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交差点では、歩行者もドライバーも視線を合わせ、お互い安全を確認
してから通行しましょう。■問先＝交通対策課�推進係　☎3880-5912

交差点での事故を
なくすために

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。

■日程＝1月19日㈰　※図書取り次ぎ業務も
休止■問先＝勤労福祉会館　�☎3838-3581

特別清掃のため勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）を休館

健康・衛生

りんご湯へ行こう
■日程＝1月26日㈰■場所＝区内の
各銭湯■費用＝▷就学前の子ども
…50円　▷小学生…100円　▷65
歳以上の方…230円　▷そのほか
の方…470円（通常料金。中学・高
校生は300円）■申込＝不要　※当
日、番台かフロントで年齢を告げる。
証明書は不要■問先＝衛生管理係
� ☎3880-5891

どうする あだちのノラ猫たち
「パネル展示」
■期間＝2月11日㈷～16日㈰■場
所＝区役所1階区民ロビー■内容
＝「ノラ猫はどこからくるのか」など
に関する紹介■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝足立保健所�
生活衛生課�庶務係
� 　☎3880-5375

福祉・高齢医療

認知症サポーター
フォローアップ講座

（2日制）
■日時＝2月5日㈬・26日㈬、午
前10時～午後0時15分■場所＝
生涯学習センター（学びピア21内）
■対象＝認知症サポーター養成講
座を受講したことがある方　※過
去にフォローアップ講座を受講した
方を除く■内容＝認知症への理解
を深める■定員＝30人（1月6日か
ら先着順）■申込＝電話■期限＝1
月28日㈫■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

仕事・産業

あだち広報有料広告募集
（5月10日号～
3年4月25日号分）

■あだち広報の概要（予定）＝毎月
2回発行（10日号〈1月は1日号〉、
25日号）／約34万部発行／全戸
配布（発行日の2日前～発行日の3
日間〈1月1日号は1月1日～5日の
5日間〉で配布）■申込＝申込書、
広告案をファクス・区へ郵送・持
参　※申込書は報道広報課で配布
するほか、区のホームページから
もダウンロード可。抽選で決定後、
空き状況により随時受け付け。掲
載基準や規格など、くわしくは区
のホームページをご覧ください。
■申込期間＝1月6日～20日必着
■申・問先＝報道広報課�広報係
☎3880-5815 FAX 3880-5610

あだちサポステの
「求人広告営業が教える 
正しい求人広告の見方」

■日時＝2月1日㈯、午後2時30分
～4時30分■対象＝就労を考えて
いる39歳以下の方■内容＝求人
広告の作成者の視点から、正しい
求人情報の読み取り方を学ぶ／あ
だち若者サポートステーション（サ
ポステ）の事業案内と利用方法の
説明■定員＝10人（1月7日から先
着順）■申込＝電話■場・申・問先
＝あだち若者サポートステーション
（火～土曜日、午前10時～午後6

時）　千住3-6-12�ツオード千住壱
番館402� ☎6806-1401
■問先＝区・就労・雇用支援係
 ☎3880-5469

看護＆介護就職フェア
■日時＝1月18日㈯、午前10時30分
～午後3時■場所＝シアター1010・
11階ギャラリー■内容＝看護師・
准看護師・介護福祉士・ヘルパー・
保健師・助産師の求人募集紹介　
※イベント内容や求人条件など、
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。
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝▷イベント内容・求人条件
…足立区医師会� ☎3840-2111　
HP http://www.adachiku-med.or.jp/
▷そのほか…区・衛生管理係
� ☎3880-5891

人材募集

本庁舎宿直警備員（非常勤）
■対象＝公共施設などで警備経験
がある方■勤務場所＝区役所■勤
務内容＝庁舎内外の警備や来庁者・
電話対応など■勤務条件＝4週間・
120時間以内で宿直を伴う交替制
勤務　※社会保険・有給休暇あり
■雇用期間＝4月1日～3年3月31
日　※勤務実績などにより更新あ
り■報酬（予定）＝月額19万3,000
円　※交通費あり（上限あり）■募
集人数＝2人程度■選考＝▷1次…
書類　▷2次…面接（1月27日㈪予
定）■申込＝履歴書（J

