
新春特別インタビュー

このまちで、
人と夢を育てる。

　区内には｢境川部屋｣と｢玉ノ
井部屋｣の二つの相撲部屋があ
り、夢をかなえるために若き力
士が日々厳しい稽古に励んでい
ます。両部屋の親方、そして区
内の力士で最高位の大関・豪栄
道関に｢あだち｣の魅力などを
語っていただきました。
■問先＝広報係　☎3880-5815

境川親方
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（本名・澤井 豪太郎）
昭和61年4月6日生まれ。大阪府出身。
埼玉栄高校時代には、高校横綱など11
の個人タイトルを獲得。平成17年初場
所で初土俵。平成26年に大関昇進。平
成28年秋場所では全勝で初優勝を飾る。

玉ノ井部屋
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（本名・志賀 太祐）
元大関・栃

とち

東
あずま

。昭和51年11月9日生まれ。
東京都出身。明治大学付属中野高校時代
に高校横綱に輝き、実父（元関脇・栃東）
が親方の玉ノ井部屋に入門。平成6年九
州場所で初土俵。平成19年に引退。平
成21年に14代玉ノ井を襲名。 関取の手形色紙をプレゼント！
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関の手形色紙を各5人にプレゼント！

真剣勝負だからこその悔しさ
　先代(実父)が梅田に部屋を興したのが、平成２
年。ここ(西新井)に移ってからは15年くらいな
ので、足立区に部屋を興して30年になりますね。
　毎年10月に、小・中学生の未経験者から道場
に通っている子まで、総勢200人くらい集まる
相撲大会を開催しています。一番は、楽しむこ
とですが、中には負けて泣いてしまう子もいて。
でも、勝負の中で｢悔しさ｣を覚えてくれたのか
なと思うと、それも嬉

う れ

しいですね。
　うちの部屋には足立区出身の力士がいますが、
その相撲大会に出ていた子もいます。彼らは小
さいころから、毎日のように部屋にごはんを食
べに来ていて(笑)。もうここが実家みたいなもの
ですよね。

夢を持ってやり続けること
　人生はつまずきもあると思いますが、それは
誰にでもあることなので、気にせず、やり続け
ることが大切ですね。
私の座右の銘は｢夢｣。
夢に向かって何をす
べきかというと、や
はり努力です。挫折
を挫折と考えずに、
遠回りしてもまた戻
れるんだと、何事も
強い気持ちで続けて
ほしいですね。

応援の声が力の源
　あだちは下町で、温かい人が多く、過ごしやすい
場所という印象です。近所を歩いていると「本場所、
頑張ってください」と声をかけてくださるので、と
ても励みになりますし、皆さんの応援があってここ
までやってこられたという想

お も

いがあります。
　地方巡業や本場所が始まると、そのまま２カ月以
上帰ってこないこともあります。そういうときは、
あだちのまち並みや荒川を見ると｢帰ってきたな｣と
いう感じがして、ほっ
とするんです。だいた
い15年、人生の半分ぐ
らい住んでいることに
なりますから、あだち
は第２の故郷です。

義理人情のまち｢あだち｣
　部屋を興

お こ

した当時(平成10年)、このあたり(舎
人)は畑しかなくて、うちの部屋が宅地になった
第一号だと思いますよ。それから21年が経ちま
すが、そのころからこのまちには｢義理人情｣が
あるなと感じています。ご近所さんとは親戚み
たいな付き合いで、「東京足立境川会」という後
援会を作ってくださったり、力士が関取に昇進
すると化粧まわしを贈ってくださったり、いつ
も応援してくれています。だからうちも毎年夏
は舎

と ね り
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のわんぱく相撲に力士を参加さ
せていて、地域にお返しするようにしています。
そういう地域のつながりが、厳しい相撲界で戦
う支えにもなっています。

感謝の気持ちが人を成長させる
　稽古は一人ではできません。胸を貸してくれ
る兄弟子や一緒に稽古をする相手がいないと成
り立ちません。仲間がいて、勝負する相手がいて、
応援してくれる地域の方がいるから日々成長す
ることができる。だから、感謝の気持ちは常に
持っています。それは人として当たり前。
　私たち親方の仕事は「人を育てる」こと。相撲
の技術もそうですが、人としても成長して欲し
い。とは言いつつ、自分が育てられているんで
すけどね(笑)。相撲を通して本当に様々なこと
を学んでいます。
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（本名・小林 秀昭）
元小結・両

りょう

国
ご く

。昭和37年7月30日生まれ。
長崎県出身。日本大学相撲部で主将を務
めたのち、出

で

羽
わの

海
うみ

部屋に入門。昭和60年
春場所で初土俵。平成4年九州場所後に
引退し、12代中

なか

立
だち

を襲名。平成15年に
13代境川を襲名。

▲稽古を見守る玉ノ井親方

▲若手に指導する豪栄道関
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日 付（元年12/16〜24） 16 17 18 19 20 23 24
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.07 ― 0.07 0.07 0.07 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

■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 3

子育て・教育

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＝▷中央本町地域・保健
総合支援課（足立保健所内）…1月
24日㈮　▷千住保健センター…1
月28日㈫　▷竹の塚保健センター
…2月19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（1月7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（1月1日㈷～3日㈮
を除く毎日、午前8時～午後8時）
� ☎3880-0039

