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暮らし・まちづくり

建物の新築・建て替え時は
「新築届」が必要
　住居表示実施区域で、建物の新
築・建て替えをする場合、住所を
決めるため、新築届の提出が必要
です。建築確認済証交付後、案内
図と配置図（建物形状、出入口位
置、隣地境界線などを記載のもの）
を添付し、届出してください。区
画整理事業区域での新築、大規模
集合住宅の新築、1現場での複数
棟開発の届出など、くわしくはお
問い合わせください。■問先＝住
民記録係� ☎3880-5725　

こころのケア講座「自分らしさ
を取り戻そう」（2日制）

■日時＝2月8日㈯、午後2時～4
時／15日㈯、午前10時～正午■
場所＝エル・ソフィア■対象＝区内
在住・在勤・在学の20歳以上で対
人関係などに悩みがある女性■内
容＝自己肯定感を育むためのアロ
マを用いたセルフケアや、傷つい
た心の回復方法を学ぶ■定員＝20
人（1月6日から先着順）　※保育あ
り（1月31日までに要予約、6カ月
～就学前の子ども、先着10人）■
申込＝電話／区のホームページか
ら専用フォームに入力／住所、氏
名（フリガナ）、年齢、保育希望の
場合は子どもの氏名（フリガナ）・
年齢、電話・ファクス番号、「ここ
ろのケア講座」をファクス■申・問
先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX 3880-0133

春のふれあい合唱団
参加者募集

■日時等＝初回練習（エル・ソフィ
ア）…1月13日㈷、午後6時30分
～8時30分　※午後6時から受け
付け。4月10日㈮までに10回程
度の練習あり■場所＝エル・ソフィ
ア／中央本町地域学習センター�
など■内容＝4月12日㈰に西新井
文化ホールで開催する「春のふれ
あいコンサート」で、混声合唱によ
る演奏（こきりこ／ありがとう／カ
ントリー・ロード）をする　※出演
には練習会への参加が必要■費
用＝3,000円　※学生は無料。別
途楽譜代などが必要■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝春のふ
れあいコンサート実行委員会（佐
野）� ☎090-3902-0800
区・文化団体支援係
� ☎3880-5986

講座「リメイク＆シェアで
まちづくり」

■日時＝2月22日㈯、午前9時30
分～午後0時30分■場所＝エル・
ソフィア■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝モノの価値を考
える映画「365日のシンプルライ
フ」の上映／元の製品よりも価値
の高いモノを生み出す、リサイク
ル（再循環）による製品のアップグ
レード「アップサイクル」について学
ぶ■定員＝20人（1月7日から先着
順）■申込＝電話／区のホームペー
ジから専用フォームに入力／住所、
氏名（フリガナ）、電話・ファクス番
号、Ｅメールアドレス、「リメイク＆
シェアでまちづくり」をファクス■

申・問先＝NPO活動支援センター
（日・月曜日、祝日を除く、午前9
時～午後8時）
☎3840-2331 FAX 3840-2333

労働法セミナー「人事考課の
基本」と「女性活躍推進法・
パワハラ防止法」

■日時＝2月13日㈭、午後2時～4
時■場所＝エル・ソフィア■対象＝
区内企業経営者・人事労務担当者
■内容＝働きがいがある・働きや
すい職場の実現に向け、社会保険
労務士からポイントを学ぶ■定員
＝40人（1月6日から先着順）■申
込＝電話／区のホームページから
専用フォームに入力／企業名・所
在地、氏名（フリガナ）、電話・ファ
クス番号、「労働法セミナー」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX 3880-0133

環境基金助成の対象となる
環境貢献活動を募集

■対象＝区内在住の方／区内で活
動する事業者・団体■内容＝新た
に取り組む、またはすでに取り組
んでいて拡充する環境貢献活動に
対して助成金を支給　※審査あり
■助成額＝対象経費の2分の1（上
限1,000万円）　※全額助成が認
められる場合あり■期限＝2月28
日㈮必着　※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＝環境政策課�計画推
進係� ☎3880-6049

�

人権講座「子どもを理解する力
発達障がいの子育てから学んだ
こと」

■日時＝2月1日㈯、午後2時～4時
■場所＝勤労福祉会館（綾瀬プル
ミエ内）■内容＝発達障がいのある
子どもをもつ母親による講演■定
員＝200人（先着順）■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝人権推
進係� ☎3880-5497

あだちエコネットポイント
の交換は3月31日で終了
　ポイントの交換はお早めにお願
いします。�※ポイントは最終利用
日から1年経過した場合も失効。
交換方法など、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＝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

空き家 無料相談会
■日時＝1月21日㈫～23日㈭、午
前10時～正午／午後1時～3時■
場所＝区役所1階区民ロビー■内
容＝所有する空き家の管理や活用
などについて、専門家が応じる■
申込＝不要　※当日直接会場へ■
問先＝空き家担当� ☎3880-5737

■日時等＝表1　※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　HP http://www.gikai-adachi.jp

