
日付（2/17〜28） 17 18 19 20 21 25 26 27 28
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 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

2020年（令和2年）3月10日（第1826号）2

子育て・教育

こどものぜん息水泳教室（10日制）
■日時＝5月13日～7月15日の毎

週水曜日、午後3時30分～5時30
分■場所＝スイムスポーツセンター
（うきうき館）■対象＝ぜん息を治
療中の4歳～中学生　※保護者の
送迎が必要■内容＝医師や看護師
の体調管理のもと、指導員が年齢
や泳力に応じた泳法を指導■定員
＝60人（抽選）　※参加回数の少
ない方優先■申込＝電話／住所、
氏名（フリガナ）、年齢（学年）、電
話番号、「ぜん息水泳教室」をファ
クス■申込期間＝3月11日～25日
■申・問先＝お問い合わせコール
あだち（毎日、午前8時～午後8時）
☎3880-0039� FAX 3880-0041

ひとり親家庭の
小学生に
家庭教師を派遣

■期間＝決定後～3年3月■対象＝
次のすべてに当てはまるひとり親
家庭の子ども…保護者が児童扶養

手当を受給中または同等の所得水
準／4月現在、小学4～6年生／学
習習慣が身につかない、学校の授
業についていけないなどの心配が
ある　※このほかにも条件あり。
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。■内容＝民間事業者の講師を
派遣■定員＝15人程度（選考）■
申込＝電話／区のホームページか
ら専用フォームに入力■期限＝3月
18日㈬■申・問先＝ひとり親家庭
支援担当� ☎3880-5932

4月から不登校生徒の
ための教室

「あすテップ」が開室
■日時＝平日、午前９時～午後３
時３０分■場所＝あすテップなでし
こ（第十中学校）／あすテップはな
ほ（花保中学校）■対象＝在籍校に
通うことのできない中学生■内容

＝教科学習や体験学習、スポーツ
などを通して、高校進学や社会的
自立をめざす■申込＝電話■申・
問先＝こども支援センターげんき�
教育相談課�西新井教育相談係
� ☎３８５２-２８７２

イライラしない子育て講座
（入門編）
■日時＝4月18日㈯、午前10時～
正午■対象＝区内在住で3歳～小
学生の保護者　※子ども同伴での
受講不可■内容＝より良い親子関
係を築くために、しつけの具体的
なポイントを学ぶ■定員＝20人（抽
選）　※保育あり（要予約、1歳～就
学前の子ども、10人程度）■申込
＝電話／区のホームページから専
用フォームに入力■期限＝3月27
日㈮■場・申・問先＝こども支援
センターげんき�こども家庭支援課�
事業係� ☎3852-2863

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）

令和元年度 足立区教育委員会
児童・生徒褒賞 受賞者一覧

　様々な文化行事やスポーツ大会などで優秀な成績を
収めた児童・生徒に、褒賞を行っています。中でも特
に優秀な成績の児童・生徒には、区長褒賞を贈ってい
ます。■問先＝学校支援課 庶務係 　  ☎3880-5961

（敬称略／個人・団体別50音順）

文化
▪アンサンブル
花畑西小学校金管バンド部
▪いけばな
細井奏乃楽（第九中学校3年生）
桝谷栞奈（梅島小学校6年生）
▪かるた
増田光真（中川北小学校3年生）
増田怜奈（中川北小学校6年生）
▪バイオリン
孫欣宇（千寿小学校2年生）
▪ピアノ
伊藤絢音（六木小学校5年生）
江原蓮（島根小学校5年生）
大滝響生（加平小学校2年生）
大町苺央（亀田小学校6年生）
岡﨑港平（中川北小学校1年生）
金古佳蓮（西新井第二小学校4年生）
熊倉花（舎人第一小学校4年生）
熊倉杏（舎人第一小学校6年生）
砂原千隼（西新井中学校1年生）
中村駿吾（東渕江小学校5年生）
野口大晴（第十一中学校3年生）
服部咲希（栗原小学校2年生）
林さつき（千寿第八小学校4年生）
馬夢妍（千寿本町小学校3年生）
松本真瑛（皿沼小学校5年生）
松本志哉（加賀中学校2年生）
武藤広大（千寿桜堤中学校1年生）
▪ポスター
八幡優奈（第十中学校3年生）
▪マーチング
第十四中学校吹奏楽部Ｂ
▪絵画
岩上ひより（渕江小学校6年生）
川島雛乃（栗原北小学校3年生）
髙橋知佳乃（青井中学校1年生）
葊瀨マリナ（渕江中学校3年生）
深津心南（高野小学校6年生）
松村華乃音（西新井小学校6年生）
▪環境教育
佐藤くれは（弘道第一小学校6年生）

