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測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 ― 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06

▪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

2

子育て・教育

足立区特定不妊治療費助成
■対象＝東京都特定不妊治療費助
成事業の承認決定を受けている方
■内容＝特定不妊治療（体外受精・
顕微授精）や男性不妊治療にか
かった保険適用外の医療費を都の
事業に上乗せして助成　※申請方
法など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■問先＝保健予防係

☎３８８０-５８９２

イライラしない子育て講座
（実践編）（6日制）
■日時＝5月23日～8月1日の隔週
土曜日、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の、
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＝4月24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

2年度 就学援助
■内容＝学校給食費や学用品費な
どの支払いにお困りの保護者に費
用の一部を援助　※所得制限あり
■申込＝▷足立区立の小・中学校
に通学している方…４月に学校で配
布する申請書を専用封筒で区へ郵

送　▷足立区立以外の小・中学校
に通学している方…窓口／申請書
を区へ郵送（申請書は学務課�助成
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。元年度
の認定者は区が配布する申請書を
専用封筒で区へ郵送）　※特別支
援学級などの就学奨励費は９月に
学校で申請書を配布予定■申・問
先＝学務課�助成係�☎3880-5977

高等学校等入学準備助成
■対象＝中学3年生がいる就学援助
認定世帯　※生活保護受給世帯を
除く■内容＝高校などの入学準備に
かかる費用の一部を助成　※申し
込み方法など、くわしくはお問い合
わせください。■問先＝学務課�助
成係� ☎3880-5977

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（検）診名 対象 申込 申・問先20代 30代 40代 50代 60代 70代

特定健診 無料
後期高齢者医療健診 無料

40歳以上の国民健康保険・後期
高齢者医療制度加入者 区が送付する受診券を医療機関に持参

※5月下旬から対象者へ送付
データヘルス推進課
データヘルス推進係

☎3880-5601

40歳前の健康づくり健診 無料
簡易血液検査 無料

18～39歳の方 ▷40歳前の健康づくり健診…電話
▷�簡易血液検査…�区のホームページから専用フォーム

に入力 お問い合わせコールあだち
（毎日、午前8時～午後8時）

☎3880-0039成人歯科健診 無料
後期高齢者歯科健診 無料

▷成人歯科健診…�20・25・30・35・40・45・
50・55・60・65・70歳の方

▷後期高齢者歯科健診…76・80歳の方
区が送付する受診券を医療機関に持参
※�成人歯科健診は6月下旬から、後期高齢者歯科健
診は9月上旬から、対象者へ送付

子宮頸
けい

がん検診 500円 20歳以上の女性（2年度に1回のみ受診可） 窓口／住所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話番号、
希望検診名（複数可）を区へハガキで送付
※�次のいずれかに当てはまる方は申し
込み不要（6月下旬から受診券送付）…
20・25・30・35・40・45・50・
55・60・65・70歳／令和元年度に
大腸がん検診または肺がん検診を受診
した／平成30年度に子宮頸がん検診
または乳がん検診を受診した

データヘルス推進課�
健診事業係

☎3880-5121
乳がん検診 500円

40歳以上の女性
（2年度に1回のみ受診可）

大腸がん検診 300円 40歳以上の方

肺がん検診
胸部X線 800円 40歳以上の方
かく痰

たん
300円

胃がんハイリスク検診 1,000円 40～74歳の方（1回のみ受診可）

胃がん内視鏡検診 2,000円
50歳以上の方
（2年度に1回のみ受診可）

前立腺がん検診 800円
60～64歳の
男性

※年齢は令和3年3月31日現在。そのほかにも条件があります。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。

＼区の助成で費用がお得／
約8,200円の乳がん検診が、
区の助成で500円に�！

区のホームページで年齢を選ぶと、
受診できる健（検）診が分かる�！あだちの健診・検診みんなで

受けよう！

新型コロナウイルス感染症
（C

コ ビ ッ ド

OVID-19）関連情報
　3月2日から、区で実施している「施設の休館（園）」や「イベントの中
止」を4月20日まで継続中です（4月10日までに継続するか判断しま
す）。また、今号に掲載している講座・イベントも中止・延期になる場
合がありますので、事前に各担当にお問い合わせください。