表1　1月の区議会日時等
日時 会議名

20㈪ 午前10時 総務委員会

21㈫ 区民委員会
午後1時30分 産業環境委員会

22㈬ 午前10時 厚生委員会

23㈭ 建設委員会 
午後1時30分 文教委員会

24㈮ 午前10時 交通網・都市基盤整備調査特別委員会

27㈪ 待機児童・子ども支援対策調査特別委員会
午後1時30分 災害・オウム対策調査特別委員会

28㈫ 午前10時 エリアデザイン調査特別委員会
30㈭ 議会運営委員会

1月の区議会

マイナンバーカード・電子証明書の
更新手続きが必要な方に通知書を送付

■問先＝区・住民記録係　☎3880-5724
　マイナンバーカード・電子証明書の有効期限満了に伴う更新手
続きが始まります。
　有効期限のおおむね3カ月前に地方公共団体情報システム機構
から「有効期限通知書」が送付されますので、更新手続きをお願い
します。�※有効期限の確認方法など、くわしくは通知書または区
のホームページをご覧ください。

シェアサイクル事業 実証実験を開始！
■問先＝自転車係　☎3880-5914

　自転車を好きなときに、好きなだけ使うこ
とができるサービス「シェアサイクル」の実証
実験を、民間事業者と共同で2月1日㈯から
開始します。

POINT
●利用に必要な会員登録は無料
●利用料金は使用した分だけ（15分70円から）
●どこのサイクルステーションでも借りられて、
　返却も可能
■期間＝2月1日～4年3月31日（予定）■場所＝区営自転車駐車場
や公園など12カ所（予定）／民間事業者の既設ステーション　※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。
　実証実験開始に伴い、コミュニティサイクル「あだちゃり」は、
1月19日㈰で運用を休止します。
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政治家などの寄附や、
有権者の寄附要求は禁止
　政治家（立候補予定者を含む）が
選挙区内の人に寄附をすることは、
いかなる名目でも禁止されていま
す。金銭に限らず、成人祝いなど
を贈ることや、新年会などで酒や
食べ物を振る舞うこと（会費など債
務の履行と認められるものを除く）
などもできません。
　有権者がこれらを求めることも
禁止されていて、強要すると処罰
されます。また、答礼のための自
筆によるものを除き、寒中見舞い
状などのあいさつ状（電報やそれ
に類するものを含む）を出すことも
禁止されています。■問先＝選挙
管理委員会事務局�管理係
� ☎3880-5581

秋拡充「ブロック塀助成」も説明
木造住宅耐震事業説明会・相談会

■日程等＝表2■内容＝昭和56年
5月以前に建築された木造住宅な
どの耐震診断・改修工事の助成制
度の説明／個別相談■申込＝▷説
明会…不要　※当日直接会場へ　
▷個別相談…電話■申・問先＝建
築防災係� ☎3880-5317

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）

新春アトリウムコンサート
■日時＝1月10日㈮、午後0時10
分～0時40分■場所＝区役所1階
区民ロビー■内容＝足立区三曲協
会による演奏（春の海／千鳥の曲
／ことうた�日本の歌�など）■申込

＝不要　※当日直接会場へ■問先
＝文化団体支援係�☎3880-5986

音まち千住の縁
え ん

まちなか大規模コンサート
企画発表会
　東京2020大会の機運醸成の一
環として5月31日㈰に開催する、
「千住の1010人�i

イン

n�2020年」の演奏
者を募集中です。どんな楽器でも
大歓迎。くわしくは発表会へご参
加ください。■日時＝1月25日㈯、
午後2時～3時■場所＝東京藝術
大学�千住キャンパス（千住1-25-
1）■定員＝100人（1月6日から先
着順）■申込＝電話／代表者の氏名
（フリガナ）・電話番号・Eメールアド
レス、参加人数、「企画発表会」を
Eメール■申先＝「アートアクセスあ
だち�音まち千住の縁」事務局（火・
木曜日を除く、午後1時～6時）
� ☎6806-1740

info@aaa-senju.com
■問先＝区・プロモーション係
� ☎3880-5803

足立吹奏楽団 
第41回定期演奏会

■日時＝2月16日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
西新井文化ホール■内容＝林
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氏指揮による「シン
フォニア・ノビリッシマ」（R・ジェ
イガー）、バレエ組曲「シバの女王�
ベルキス」（O・レスピーギ）�など
■定員＝902人（先着順）■費用＝
800円　※高校生以下の方は500
円。就学前の子どもは入場不可■
申込＝窓口／ギャラクシティホーム
ページ（https://galaxcity.jp/）か
ら専用フォームに入力■申先＝ギャ

ラクシティ、地域学習センターなど　
※当日はギャラクシティのみ■問先
＝文化団体支援係� ☎3880-5986

郷土博物館の催し（1月分）
▪新年最初の鑑賞会とお正月遊び
■日程＝11日㈯　※無料公開日■
時間等＝▷お囃

はや

子
し

・獅
し し

子舞
まい

鑑賞と
体験…午前11時～午後0時15分　
▷お正月遊び（羽子板・福笑い・か
るた）…午後1時～3時30分■場所
＝郷土博物館
▪区指定民俗文化財
　「じんがんなわ」の見学会
■日時＝13日㈷、午前9時～正午
■場所＝大乗院（西保木間2-14-5）
■内容＝わらで作った大蛇を奉納
する行事「じんがんなわ」を見学
―いずれも―

