
4 高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援のサービスを一体的に提供する地域包括ケア関連事業です。

アイコン
説明

糖尿病予防を進める
「あだち�ベジタベライフ」関連事業です。

車を運転することを知りながらお酒を勧めることや、飲酒している人に車を貸すこと、その車に同乗することは犯罪です。また、
二日酔いで運転することも飲酒運転です。絶対にやめましょう。■問先＝交通対策課�推進係　　　　　　　　　　☎3880-5912

飲酒運転は
犯罪

福祉・高齢医療

73歳以上の区民に
無料マッサージ（2年1月分）

■日時等＝12日㈰、午前9時10分
～午後3時10分　※定員になり次
第終了。住所・年齢が確認できる
証明書の提示が必要■場所＝勤労
福祉会館（綾瀬プルミエ内）■定員
＝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（2年1月1日㈷～3
日㈮を除く毎日、午前8時～午後8
時）� ☎3880-0039

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2月・3月分）

■日時等＝表1■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

仕事・産業

創業支援施設「かがやき」
入居者募集

■入居日＝2年4月1日以降■所在
地＝東京芸術センター11階■対象
＝創業予定または入居日現在、創
業3年未満の法人・個人■募集室
数＝3室（選考）■入居期間＝2年間　
※審査により1年間延長可■申込
＝必要書類を持参　※申込用紙・

募集要項は企業経営支援課�創業
支援係で配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■
期限＝2年2月7日㈮■申・問先＝
企業経営支援課�創業支援係
� ☎3880-5495

人材募集

障がい福祉センター職員
（非常勤・育児休業代替）
■対象等＝表2■雇用期間＝2年4
月1日～3年3月31日■選考＝▷1
次…書類　▷2次…面接■申込＝
履歴書（J

ジ ス

IS様式、写真貼付。心
理判定士は申込書を使用）、職務
経歴書、資格証明書の写しを簡易
書留で郵送・持参　※心理判定
士の申込書は区のホームページか
らダウンロード。応募書類は返却
不可■期限＝2年1月20日㈪必着
■勤務場所・申・問先＝障がい福
祉センターあしすと�幼児療育係　
〒121-0816梅島3-31-19
 ☎5681-0136

学校関連職員（非常勤）
▪教育調査研究員
■対象＝教育に関する調査・研究
の経験があり、専門的事項の知識
を有する方■勤務場所＝教育指導
課■勤務内容＝学校事故の受け付
け・報告／警察署などとの連絡調
整／非行問題などの相談�など■
募集人数＝1人
▪交通安全指導員
■対象＝警察官としての経験があ
り、交通安全に関する専門的知識
を有する方■勤務場所＝梅島第一
小学校■勤務内容＝児童・生徒の

交通安全教育�など■募集人数＝若
干名

――いずれも――
■勤務条件＝週4日・1日7時間30
分（午前8時30分～午後5時）　※社
会保険・有給休暇あり■雇用期間
＝2年4月1日～3年3月31日■報酬

（予定）＝月額21万円　※交通費あ
り（上限あり）■選考＝▷1次…書類　
▷2次…面接■申込＝履歴書（JIS様
式推奨、自筆、写真貼付）を区へ
簡易書留で郵送・持参　※履歴書
は返却不可■期限＝2年1月24日㈮
必着■申・問先＝教育指導課�教育
指導係� ☎3880-5974

任期付職員 土木造園・Ⅲ類
（育児休業代替）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…日本国籍を有する／平成14
年4月1日以前生まれ／地方公務
員法第16条の各号のいずれにも
当てはまらない■勤務場所＝区役
所／出先事業所■勤務条件＝平
日・1日7時間45分（変則勤務あり）　
※社会保険・有給休暇あり■雇用
期間＝おおむね6カ月～3年　※2
年4月1日～3年3月31日に随時採
用■給与（予定）＝月額17万6,500
円　※交通費あり（上限あり）■募
集人数＝1人程度■選考＝▷1次…
作文（2年1月18日㈯）　▷2次…面
接（2年2月上旬予定）■申込＝申
込書、返信用封筒（長形3号、84
円切手貼付、宛名を記入）を区へ

簡易書留で郵送・持参　※申込
書は返却不可■申込書配布場所＝
人事課�人事係／区民事務所（中央
本町を除く）／中央図書館／総合
スポーツセンター　※区のホーム
ページからもダウンロード可■期
限＝2年1月8日㈬必着■申・問先
＝人事課�人事係� ☎3880-5831