　「新型コロナウイルス感染症」拡大防止のため、5月30日に開催を予
定していた「第42回�足立の花火」、例年6月初旬に実施の「しょうぶま
つり＆世界の食広場」、8月実施の「姉妹都市ベルモント市への足立区
学生交流派遣」は中止とさせていただきます。楽しみにしてくださって
いた方には、誠に申し訳ございません。

最新情報は区のホームページをご確認ください
4月・5月の休日開庁（日曜日）は月2回実施

（4月12日・26日、5月10日・24日、午前9時～4時）
　毎月第4日曜日（月1回）に本庁舎を休日開庁しています
が、届け出に来られた方の密集などを避けるため、4月と
5月は休日開庁を2回実施します。

中
止

■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

新規事業

第42回 足立の花火
しょうぶまつり＆世界の食広場
姉妹都市ベルモント市への
足立区学生交流派遣

どの健（検）診が
受診できるか確認しよう�！

新規事業

▲電子申請
も可能�！

▲�関連情報
などはコ
チラ



元年12月～2年3月分の手当を指定の口座に4月15日ごろ振り込み■問先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉課�障がい給付係
☎3880-5472　FAX3880-5754　▷精神障がい者…中央本町地域・保健総合支援課�精神保健係（足立保健所内）　☎3880-5357　 FAX3880-6998

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

■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、2面左中を参照 3

足立区あんしん
子育てナビがリニューアル

■内容＝予防接種のスケジュール管
理や、妊娠・子育て期の疑問に答
える機能を備えた「足立区あんしん
子育てナビ」に、新たに妊婦健診結
果の記録機能などを追加■登録方
法＝ホームページ（http://adachi.
city-hc.jp/）から専用フォームに入
力■問先＝保健予防係

☎3880-5892

健康・衛生

風しん抗体検査・
予防接種費用の助成

▪定期
■対象＝昭和37年4月2日～54年
4月1日生まれの男性（37年4月2
日～47年4月1日生まれの方には
4月末にクーポン券を送付）　※令
和2年3月までのクーポン券を持っ
ている方は、有効期限が1年延長
されたため、通常通り使用可
▪任意
■対象＝区内在住で19歳以上の
方■自己負担額＝▷風しん単独ワ
クチン…3,000円　▷ＭＲ混合ワク
チン…5,000円

――いずれも――
■内容＝抗体検査の結果、抗体価

が低い場合に予防接種を実施■申
込＝電話／窓口■申・問先＝保健予
防課�保健予防係� ☎３８８０-５８９２

ハクビシン・アライグマ
対策事業を実施中

■対象＝ハクビシンなどによる被害
（家屋への侵入／ふん尿による汚
損／足音・鳴き声による騒音／庭
木の果実への被害�など）を受けて
いる方■内容＝捕獲器（箱わな）の
設置など　※毎日の見回り・エサ
の状況確認などの条件あり。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＝足立保
健所�生活衛生課�庶務係

☎３８８０-５３７５

福祉・高齢医療

高齢者入浴事業
「ゆ～ゆ～湯」入浴証を
5月上旬までに送付

■対象＝４月１日現在、区内在住で
70歳以上の方■内容＝指定日に銭
湯を120円で利用できる入浴証を
送付　※特養入所者、寝たきりな
どで利用できない方を除く。入浴
料が値上がりした場合、料金の値
上がり分は自己負担■問先＝在宅
支援係� ☎3880-5257

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」（5月・6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

親族後見相談会
■日時＝5月20日㈬、午後1時～3
時　※1人45分■場所＝千住庁舎
■対象＝区民の親族後見人として
活動している方／親族後見の申し
立てを検討している方■内容＝家
庭裁判所に提出する報告書の作成
方法が分からないなどの悩みに、

専門家が応じる■定員＝8人（4月
13日から先着順）■申込＝電話／
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
「親族後見相談会」をファクス■期
限＝4月30日㈭■申・問先＝権利
擁護推進係
☎３８８０-５９８２� FAX３８８０-５６１４

特別障害者手当（国制度）
などの月額変更

■内容＝▷特別障害者手当…2万
7,350円（変更前2万7,200円）　▷
障害児福祉手当・福祉手当（経過
措置）…1万4,880円（変更前1万
4,790円）　※変更は4月分から■
問先＝障がい給付係
☎3880-5472� FAX3880-5754