▪作文
青松凛子（栗島中学校1年生）
大江彩音（東綾瀬中学校3年生）
岡本未遥（花畑小学校6年生）
梶岡渚紗（第十中学校3年生）
酒井勇翔（谷中中学校3年生）
菅原深菜美（第四中学校3年生）
三田希美（第四中学校3年生）
▪書道
土田梨乃（伊興小学校2年生）
成瀬日和（新田中学校2年生）
原ひまり（第四中学校2年生）
東平愛里香（西伊興小学校6年生）
▪調べ学習
武藤よし乃（扇中学校2年生）
吉野紫（扇中学校3年生）
▪吹奏楽
千寿双葉小学校金管バンド部
▪標語
浅田希香（長門小学校6年生）
▪木工
二見航（第五中学校2年生）

スポーツ
▪アイスホッケー
小柗美樹（西新井第二小学校4年生）
嶌田千夏（西新井第二小学校4年生）
▪ゴルフ
鈴木能々子（鹿浜菜の花中学校1年生）
八木沢迦音（本木小学校4年生）
▪サッカー
葊川怜吾（辰沼小学校5年生）
▪ダンス
寺田琳音（西新井中学校3年生）
吉岡あおい（第十四中学校3年生）
▪チアダンス
石津虹葉（島根小学校5年生）
大川寧 （々六木小学校4年生）
太田梓月（千寿本町小学校6年生）
菅原葵（足立小学校4年生）
菅原楓（足立小学校6年生）
照沼理桜（千寿小学校6年生）
中村さくら（千寿常東小学校6年生）
藤波星凪（東島根中学校1年生）
三浦瑠音（東綾瀬中学校2年生）
宮本咲和（東島根中学校1年生）
森望美（千寿第八小学校3年生）
▪チアリーディング
品川月泉（加平小学校5年生）

地引那奈（花畑西小学校5年生）
▪テコンドー
川岸琉生（東島根中学校1年生）
鈴木孝周（梅島第二小学校1年生）
鈴木佑実（第九中学校3年生）
山本虎我（弥生小学校3年生）
▪テニス
武藤みなみ（弘道小学校6年生）
▪トランポリン
江尻愛翔（高野小学校4年生）
小島心奈（舎人第一小学校4年生）
櫛󠄁引心温（第六中学校3年生）
渡邉太一（高野小学校5年生）
▪バドミントン
佐藤策太（栗原小学校6年生）
弓削綾登（梅島小学校6年生）
▪バトントワリング
梅津天音（東加平小学校3年生）
瀧千愛里（東加平小学校5年生）
舘坂すみれ（栗島小学校6年生）
新田穂乃香（栗島小学校6年生）
水野明莉（東渕江小学校3年生）
米山美悠（栗島小学校2年生）
米山悠翔（栗島小学校5年生）
プチオレンジ
マロンパフェ
リトル・マーメイド�フェスタ
▪バレエ
末永光咲（弘道第一小学校6年生）
▪フェンシング
貫井由羅（第一中学校2年生）
▪レスリング
市川悠人（中島根小学校6年生）
▪一輪車
山田美来（鹿浜西小学校6年生）
▪空手
石川耀二朗（弥生小学校2年生）
市川瑛大（西新井小学校6年生）
遠藤一誠（竹の塚小学校5年生）
遠藤源治（竹の塚小学校4年生）
大江新菜（弥生小学校2年生）
片岡美月（西伊興小学校5年生）
片岡優月（西伊興小学校5年生）
加藤友粋（亀田小学校2年生）
刈込和花（西新井小学校4年生）
小峯久佳（渕江第一小学校5年生）
紺野陽（亀田小学校3年生）
白岩良友（東綾瀬小学校1年生）
鈴木廉人（栗島小学校5年生）