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

日本文化に触れる その4
「津軽三味線の世界」
■日時＝2月11日㈷、午後2時～
3時30分■対象＝小学生以上の方　
※小学生は保護者同伴■内容＝津
軽三味線の最高峰・澤田流名

な

取
とり

の実力派、澤
さわ

田
だ

勝
かつはる

春氏による演奏
会■定員＝100人（1月7日、午前
9時から先着順）■費用＝1,000円　
※小学生は500円■申込＝電話／
窓口／氏名（フリガナ）、電話番号、
「津軽三味線」をファクス■場・申・
問先＝桜花亭
☎3885-9795　 FAX 3860-0608

リサイクル体験講座
「シルバーリングを作ろう」
■日時＝1月30日㈭、午前10時～
正午■対象＝区内在住・在勤・在
学の方■内容＝リサイクルから生ま
れた銀粘土を使って、オリジナルの

リングを作る■定員＝10人（抽選）
■費用＝2,000円（材料費など）■
申込＝電話／窓口／住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、「シルバーリン
グ」をファクス・ハガキで送付■期
限＝1月23日㈭必着■場・申・問
先＝あだち再生館（月曜日、祝日休
館）　〒120-0011中央本町2-9-1
☎3880-9800　 FAX 3880-9801

節分豆まき会
■日時＝2月1日㈯、午前10時45
分～正午■対象＝18歳以下また
は60歳以上の方　※就学前の子
どもは保護者同伴■内容＝児童館
と悠々館との多世代交流で行う豆
まき会　※力士によるデモンスト
レーションあり（予定）■申込＝不要　
※当日直接会場へ■場・問先＝鹿
浜いきいき館� ☎3853-5071

催し物は、
10面に続きます

えんチャレまつり2020
■日時＝1月12日㈰、午後2時開演　※午後1時30分開場。途中入退
場可■場所＝東京芸術センター21階・天空劇場■内容等＝つっちょ（歌・
2時）／アニソンプロジェクト（歌・2時30分）／青空ピー介プー子（漫才・
3時30分）／いち・もく・さん（漫才・3時45分）／アツキヨ（歌・4時10分）
※観客参加型のレクリエーションタイムあり■定員＝300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
（1月1日㈷～3日㈮を除く毎日、午前8時～午後8時）��☎3880-0039

成
な る

井
い

豊
ゆたか

のドラマ・リーディング教室 発表会
■日時＝2月9日㈰、午後2時開演　※午後1時30分開場■場所＝シ
アター1010・10階ミニシアター■内容＝演出家・成井豊氏らの指
導を受けたドラマ・リーディング教室受講生による発表会（O・ヘン
リー原作の「最後の一枚の葉」「罪と覚悟」）■定員＝100人（1月12日
から先着順）　※就学前の子どもは入場不可。全席自由■申込＝電話
／窓口■申・問先＝シアター1010　　　　　　　　�☎5244-1011

■日時＝26日㈰
　　　　午前9時～午後4時
■場所＝区役所
■問先＝�納税課�滞納整理第一係
� ☎3880-5236
　　　　納税課�滞納整理第二係
� ☎3880-5237
　　　　納税課�特別整理第一係��
� ☎3880-5235
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第一係
� ☎3880-5243
　　　　国民健康保険課
　　　　滞納整理第二係
� ☎3880-5244
　　　　高齢医療・年金課
　　　　資格収納係
� ☎3880-6041
　　　　介護保険課
　　　　資格保険料係
� ☎3880-5744

休日納税・納付相談（1月分）

表2　木造住宅耐震事業説明会・相談会 日程等
場所 日程 時間

千住河原町住区センター 1/9㈭ 午後2時～4時
区役所 1/17㈮・31㈮、2/18㈫

1/17㈮、2/18㈫ 午前10時～正午
梅田地域学習センター

（エル・ソフィア内） 1/23㈭、2/3㈪ 午後6時30分～8時30分

西新井本町住区センター 2/14㈮ 午後2時～4時

足立区・ベルモント市
姉妹都市提携35周年記念展

　昭和59年10月1日に姉妹都市提携を結んでから、学生使節団・
区民使節団の派遣や、お互いのまちの名前をつけた公園の開園な
ど、交流を重ねてきた足立区と西オーストラリア州ベルモント市。
　今回、ベルモント市の使節団来日に合わせ、調印書・記念品・
パネルなどを展示する記念展を開催します。
■期間＝1月15日㈬～17日㈮■場所＝区役所1階区民ロビー■申
込＝不要　※当日直接会場へ
▪35周年「エコバッグ」を20人にプレゼント（抽選）
■申込＝住所、氏名、電話番号、「35周年バッ
グ」を区へハガキで送付■期限＝1月31日㈮必
着■申・問先＝（一財）足立区観光交流協会

　☎3880-5853

リュックとしても
使えて便利




