ごし

啓
けいす け

介
（写真家）、保見団地の住人（南米
出身）、長

ながしま

島確
かく

（東京藝術大学音
楽環境創造科�特別招

しょうへい

聘教授）■
定員＝50人（先着順）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝プ
ロモーション係� ☎3880-5803

郷土博物館の催し（12月分）
▪冬季区民教養講座
■日時＝8日㈰、午後1時～4時■
場所＝生涯学習センター（学びピア

21内）■内容＝講座「芭蕉旅立ちの
地で俳句を語る」
▪映画会
■日時＝14日㈯、午前11時～正
午　※無料公開日■場所＝郷土博
物館■内容＝「新

にい

野
の

の雪
ゆき

祭
まつ

り�神
かみ

々
がみ

と里
さと

人
びと

たちの宴
うたげ

」「国
くに

東
さき

の修
しゅ

正
じょう

鬼
おに

会
え

�
鬼
おに

さまが訪
おとず

れる夜
よる

」の上映
―いずれも―

■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝郷土博物館
	 ☎3620-9393

あだちの遊び場

はじめての三味線教室（6日制）
■日程＝2年1月10日～2月21日の
隔週金曜日／3月13日㈮・26日㈭
■時間＝午後1時30分～3時■対
象＝18歳以上の方■内容＝三味線
の構え方・弾き方を学び童謡など
を弾く■定員＝10人（抽選）■費用
＝1万200円　※三味線の無料レ
ンタルあり■申込＝全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号、

「はじめての三味線教室」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
■期限＝12月18日㈬必着■場・
申・問先＝都市農業公園�〒123-
0864鹿浜2-44-1�☎3853-4114

キッチン・ワルツの
こども星空コンサート
「クリスマスを届けよう」
■日時＝12月22日㈰、午前10時

30分～11時30分■内容＝歌や手
遊びを交えながら、オリジナルの物
語をプラネタリウムで楽しむ　※就
学前の子どもは保護者同伴■費
用＝500円　※高校生以下の方は
100円。就学前の子どもは保護者
と同じ席に座る場合は無料■申込等
＝▷事前（140人）…電話／窓口　▷
当日（30人）…窓口　※いずれも先
着順■場・申・問先＝ギャラクシ
ティ� ☎5242-8161

審議会等の公開（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8回足立区
バリアフリー協議会 5㈭ 午後2時～5時

区役所

都市計画課�
ユニバーサルデザイン担当

☎3880-5768
第66回足立区
都市計画審議会 11㈬ 午後2時

～3時30分
都市計画課�都市計画係

☎3880-5280
足立区生活保護
適正実施協議会 12㈭ 午前9時30分

～11時30分
生活保護指導課�適正化推
進係　　　☎3880-6276

足立区地域保健福祉
推進協議会 
子ども支援専門部会

13㈮ 午後2時～4時
子ども政策課�子ども・
子育て支援制度担当

☎3880-5795

足立区建築審査会 18㈬ 午後2時30分
～4時30分

建築調整課�用途照会係
☎3880-5943

第3回足立区
成年後見制度審査会 19㈭ 午後2時～4時 高齢福祉課�権利擁護推進係

☎3880-5982
第5回足立区緑の
基本計画改定審議会 20㈮

午前9時30分
～11時30分

みどり推進課�計画係
☎3880-5423

足立区地域包括ケア
システム推進会議　
認知症ケア推進部会

23㈪
地域包括ケア推進課�
認知症施策推進担当

☎3880-5885
足立区地域保健福祉
推進協議会 26㈭ 午後2時～4時 福祉管理課�調整担当

☎3880-6223

パブリックコメント（区民意見募集制度）（11月～2年1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
第2期未来へつなぐ あだちプ
ロジェクト（足立区子どもの
貧困対策実施計画）（案）