高橋陸人（北鹿浜小学校5年生）
竹内さくら（鹿浜菜の花中学校2年生）
田中優菜（西新井中学校2年生）
松本卓斗（亀田小学校3年生）
箕川陽花（梅島第一小学校2年生）
森楓斗（西新井第二小学校5年生）
山内萌花（渕江中学校3年生）
山内瑠花（渕江中学校3年生）
山中優空（第四中学校3年生）
山本はな（梅島小学校4年生）
和田柚瑠（亀田小学校3年生）
渡辺彩（扇小学校3年生）
▪柔道
赤澤飛龍（谷中中学校3年生）
▪新体操
花畑中学校新体操部
▪水泳
川俣紬（第十二中学校1年生）
菊池有（足立小学校5年生）
▪太極拳
加藤愛理（第四中学校3年生）
▪卓球
大窪理央（千寿常東小学校3年生）
▪野球
小倉蓮（六月中学校3年生）
徳元力樹（新田中学校3年生）
前田尚哉（伊興中学校3年生）
レッドファイヤーズ
東京足立ボーイズ
▪陸上
阿部優希（第七中学校2年生）
鎌形愛菜（第十三中学校2年生）
北山俊太朗（千寿第八小学校5年生）
関悠生（長門小学校4年生）
髙橋真桜（鹿浜菜の花中学校1年生）
中村佑真（第十一中学校1年生）
並木天（第一中学校1年生）
橋本史龍（東綾瀬中学校1年生）
原楓華（栗島中学校3年生）
松田みずき（東綾瀬中学校1年生）
森谷紀友（第一中学校3年生）
湯本真歩（伊興中学校1年生）
第七中学校女子リレーチーム
東京ドリームＡ
▪K-1
秋田大和（弥生小学校6年生）
箕川葉琉（梅島第一小学校4年生）

区長褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績
などを基準とし、特に優秀な成績
を収めた児童・生徒が対象

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

定員増

新規
事業
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システムメンテナンスのため、3月20日㈷・21日㈯の終日、24日㈫の午後8時30分以降は、
コンビニでの各種証明書の取得ができません。■問先＝住民記録係　　����　☎3880-5724

コンビニでの各種証明書
発行サービスの一時休止

■期間＝３月30日～４月13日■問
先＝環境事業係　��☎3880-5860

レイアウト変更・館内整理に
伴う「あだち再生館」の休館

福祉・高齢医療は、
4面に続きます

善行
吉田湧晴（第九中学校3年生）

文化
▪アンサンブル
第四中学校吹奏楽部
第十一中学校吹奏楽部Ｂ
第十四中学校吹奏楽部Ｃ
▪いけばな
野村ひかり（第四中学校3年生）
▪エレクトーン
浅野圭美（第十四中学校3年生）
▪ピアノ
大滝美音（加平小学校5年生）
菊地真由（梅島第二小学校5年生）
小林未依（舎人小学校4年生）
柴﨑結有（中川小学校4年生）
孫欣蕾（千寿小学校4年生）
髙橋空（第四中学校3年生）
宮本愛衣良（桜花小学校2年生）
村瀬綾望（千寿第八小学校3年生）
吉川乃愛（東伊興小学校3年生）
▪マーチング
第十一中学校吹奏楽部Ａ
西新井中学校吹奏楽部Ｂ
▪英語劇
新田中学校英語劇
▪作文
秋山莉瑚（鹿浜菜の花中学校3年生）
香河明穂（第四中学校3年生）
白石小百合（第五中学校3年生）
寳田結貴（千寿桜堤中学校3年生）
中野慧（第六中学校3年生）
▪珠算
内山竜志（西新井小学校4年生）
▪将棋
千寿本町小チーム
▪書道
大家結衣（鹿浜菜の花中学校2年生）
桒原直樹（第四中学校3年生）
小林愛佳（興本小学校5年生）
重田遥月（扇小学校5年生）
安田結衣（舎人第一小学校4年生）
▪新聞スクラップ
片岡真奈（第一中学校3年生）
木又萌陽（千寿本町小学校3年生）
村山彩乃（第一中学校3年生）
▪吹奏楽
蒲原中学校吹奏楽部
第十四中学校吹奏楽部Ａ
西新井中学校吹奏楽部Ａ
▪造形
齊藤陽色（本木小学校2年生）