ジ ス

IS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＝1月15日㈬必着■申・

問先＝庁舎管理課�本庁舎管理係
� ☎3880-5824

高齢者集合住宅の生活援助員
（随時募集）
■対象＝次のすべてに当てはまる
方…区内在住／20～55歳／同居
する20歳以上の親族がいる／常
時在宅して生活援助員業務がで
きる／住宅に困っている／暴力団
員でない／所得が定められた基
準内（都営のみ）■募集施設＝区
営シルバーピア梅島（梅島1-6）／
区営シルバーピア西新井（西新井
6-25）／都営千住関屋町アパート
（千住関屋町17-42）■勤務内容
＝親族と入居し、高齢者の日常生
活相談や緊急時対応■謝礼＝月額
７万5,000円■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。家賃や選考方法な
ど、くわしくはお問い合わせくださ
い。■申・問先＝住宅課�住宅管
理係� ☎3880-5938

住区（コミュニティ）センター
従事登録者

■勤務内容＝児童館・学童保育室・
悠々館での業務全般■勤務条件＝
1日8時間以内(午前8時30分～午
後6時15分)　※交替制で週24～
40時間。雇用保険・有給休暇あ
り■登録期間＝1年　※登録が切
れた方は再度手続きが必要■報酬
＝時給1,070円■申込＝電話／窓
口　※職員の募集があるときに区
または住区センターから連絡し、
登録者本人が募集中の住区セン
ターへ応募■申・問先＝住区セン
ター連絡協議会事務局（住区推進
課内）� ☎3880-5868

あだち区民後見人 徳
と く は し

橋さとみさん（活動歴７年）
　「あだち区民後見人」の良いところは近隣に住む者同士、
同じ目線で寄り添った支援ができること。被後見人の大切な
お金を扱う仕事なので、常に責任感をもって活動していま
す。月に一度の訪問で、被後見人から「待ってたよ」と笑顔で迎えられるときが、
やりがいを感じる瞬間ですね。一緒に「あだち区民後見人」として活動する仲間が
増えるとうれしいです。

あだち区民後見人 公募説明会
■日時等＝▷千住庁舎…1月18日㈯、午前９時～正午　▷区役所…２４日㈮、午後
１時～４時■対象＝次のすべてに当てはまる方…区内または近郊在住／時間的な制
約がない／２年4月1日現在で69歳以下　※区内で医療・介護に就業している方、
民生委員は対象外■内容＝研修、選考方法、実習内容などの説明■定員＝各５0人
程度（1月６日から先着順）■申込＝電話／住所、氏名（フリガナ）、電話番号、「あだ
ち区民後見人公募説明会」をファクス■申・問先＝権利擁護推進係

　　　�　　　　　　　�　　　　☎3880-5982　 FAX 3880-5614

預貯金の管理、
支払い手続きなど　

活動内容を「権利擁護セ
ンターあだち」へ報告

福祉サービス利用契約
や入院などの手続き

毎月1回程度、
被後見人を訪問

あなたも
あだち区民後見人になろう !

“誰かの役に
立ちたい”

▪あだち区民後見人とは
　認知症などにより判断能力が不十分な方の意思決定
を支援する、一般区民による後見人です。「権利擁護セ
ンターあだち」のサポートを受けながら、地域に住む身
近な存在として、後見人の役割を担います。�※元年12
月19日現在、27人が「あだち区民後見人」として登録

主な活動



■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

足立新田

■対象＝一定規模以上の農林業生産活動を行う方（代表者）■内容＝現在の農林業の実態を明らかにし、結果を国や都、区が
行う行政施策の基礎資料とするための調査　※1月中旬から調査員が訪問■問先＝統計係　　　　　　　　　☎3880-5251

農林業センサスに
ご回答ください

務所（中央本町を除く）■問先＝介
護保険係� ☎3880-5887

18歳からの投票立会人
■対象＝区内在住で18～29歳の
方■内容＝投票が公正に行われ
ているかどうか、有権者自身が見
守る　※後日、アンケート有り■
報 酬＝6,500円～1万5,000円■
募集人数＝1投票所につき1人（抽
選）　※投票所の場所など、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。■
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
＝選挙管理委員会事務局�管理係
� ☎3880-5581

公募・ボランティア

元気応援ポイント事業
（ボランティア）

■対象＝介護サービスを受けてい
ない65歳以上の方■活動場所＝区
内の介護施設など■内容＝ボラン
ティア登録をして介護予防を目的
に1時間活動すると、元気応援ポ
イント手帳にスタンプを1個押印（1
日2個まで）。スタンプ1個を100
円に換算し、活動交付金（年度上限
5,000円）として申請可■申込＝介
護保険被保険者証を持参■申先＝
介護保険課�介護保険係／区民事

 

▲室内練習場には部員同士がぶつかる
音が鳴り響く

　オリンピック・パラリンピックの種目ではありません
が、相撲特集にちなんで、今号は高校生力士 ！
　過去に全国大会で団体準優勝、個人優勝にも輝い
た名門「足立新田高校 相撲部」を紹介します。