2年度 区立小・中学校
新入学生の指定校変更

▪指定校変更の受け付け
■対象＝就学通知書で指定された
学校とは違う学校を指定校として
変更したい方■申込＝1月下旬に
区から送付される就学通知書を持

参■申込期間＝1月30日～3月6日　
※申し込み開始日は学校により異
なります。くわしくは就学通知書
に同封の案内をご覧ください。
▪指定校の変更先にできない学校
　「抽選校」と「凍結校」は変更先に
できません。ただし、2月27日現
在の状況により、変更先にできる場
合があります。2月28日～3月6日
にお問い合わせください。　※「抽
選校」と「凍結校」以外の学校でも、
受け入れを制限する場合がありま
す。
―いずれも―

■申・問先＝学務課�就学係
� ☎3880-5969

医師による
乳児アレルギー予防教室

■日時等＝表1■対象＝アレルギー
が心配な1歳未満の子どもの家族
など　※保育の申し込み方法など、
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。
■定員＝各30人（1月6日から先着
順）■申込＝電話／窓口
表1　医師による乳児アレルギー

予防教室 日時等
場・申・問先

（保健センター
地域保健係）

日時

江北
☎3896-4004

2/28㈮、
午前9時30分～11時30分

千住
☎3888-4277

2/13㈭、
午前10時～11時30分

竹の塚
☎3855-5082

3/23㈪、
午後2時～4時

中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
☎3880-5351

2/27㈭、
午前10時～11時30分

東部
☎3606-4171

3/6㈮、
午前10時～11時30分

「あだち子育てパスポート」
は3月31日で終了
　区内の協賛店舗で優待サービス
が受けられる｢あだち子育てパス

ポート｣は3月31日で終了します。
ご利用ありがとうございました。
▪「子育て応援とうきょうパスポート」
　をご利用ください
■対象＝18歳未満または妊娠中
の方がいる世帯■内容＝全国の協
賛店舗で優待サービスが受けられ
るパスポート　※くわしくはホーム
ページをご覧ください。■配布場
所＝子ども政策課／戸籍住民課／

保健予防課／区民事務所(中央本
町を除く)／保健センター　※ホー
ムページからもダウンロード可■
問先＝都・福祉保健局�少子社会対
策部�計画課� ☎5320-4115
HP http://kosodate.pass.metro.
　tokyo.jp/
―いずれも―

■問先＝区・子ども施策推進担当
　☎3880-5266

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）

健康カレンダー（2月・3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 2/28㈮、3/18㈬、午後 2/13㈭、3/26㈭、午後 2/25㈫・27㈭、

3/13㈮・24㈫、午後 2/12㈬、3/11㈬、午後 2/26㈬、3/5㈭、午後

酒害グループミーティング － － － 2/27㈭、3/26㈭、午後 －

思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など － － 3/9㈪、午後 － 2/12㈬、3/25㈬、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

2/12・26、3/11・25、
いずれも水曜日、午後

2/4・18、3/17、
いずれも火曜日、午後

2/20㈭・25㈫、
3/19㈭・24㈫、午後／

3/12㈭、午前
2/3㈪・20㈭、

3/5㈭・9㈪・16㈪、午後
2/20㈭・26㈬、

3/18㈬・25㈬、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

2/14㈮、3/13㈮、
午前9時15分～10時

2/12㈬、3/18㈬、
午前9時15分～10時

2/4㈫、3/10㈫、
午後1時～2時

2/18㈫、3/17㈫、
午前9時15分～10時15分

2/5㈬、3/4㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
2/13㈭、3/12㈭、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〉）
2/27㈭、3/26㈭、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）

ひとり親家庭などの就労と自立を応援
■問先＝ひとり親家庭支援担当　☎3880-5932

▪自立支援プログラム
■対象＝児童扶養手当を受給中で、働く意欲がある方■内容＝区
とハローワークが連携して、公共職業訓練や就職活動を支援
▪自立支援 教育訓練給付金
■対象＝次のすべてに当てはまる方…児童扶養手当を受給中また
は同等の所得水準／教育訓練の受講が就職に必要と区が認める
／過去に教育訓練給付金を受給していない■内容＝就職に有利な
資格取得や技術習得のための講座（通信を含む）の受講費用を支給　
※事前申請が必要■支給額＝▷一般教育訓練・特定一般教育訓
練…上限30万円　▷専門実践教育訓練…上限30万円×修業年数　
※いずれも、1万2,000円以下は支給不可
▪高等職業訓練 促進給付金
■対象＝次のすべてに当てはまる方…児童扶養手当を受給中また
は同等の所得水準／修業期間が1年以上の養成機関で修業を開始
し、国家資格（看護師など）の取得が見込める／就業（仕事）または
育児と修業との両立が困難／過去に高等職業訓練促進給付金を受
給していない■内容＝法定で定められた資格取得に必要な修業期
間（最長4年）を対象に助成金を支給■支給額＝▷住民税非課税世
帯…月額10万円　▷住民税課税世帯…月額7万500円　※いずれ
も、修業期間の最後の12カ月は月額4万円を加算
▪高校卒業程度 認定試験 合格支援事業
■対象＝次のすべてに当てはまる方…児童扶養手当を受給中また
は同等の所得水準／高校を卒業していない（高等専門学校、中等
教育学校、専修学校高等課程などを含む）■内容＝高校卒業程度
認定試験合格のための講座（通信を含む）の受講費用を支給　※事
前申請が必要■支給額＝上限30万円■支給時期＝講座修了時およ
び高校卒業程度認定試験合格時

―いずれも―
※ひとり親家庭などの親が対象（高校卒業程度認定試験合格支援
事業のみ子どもも対象）。そのほかにも支給要件あり。申し込み
前に面談が必要（要予約）。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。