▪俳句
及川瀧音（亀田小学校2年生）
戸塚海音（江南中学校3年生）
松嵜花実（第五中学校3年生）
▪標語
小嶋咲綺（六月中学校2年生）

スポーツ
▪アーティスティックスイミング
佐藤雅姫（新田小学校6年生）
▪サッカー
天野開（加平小学校6年生）
猪上幸多（東渕江小学校6年生）
今井拓夢（東栗原小学校6年生）
川越颯（加平小学校6年生）
川又暖大（加平小学校6年生）
小林爽人（伊興小学校6年生）
斎藤大翔（北鹿浜小学校6年生）
佐々木将英（鹿浜西小学校6年生）
四海星南（千寿常東小学校6年生）
高林馳矢（中島根小学校6年生）
布田晴士（保木間小学校6年生）
三鴨奏太（花保小学校6年生）
山崎尊（東加平小学校6年生）
吉田大海（西新井第二小学校6年生）
東加平キッカーズ女子Ａ
東加平キッカーズ女子Ｂ
▪ダブルダッチ
石田瑞希（千寿本町小学校6年生）
帆足春菜（千寿双葉小学校6年生）
▪ダンス
阪口千歳（舎人第一小学校5年生）
▪チアリーディング
菅間羽衣（第十中学校1年生）
▪テコンドー
鈴木秀和（梅島第二小学校6年生）
▪テニス
早川宗登（入谷南中学校3年生）
▪トランポリン
浅香智尋（第四中学校3年生）
遠藤悠來（東伊興小学校4年生）
矢ヶ部楓（入谷南中学校3年生）
▪バスケットボール
栗島中学校五組
▪バトントワリング
太附結芽（東加平小学校3年生）
早川実夢（第四中学校3年生）
春田華奏（千寿本町小学校3年生）
樋口和莉（東加平小学校3年生）
平久保叶望（足立小学校5年生）
ママレード・ガールズ
▪バレエ
酒井友愛（梅島第二小学校5年生）
村上桃香（東島根中学校1年生）
▪バレーボール
全千寿ジュニアバレーボールクラブ
▪レスリング
大月悠獅（千寿小学校6年生）
内藤暖次朗（千寿常東小学校5年生）
永井琥一朗（綾瀬小学校4年生）

▪空手
宇都宮凜（第四中学校3年生）
落合凪彩（渕江中学校2年生）
片岡恒惺（西伊興小学校5年生）
金山騎士（六木小学校4年生）
金山莉聖（六木小学校2年生）
刈込一成（西新井小学校2年生）
菊池花梨（谷中中学校1年生）
木村悠士（綾瀬小学校4年生）
小泉莉奈（亀田小学校6年生）
小場太陽（亀田小学校6年生）
小場未藍（第九中学校2年生）
小松珠夏（中川小学校5年生）
小森隼人（綾瀬小学校5年生）
紺野新（亀田小学校5年生）
齋藤香芽（北三谷小学校5年生）
酒井あやの（中川小学校5年生）
佐藤宥良（蒲原中学校1年生）
猿田真大（渕江第一小学校6年生）
塩生海斐（花畑第一小学校4年生）
白岩一心（桜花小学校2年生）
白幡大弥（保木間小学校6年生）
鈴木健太（第四中学校2年生）
田中詩（第四中学校1年生）
田中沙和（亀田小学校4年生）
土屋りりぃ（渕江小学校6年生）
土屋るな（渕江小学校4年生）
戸田拓杜（西新井第一小学校5年生）
永塚叶翔（弘道第一小学校4年生）
橋本莉空（第九中学校1年生）
長谷川杏純（栗島中学校2年生）
長谷川武龍（足立小学校2年生）
林咲里（第四中学校2年生）
福井美咲（中島根小学校5年生）
藤井千波（鹿浜第一小学校5年生）
古谷柊斗（梅島小学校6年生）
古谷結衣（亀田小学校3年生）
松谷絆（第十三中学校3年生）
箕川葉琉（梅島第一小学校4年生）
三宅琴梨（亀田小学校6年生）
宮本梨那（中川小学校2年生）
森脇玲人（足立小学校2年生）
山中優夢（第四中学校1年生）
山本すず（第九中学校1年生）
吉越蒼太（江北小学校2年生）
米盛新（東綾瀬中学校2年生）
第四中学校空手部
渕江中学校女子空手部
Blue�Hawks
▪近代3種
大嶋愛佳（花畑西小学校6年生）
▪柔道
伊藤裕次郎（第九中学校1年生）
大廹宏誠（六木小学校4年生）
川嶋歩稀（関原小学校5年生）
小柴愛梨奈（中川小学校5年生）
後藤朔寿（谷中中学校1年生）
西新井警察少年柔道部
▪少林寺拳法
熱田亥玖（北三谷小学校2年生）