表1　長寿健康増進事業（5月・6月分） 日時等
場･申･問先

（地域学習センター） 日時 内容 定員

佐野
☎3628-3273

5/25㈪、
午後1時30分～3時

シニアのための
すてきなフラワーアレンジメント 16人

鹿浜
☎3857-6551

5/20㈬、
午後1時30分～3時 初夏のプリザーブドアレンジメント

各
10人6/15・22・29、

いずれも月曜日
午前10時～正午

木
き

目
め

込
こみ

人形で可
か わ い

愛いかえるを作ろう

東和
☎3628-6201

5/30㈯、
午後2時～3時30分

飾って楽しもう
アロマワックスバーつくり 16人

花畑
☎3850-2618

5/22㈮、
午前9時～午後1時 バスで巡る足立区の郷土史跡探訪教室 25人

6/18㈭、
午前10時～正午 歳

とし

をとっても美しく お化粧教室 10人

※4月13日（佐野センターは4月14日）、午前９時から先着順

■日時等＝表2■申込＝住所、区外在住の方は勤務先または学校名・所
在地、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、希望コース（初級・中級はク
ラスを選択）を往復ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入■期限＝4
月18日㈯消印有効
表2　手話講習会 日時等
コース名 日時 場所 対象（区内在住・在勤・在学の方） 内容 定員

初級
6/4～3年3/4の木曜日
▷昼クラス…午前10時～正午　
▷夜クラス…午後7時～9時

総合
ボランティア
センター

義務教育を修了し、手話を初めて学習する方 基本的な手話技術と聴覚障が
いについて学ぶ 各60人（抽選）

中級
6/3～3年2/24の水曜日
▷昼クラス…午前10時～正午　
▷夜クラス…午後7時～9時

竹の塚
障がい福祉館

義務教育を修了し、簡単な日常会話程度の手話技
術を習得している方

手話の文法の習得と聴覚障が
いの福祉や制度などを学ぶ

各40人
（5/13㈬に選考試験あり）

上級 6/3～3年2/24の水曜日、
午後7時～9時 総合

ボランティア
センター

18歳以上で中級コース修了程度の手話技術を習
得し、手話通訳者をめざす方

手話通訳の技術と心構え、ソー
シャルワークの概論などを学ぶ

30人
（5/9㈯に選考試験あり）

養成 5/30～12/19の土曜日、
午前10時～正午

18歳以上で上級コース修了程度の手話技術を習
得し、手話通訳者全国統一試験の合格をめざす方

手話通訳の理念と仕事、手話
通訳者の健康管理などを学ぶ

20人
（5/16㈯に選考試験あり）

※40回程度（養成コースは30回程度）。日時・場所は変更になる場合あり。教材は実費負担（1,200円～7,000円程度。過去の受講歴やコースにより異なる）。
5月28日㈭、午後7時から竹の塚地域学習センターで開講式（全コース）を開催

手話講習会 受講生募集
「正確に伝える」ことの大切さ
　手話を学ぶ以前から仕事でろう者と関わる機会があり、その際は筆談
やジェスチャーを交えてコミュニケ―ションをとっていました。ただ、「す
べてきちんと伝わっているのか」という疑問を抱くようになり、手話講習
会に参加しました。表情や身振りの大きさ・速さで感情を表現する手話
の奥深さを知り、「正確に伝える」ことの大切さを実感しています。

手話で広がる交流
　手話通訳者になり、今まで以上に様々
な方との交流が生まれました。講習会で
は、仲間と一緒に楽しみながら手話を学
べます。多くの方に参加していただき、手
話が当たり前の社会になれば嬉

うれ

しいです。

◀手話通訳者の佐
さ

藤
とう

千
ち え こ

恵子さん

　ろう者(聴覚障がい者)にとって手話は互いの個性を尊重し、意
思疎通を行うための独自の言語です。手話への理解が進めば、ろ
う者の活動の幅が広がります。講習会で手話を習得し、誰もが暮
らしやすい共生社会を実現していきましょう。

■問先＝障がい福祉係　☎3880-5255

手話は ろう者の言語 命！

■申・問先＝NPO法人デフ・サポート足立（区委託事業者）（4月
11日～18日〈12日を除く〉、午前10時～午後4時）　〒121-0813
竹の塚6-9-4�飯田ビル4階　�　��☎5856-4819　 FAX5856-4818