暮らし・まちづくり

都市計画・特定生産緑地
指定の告示

■内容＝渕江南一団地の住宅施設
の廃止／東保木間一丁目地区地区
計画の決定／生産緑地地区の変更
／特定生産緑地の指定■告示日
＝12月18日■縦覧場所・問先＝
都市計画課�都市計画係　※区の
ホームページでも閲覧可
 ☎3880-5280

元年度ワーク・ライフ・
バランス推進認定企業が決定
　働きやすい環境づくりに取り組
む企業として、区内85社（新規31
社含む）を元年度ワーク・ライフ・
バランス推進企業に認定しました。
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＝男女共同参画推進
係� ☎3880-5222

福祉・高齢医療は、
3面からの続きです

申・問先
（地域包括支援センター） 日時 内容等

伊興
☎5837-1280

①1/11㈯
②2/8㈯
午後2時～4時

①人生の仕上げ「エンディングノートの活用」
②認知症サポーター養成講座
■場所＝地域包括支援センター伊興
■定員＝各15人

基幹
☎5681-3373

1/28㈫
午後2時～3時30分

認知症サポーター養成講座
■場所＝梅島住区センター
■定員＝30人

西新井
☎3898-8391

1/6㈪、2/3㈪
午後1時30分～3時

介護の悩みを話そう会
■場所＝地域包括支援センター西新井
■定員＝各6人
■申込＝不要　※当日直接会場へ

日の出
☎3870-1184

①1/9㈭
②1/23㈭
午後1時30分～3時

①認知症サポーター養成講座
②脳を鍛えて認知症予防
■場所＝①総合ボランティアセンター ②千
住あずま住区センター■定員＝各40人

保木間
☎3859-3965

2/15㈯
午後2時～3時30分

高齢者の薬について
■場所＝竹の塚地域学習センター
■定員＝30人

本木関原
☎5845-3330

①1/15㈬
午後1時30分～3時
②1/24㈮
午後1時～2時30分

①レクダンス
②私にも作れた 手芸キットを使って
　「楽しい」を実感しませんか（500円）
■場所＝愛恵まちづくり記念館（関原の森内）
■定員＝①30人 ②10人