池西悠征（北三谷小学校4年生）
▪水泳
市川倫子（第十二中学校2年生）
大塚滉太（西新井第二小学校4年生）
岡美憂（千寿桜小学校6年生）
小倉愛加（渕江中学校2年生）
川西咲依（西新井小学校3年生）
川俣灯（第十二中学校3年生）
菊池晴（第十一中学校2年生）
仕黒詠士（第十一中学校3年生）
羽田安吾（新田小学校2年生）
飛知和翔（千寿小学校6年生）
割方唯寧（梅島小学校3年生）
第十一中学校水泳部
▪相撲
倉持裕羽（新田小学校6年生）
横山奏（弘道第一小学校4年生）
横山司（第十一中学校2年生）
▪太極拳
笹淵琳（第十四中学校1年生）
▪卓球
杉田蓮（弘道小学校5年生）
▪野球
カバラホークス
▪陸上
浅川耀（第十三中学校1年生）
石上栞理（東綾瀬中学校3年生）
大竹莉美子（第十四中学校1年生）
大野華奈（第十一中学校3年生）
岡田本気（栗島中学校2年生）
岡野凛々花（第七中学校3年生）
貝塚祐（渕江小学校6年生）
柏井心乃（第十一中学校1年生）
川﨑桜麗（第十四中学校1年生）
菊地近義（伊興中学校3年生）
木嶋彩巴（第十三中学校3年生）
小林美代（栗島中学校3年生）
齋藤琴美（第六中学校2年生）
茂野葉湖（第十一中学校2年生）
信濃絆（伊興中学校1年生）
島田道一（栗島中学校1年生）
豊田涼香（第七中学校1年生）
中村愛友（第七中学校2年生）
橋心之介（中島根小学校6年生）
橋田祐成（東綾瀬中学校3年生）
福滿比名汰（第十三中学校3年生）
船木奏音（第十三中学校3年生）
増田陸斗（第十一中学校1年生）
丸藻ほのか（第十三中学校2年生）
矢ノ倉佳則（第六中学校1年生）
山田大輝（第七中学校1年生）
足立選抜
栗島中学校陸上部
第十一中学校陸上部Ａ
第十一中学校陸上部Ｂ
第十一中学校陸上部Ｃ
第十三中学校女子リレーチーム
東京ドリームＢ

小学校に入学する
子どもの保護者に4月から
利用できる医療証を送付

■対象＝平成25年4月2日～26年
4月1日生まれの子ども■内容＝令
和2年4月1日から乳医療証（乳幼
児医療証）を子医療証（子ども医療
証）に切り替え　※対象者の保護
者に、令和2年4月1日から使用で
きる子医療証を3月中旬に送付。
乳医療証は窓口または郵送で返却
■問先＝親子支援課�児童給付係
� ☎3880-6492

中学校を卒業する
子どもなどの医療証は
返却してください

■対象＝平成16年4月2日～17年
4月1日生まれで子医療証（子ども
医療証）を持っている方／平成13
年4月2日～14年4月1日生まれで

親医療証（ひとり親家庭等医療証）
を持っている方■内容＝医療費助
成が3月31日で終了。医療証は窓
口または郵送で返却　※身体障害
者手帳、愛の手帳、精神障害者保
健福祉手帳を持っている方は、障
受給者証（心身障害者医療費助成
受給者証）の対象になる場合があ
ります。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。■問先＝▷子医療証…
親子支援課�児童給付係
� ☎3880-6492
▷親医療証…親子支援課�親子支
援係� ☎3880-5883
▷障受給者証…（身体・知的）障が
い福祉課�障がい給付係
� ☎3880-5472
（精神）中央本町地域・保健総合支
援課�受付担当（足立保健所内）
� ☎3880-5358

福祉・高齢医療

福祉タクシー券の交付と
自動車燃料費の助成

▪福祉タクシー券の交付
■対象＝次のいずれかの手帳を所
持する方…下肢・体幹・移動・平衡
機能障がいにより身体障害者手帳1
～3級／視覚障がいにより身体障害
者手帳1・2級／内部機能障がいに
より身体障害者手帳1級／愛の手帳
1・2度　※継続して受給する方に
は2年度分の福祉タクシー券を3月
下旬に送付。本人以外は使用不可
▪自動車燃料費の助成
■対象＝▷次のいずれかの手帳を
所持する方が運転する場合…体
幹・平衡・内部機能障がいにより
身体障害者手帳1～3級／下肢・
移動機能障がいにより身体障害者

手帳1～4級　▷次のいずれかの
手帳を所持する方で同居親族が運
転する、または単身生活をする障
がい者名義の車を、同居していな
い常時介護者が運転する場合…下
肢・体幹・移動機能障がい、また
は視覚障がいにより身体障害者手
帳1・2級／内部機能障がいにより
身体障害者手帳1級／愛の手帳1・
2度■内容＝本人または同居親族
が所有する自動車、または原動機
付自転車で外出した際の燃料費の
一部を助成　※年度末一括支払い

――いずれも――
※併給不可。申請方法など、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＝障がい給付係
☎3880-5472� FAX 3880-5754

教育委員会褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績
などを基準とし、優秀な成績を収
めた児童・生徒が対象