11/25～12/24
子どもの貧困対策担当課�
子どもの貧困対策担当

☎3880-5717
文化・読書・スポーツ分野計
画（文化芸術推進計画、読書
活動推進計画、運動・スポー
ツ推進計画）

11/27～12/26
文化・読書・スポーツ計画担
当課�文化・読書・スポーツ計
画担当　　　��☎3880-5647

北千住駅東口周辺地区まちづ
くり構想（変更案） 12/1～1/8 まちづくり課�千住地区係

☎3880-5424

西新井・梅島エリアデザイン
計画（案） 12/19～1/18

エリアデザイン計画担当課　
エリアデザイン計画担当

☎3880-5812

催し物は、
5面からの続きです

すべての人が尊重される
社会をめざして

12月4日～10日は人権週間／
12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間

■問先＝人権推進係　☎3880-5497

広げよう！
人権の輪

　「人権週間」は、昭和23年12月10日に国際連合で「世界人権宣
言」が採択されたことを記念して定められました。また、「北朝鮮
人権侵害問題啓発週間」は、多くの日本人が北朝鮮当局に拉致さ
れた事実を風化させないために定められました。
　お互いの個性を尊重し、違いを認め合うことが、人権を守る第
一歩です。区では、これらの週間に合わせて、パネル展などを実
施します。
▪人権パネル展示
■期間＝12月4日㈬～9日㈪、正午■場所＝区役所1階区民ロビー
■内容＝拉致問題の特設コーナー／人権問題紹介パネル展示／
小・中学生人権ポスターコンクール入賞作品の展示�など■申込
＝不要　※当日直接会場へ
▪人権のつどい「チベットと日本	異文化を超えて」
■日時＝12月5日㈭、午後2時～4時30分■場所
＝区役所庁舎ホール■内容＝チベット出身声楽
家・バイマーヤンジン氏による講演／小・中学
生人権ポスターコンクール、中学生人権作文コン
テスト表彰�など　※手話通訳あり■定員＝400
人（先着順）■申込＝不要　※当日直接会場へ
　10月28日、長年の人権擁護活動が認められ、足立地区人権擁
護委員・乾

いぬい

雅
まさ

榮
え

氏、漆
うるし

原
ばら

康
やすつぐ

次氏が、法務大臣表彰を受けました。

「区民の声」をお寄せください
　「区民の声」は、皆さんの意見・要望を今後の区政に反映してい
く制度です。寄せられた「声」と回答文は、すべて区長が目を通し、
確認しています。
　平成30年度に寄せられた「声」の総数は1,939件。このうち、
1,448件が実現し、61件が一部実現しました。「声」の内容を掲載
した「広聴2018」は、区政資料室または区のホームページで閲覧
できます。
▪実現事例「区役所本庁舎のバス降車場からの案内表示について」
こんな｢声｣が寄せられました
　本庁舎内には南館、北館の表示はあるが、バスを降りた際、
どの方向に歩いたらいいか、分かりませんでした。
区民目線で改善しました
　「声」を受けて、バス停から
各館への動線上に案内表示を
設置しました。

▪様々な方法で「区民の声」を受け付けています
　「区民の声」は、Eメール、広聴ハガキ、電話、ファクスなど
で受け付けています。�※広聴ハガキは区役所、区民事務所、
区立図書館、保健センター、住区センターなどで配布
■問先＝区民の声担当　　　　☎3880-5839　 FAX3880-5678　
voice@city.adachi.tokyo.jp

▲バイマーヤンジン氏



■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

納税の公平性確保をめざし、12月に東京都と区市町村が連携し、集中して徴
収対策を強化します。■問先＝納税計画係　　　　　　　　　�☎3880-5850

12月上旬から町会・自治会連合会が町会・自治会を通じて各家庭に紙門松を配布　※配布されない場合は最寄
りの区民事務所で受け取り可■問先＝足立区町会・自治会連合会事務局（地域調整課内）　　　　☎3880-5864

紙門松の
配布

学びピアの縁側
あらかわミニリースづくり
■日時＝12月14日㈯、午後2時
30分／3時10分／3時50分開始　
※各30分程度■内容＝荒川の植
物でミニリースを作る■定員＝各
10人（先着順）　※就学前の子ど
もは保護者の参加が必要■申込＝
不要　※当日午前9時から会場で
参加証を配布■場・問先＝荒川ビ
ジターセンター� ☎5813-3753

自然素材で作ろう
クリスマス飾り
■日時＝12月8日㈰、午後2時～3
時■内容＝園内で採取した木の実
や葉を透明なケースの中に入れて

クリスマスのかざりを作る■定員＝
20人（先着順）　※就学前の子ど
もは保護者の参加が必要■申込＝
不要　※当日午前9時から会場で
参加証を配布■場・問先＝桑袋ビ
オトープ公園� ☎3884-1021

干
え と

支の生きものと記念撮影
■期間＝11月30日～12月28日の
土・日曜日／2年1月2日～5日■
時間＝午前11時～正午■内容＝
来年の干支である「子

ね

」（モルモッ
ト）と記念撮影　※入園料が必要。
就学前の子どもは保護者同伴■申
込＝不要　※時間内随時受け付け
■場・問先＝生物園
� ☎3884-5577

■日程等＝表2■時間＝午後2時～4時（保塚地域学習センターのみ
午前10時～正午）■対象＝中学生以上の方■内容＝パソコンを囲ん
だ地域交流の場　※1人1台のパソコンを使った講習会ではありませ
ん。■費用＝1回200円（70歳以上の方・障がいのある方は140円。
証明書提示）■申込＝不要　※当日直接会場へ
表2　ITサロン（12月・2年1月分）日程等