※西新井を除き、■申込＝電話／窓口（12月26日から先着順）（月～土曜日、午前9時～
　午後5時〈12月30日㈪～2年1月3日㈮を除く〉）

地域包括支援センター介護（予防）教室（2年1月・2月分）

表1　長寿健康増進事業（2年2月・3月分）日時等
場・申・問先

（地域学習センター） 日時 内容 定員

江北
☎3890-4522

2/3㈪、
午前10時～正午 75歳からのこけ玉作り

各
20人

2/12㈬、
午前10時～正午 75歳からの園芸教室

佐野
☎3628-3273

2/9㈰、
午後1時30分～3時

いくつになっても笑いを
佐野立春寄席

鹿浜
☎3857-6551

2/14㈮、
午後1時～4時 シニアのためのやさしい陶芸 10人

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
2/7㈮、
午後2時～3時30分

パラスポーツメッセンジャーが
語る 老若男女で楽しめる
サッカーと共生社会

30人

新田
☎3912-3931

2/4㈫・5㈬、
午前10時30分～11時30分

認知症予防・介護予防「元気ダン
ス（体操）」を楽しもう（2日制） 各

20人竹の塚 
☎3850-3107

2/22㈯、
午前10時～正午

簡単 多肉植物のタブロー
（寄せ植え）

保塚 
☎3858-1502

3/16㈪・23㈪、
午後1時30分～3時

いきいき脳トレ＆
らくらくイス体操（2日制） 12人

※12月26日、午前9時から先着順
表2　障がい福祉センター職員（非常勤・育児休業代替）対象等

職種 対象 勤務内容 勤務条件 報酬（予定） 募集人数

言語聴覚士
（非常勤）

言語聴覚士の
資格を有する
方

発達に課題のある幼
児の個別指導・評価・
保護者面談／他機関
支援・療育指導 など 週2～5日・

1日6時間
※勤務日は
　要相談

日額
1万9,000円

1～2人

心理判定士
（非常勤）

大学の心理学
科を卒業し、
心理判定など
の臨床経験が
ある方

幼児通園施設の療育
指導／幼児の発達検
査・個別指導・保護
者面談／他機関支援 
など

2～3人

作業療法士
（非常勤） 作業療法士の

資格を有する
方

幼児通園施設の作業
療法指導・評価／外
来指導児への作業療
法 評 価 ／ 他 機 関 支
援・療育指導 など

週2～3日・
1日6時間
※勤務日は
　要相談

各
1人

作業療法士
（育児休業代替）

週5日・
1日6時間

※交通費あり（上限あり）



■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、3面左上を参照 5

■期間＝2年2月1日～7日　※総合受付窓口やそのほかの施設は通
常通り利用可■問先＝スイムスポーツセンター　　☎3850-1133

水入れ替えのため、スイムスポーツセンター
（うきうき館）温水プール利用休止

■問先＝災害対策係
☎3880-5186

鳴りますか 住宅用火災警報器
交換目安は10年です

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）

食育講座 
「うどんを作って食べよう」
■日時＝2年1月11日㈯、午前10
時～午後1時■対象＝小学生と保
護者■内容＝小麦粉から味

み そ

噌仕立
てのうどんを作って食べる■定員
＝15組（12月26日、午前10時か
ら先着順）■費用＝1人100円（材
料費）■申込＝電話／窓口■期限＝
2年1月9日㈭■場・申・問先＝鹿
浜いきいき館� ☎3853-5071

野鳥観察会
■日時＝2年1月26日㈰、午前9時
～11時　※荒天中止■場所＝都
立舎人公園■対象＝小学生以上の

方　※小学1～3年生は保護者同
伴■内容＝解説員と一緒に約30種
の冬の野鳥を観察し、生態を学ぶ
■定員＝40人（抽選）■申込＝電話
／ホームページから専用フォーム
に入力　※1人1回のみ申し込み
可■期限＝2年1月14日㈫■申・
問先＝㈱自然教育研究センター（区
委託事業者） ☎6281-8738
HP https://www.ces-net.jp/
　adachikankyo
■問先＝区・環境事業係
� ☎3880-5860

催し物は、
6面に続きます

イクメン・イクジイ フォトコンテスト受賞作品発表
　皆さんから募集した、イクメン・イクジイフォト（積極的に育児を行い、楽しむ男性の写真）の受
賞作品を紹介します。ご応募ありがとうございました。■問先＝男女参画プラザ　���☎3880-5222

イクメン・イクジイフォトパネル展示
■期間＝2年1月20日、午前10時～26日■場所＝区役
所1階区民ロビー　※区のホームページなどでも紹介

イクメン・イクジイフォトパネル展示

「パパ大好き！」
大好きなパパ、暑さに負けず、かたぐるま頑張ります！
でも、目を帽子で隠してイタズラ中！

「川にスマイル♡j
ジ ャ ン プ

ump♡」
いつも夏になると家族で必ず行く綺

き

麗
れい

な
川で、3人でポーズをとりスマイルジャン
プしてみました。

「大きくなっても『あーん！』てしても
らうとなんだか美

お い

味しい！」
パパとの合言葉は「美味しいものは分け合
いっこ！」。最高に美味しいカキ氷を2人で分
け合いっこ！ 先に食べていいよ！ あーん！

「孫にまごまご？！」
ゴールデンウィークに家族が集合！ 孫5人に囲ま
れ、怒

ど

涛
とう

の連休でしたが、とても幸せそうでした。

「絵本大好き」
ととの読み方が面白く
て、声を出して笑いなが
ら絵本を読んでもらって
います。

「子供専属スタイリスト パパ」
大好きなアニメを見せながら、パパ
が必死にヘアカット。アシスタント
のママも、汗だくです。

「そっくりさんが寝てる」
2人が随分静かにしてるなと
思ったら、いつのまに向き
合って仲良く寝ていました。
今日もたくさん遊んだもんね。

「爪切り」
パパがとても真剣
に娘の爪を切って
います。実は普段
眼鏡をしていない
です。笑

◀都立舎人公園
　で魚を食べる
　コサギ

空き家から千住のまちを知るトーク＆マルシェ

空き家まちフェス
　北千住駅東口地域で進む「空き家利
活用」の事例紹介や、活動に関わる人
たちのトークイベントを開催。さら
に、空き家を活用しながら、地域で
楽しく活動している人たちと交流で
きるマルシェなども。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。
日時 2年1月25日㈯、
　　��午前11時～午後4時
場所 B

ブ イ

UoY�（千住仲町49-11）�
費用 一部有料�
申込 不要　※当日直接会場へ�
問先 千住P

パ ブ リ ッ ク

ublic�N
ネ ッ ト ワ ー ク

etwork�E
イ ー ス ト

AST　　　　　　　��☎5284-9143
　　��区・空き家担当　　　　　　　　　　　　���☎3880-5737

▲会場の「BUoY」は、元銭湯・
ボウリング場をリノベー
ションした施設

ホームページは
コチラ

区長賞

副区長賞

副区長賞

区民賞
優秀作品賞

優秀作品賞

優秀作品賞

優秀作品賞