東京2020大会を
　  盛り上げる月1連載

一直線！

第7弾

■問先＝広報係　☎3880-5815

相撲

次回2月10日号は、
トランポリン
で活躍する
小学生が登場予定！

未来へ輝く

　３年生が引退し、３人となった相撲部。例年少数ながら、面倒見
がいい卒業生にも支えられ、全国屈指の実力を維持し続けていま
す。OBの関取・千

ち よ

代大
たい

龍
りゅう

さんも稽古をつけに度々訪れ、部長の
行徳さんは「トップレベルはすべてが異次元。先
輩たちの存在はとても大きい」と感謝の言葉
を口にします。
　毎年のように全国大会に名を連ねる強
豪。目標は｢頂点｣かと思いきや、｢その
代その代、『身の丈にあった目標』を設
定しています。今年はまだまだ｣と顧
問の松永先生。一方、部員は｢目標
は優勝｣と口をそろえます。｢常に
自ら考える自主性｣を重視する足
立新田。自ら決めた「目標」を
きっと叶

かな

えてくれるはずです。

都立足立新田高校 相撲部

ⓒTokyo�2020大
おおはま

濵空
くう

さん(1年生)

阪神・淡路
大震災から

25年
1月17日は防災とボランティアの日
1月15日〜21日は防災とボランティア週間
防災は日ごろの備えと助け合い

■問先＝災害対策係　☎3880-5836

　｢防災とボランティアの日・週間｣は、平成7年に発生した阪神・
淡路大震災を契機に定められました。阪神・淡路大震災では、家
屋の倒壊などにより閉じ込められた人の約3割が自力で脱出し、
約6割が家族・友人・隣人などによって救出されました。自分の
身は自分で守る｢自助｣、近隣や近くにいる人同士で助け合う｢共
助｣が重要です。
　いざというときに適切な行動がとれるよう、災害時の自主的な
活動について知識を深め、家庭の備蓄を見直すなど、災害への備
えを再点検しましょう。

原付バイク（50cc以下）の
オリジナルナンバープレート

　平成30年に皆さんの投票で選ばれた二つのオリジナルナンバー
プレートを交付中です。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。�※通常の白い
プレートも引き続き利用可
■対象＝区で原付バイク(50cc以下)を新規登録する方／現在区で
原付バイク(50cc以下)を登録していて、通常の白いプレートから
の交換を希望する方■問先＝軽自動車税係　��　　☎3880-5848

　今月から、区所有の原付バイクにもオリジナルナンバープレー
ト(水と緑と桜)を導入します。

水色と緑色で足立の文字を
大胆に表現

区の木「桜」と、区を囲む川
の流れや緑をイメージ

「足立農すくーる（農業体験型農園）」
利用者募集

■利用期間＝3月上旬～3年1月末　※園主との相談により更新可
■募集農園等＝表1■対象＝20歳以上の方■内容＝園主である農
業者から農作業の指導を受けながら、野菜づくりを体験　※種ま
きから収穫までの講習会あり。農作業に必要な道具の貸し出しあ
り。収穫した野菜類は持ち帰り可■申込＝住所、氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号、希望農園名を往復ハガキで直接園主へ送付　※返
信面にも宛名を記入。園主が抽選し、結果を送付。募集案内は産
業振興課�農業振興係、区民事務所（中央本町を除く）、住区センター
で配布■期限＝1月15日㈬消印有効■問先＝農業振興係

☎3880-5866
表1　募集農園等

農園名
（所在地）

募集
区画数 利用料 面積

（1区画） 園主・申先
皿沼ファーム
（皿沼3-3） 2

4万7,000円

約30㎡

新井 規由
〒123-0862皿沼3-4-3

中郷体験農園
（入谷5-3） 10 中田 文雄

〒121-0836入谷1-27-5
高野ファーム
（興野2-31） 6

5万円
榎本 藤江
〒123-0873扇3-16-34

小宮体験農園
（東保木間1-25） 2 小宮 光雄

〒123-0852関原2-45-3
※1農園につき1通のみ申し込み可。募集区画数は予定。利用料は入園料、
　講習、種、肥料などの代金。駐車場なし。

交付中！

行
ぎょうとく

徳康
こうすけ

祐さん(2年生) 加
か

藤
とう

真
まさ

基
き

さん(2年生)

水と緑と桜 足立ロゴ

都立高校
唯一の相撲部

区は東京2020大会を
　　応援しています。