場・問先 日程
生涯学習センター

☎5813-3730
12/4・11・18・25、1/8・15
いずれも水曜日

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

梅田 ☎3880-5322 12/21㈯、1/18㈯
興本 ☎3889-0370 12/8・22、1/12・26　いずれも日曜日
江北 ☎3890-4522 12/14、1/11・25　いずれも土曜日
佐野 ☎3628-3273 12/7・21、1/18　いずれも土曜日
鹿浜 ☎3857-6551 12/3㈫・16㈪、1/7㈫・20㈪
新田 ☎3912-3931 12/7㈯・20㈮、1/17㈮
竹の塚 ☎3850-3107 12/13㈮・19㈭、1/10㈮・16㈭
中央本町 ☎3852-1431 12/14、1/11・25　いずれも土曜日
東和 ☎3628-6201 12/12・26、1/9・23　いずれも木曜日
舎人 ☎3857-0008 12/10㈫、1/14㈫
花畑 ☎3850-2618 12/7㈯・20㈮、1/17㈮
保塚 ☎3858-1502 12/12・26、1/9・23　いずれも木曜日

来て 見て 話して ITサロン（12月・2年1月分）

（学びピア21内）

第4回	区議会定例会
■日時等＝表1　※本会議・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1　第4回	区議会定例会日時等

日時 会議名
11/29㈮ 午前10時 議会運営委員会
12/2㈪

午後1時 本会議★12/3㈫
12/4㈬
12/5㈭ 午前10時 総務委員会
12/6㈮ 午前10時 区民委員会

12/9㈪ 午前10時 議会運営委員会
午後1時 本会議

12/10㈫ 午前10時 産業環境委員会
12/11㈬ 午前10時 厚生委員会
12/12㈭ 午前10時 建設委員会
12/13㈮ 午前10時 文教委員会

12/16㈪ 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

12/17㈫ 午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
12/18㈬ 午前10時 エリアデザイン調査特別委員会
12/19㈭ 午前10時 議会運営委員会
12/20㈮ 午後1時 本会議★

★…J
ジ ェ イ コ ム

:COMチャンネル足立（11c
チャンネル
h）で生中継を予定

｢生きがい奨励金｣の使用期限に誤りがありました
■問先＝文化施設経理係　☎3880-5701

　11月1日から70歳以上の希望者に郵送した「生きがい奨励金」
（区内共通商品券）に同封されている｢取扱店名簿｣の最終ページに
誤りがありました。
【誤】足立区内共通商品券は、発行日の期日より5年以内にお使

いください。
【正】足立区内共通商品券は、令和2年12月31日までにお使い

ください。
　区内共通商品券には使用期限(令和2年12月31日)が正しく表示
されています。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。

大学連携の催し
帝京科学大学
▪犬猫のための終

しゅうかつ

活セミナー
■日程＝12月5日㈭■対象＝犬・猫を飼った経験がある、または検
討中の方■内容＝いつか来る「家族（ペット）とのお別れ」のために
知っておきたいペットロス・供養の話■定員＝7人
▪講座「うさぎちゃんと暮らそう」
■日程＝12月17日㈫■対象＝ウサギを飼育している、または検討
中の方■内容＝ウサギの飼い方について学ぶ■定員＝20人

―いずれも―
※11月26日から先着順■時間＝午後2時～3時30分■申込＝電話
／窓口■場・申・問先＝帝京科学大学附属動物病院（平日、午前9時
～午後5時）�千住桜木2-2-1　　　　　　　　　　�　☎6910-3768

東京藝術大学
▪アウトリーチ・コンサート「クリスマス・コンサート」	
■日時＝12月22日㈰、午後3時～4時■場所＝保塚地域学習セン
ター■対象＝区内在住・在勤・在学で小学生以上の方■内容＝藝大
生によるオーボエ、クラリネット、ファゴットの木管三重奏■定
員＝45人（抽選）■申込＝住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数
（4人まで）、「クリスマス・コンサート」を往復ハガキで送付　※返
信面にも宛名を記入■期限＝12月9日㈪必着■申・問先＝東京藝術
大学�アートリエゾンセンター（平日、午前11時～午後4時）�〒120-
0034千住1-25-1　　　　　　　　　　�　　　☎050-5525-2744
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

「健康食品」の購入に関する相談が急増中

「お試し」のつもりが定期購入に
▪相談事例
　「初回お試し○○円」という広告を見て、1回だけのつもりで健
康食品を購入した。効果がないので、解約したいと伝えたところ、
定期購入なので解約できないと言われた。広告では字が小さくて、
定期購入だと気づかなかった。
▪消費者センターからのアドバイス
●通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。広告に表示
された「解約・返品できる場合の条件」などに従うことになります。

●商品を注文する際は定期購入が条件となっていないか確認しま
しょう。また、最終確認画面を印刷するなどして、契約内容を
記録しておきましょう。
　「事業者からの請求に納得できない」「事業者と連絡がとれず解
約できない」など、トラブルが生じた場合はすぐに消費者セン
ターにご相談ください。
■問先＝区・消費者センター� ☎3880-5385
相談専用（平日、午前9時～午後4時45分）� ☎3880-5380

購入条件
に注意


