
4 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。

■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

　昨年区内では、406人が猛暑による熱中症で救急搬送され、9人が
亡くなりました。
　熱中症は、体温の調節機能が働かなくなり、筋肉痛や強いめまい、
吐き気、倦

けんたいかん

怠感を引き起こし、重症の場合、意識障害になり死に至
ることもあります。
　日差しが強い夏の野外だけでなく、体が暑さに慣れていない梅雨
明けや高温多湿の室内でも発症します。高齢者や乳児は体温調節機
能が低いため、特に注意が必要です。

屋内での予防ポイント
●�冷房器具を使用し、室温28℃以下・湿度50～60％に調整
●�喉が渇いたと感じなくても、こまめに水分補給
●�窓やドアを開けて、部屋の風通しを良くする
　�※�部屋の換気を行うことは、「新型コロナウイルス感染症」拡

大防止のためにも重要です。
頭痛・めまいなどの異常を感じたら
　まずは冷房器具で部屋の中を涼しくしてください。その後、衣服
をゆるめて首筋や脇の下、太ももに保冷剤などを当てて体を冷やし、
スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給しましょう。自力で水分
補給ができないときや、症状の改善が見られないときには救急車を
呼びましょう。
熱中症情報などをA-メール（要事前登録）や夕焼け放送
（防災行政無線）でお知らせしています。

　　　　　A-メールの登録はコチラから▶

早め
の

対策
が

肝心 自宅でも熱中症に
ご注意を！

子育て・教育

小・中学校使用教科書展示会
■期間＝6月5日～28日、午前9時
～午後5時（6月6日㈯・7日㈰・13
日㈯・14日㈰を除く）■場所＝区
役所1階区民ロビー■内容＝3年
度に使用する中学校用教科書の採

択用見本と、現在使用中の小・中
学校用教科書の展示■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝教育指
導係� ☎3880-5974

児童育成手当の現況届
提出期限は6月30日㈫
　6月上旬に2年度の現況届を送
付します。�※期限までに提出が
ない場合、6月分からの支給が停
止となる場合があります。6月期
（2月～5月分）の振り込みは6月2
日㈫以降■問先＝親子支援係
� ☎3880-5883

児童手当の6月期（2月～5月分）
は6月2日㈫以降に振り込み
　受給者へ支払通知書を5月27
日㈬、児童手当現況届を6月上旬
に送付します。�※金融機関により
振り込みが数日遅れる場合がありま
す。出生・転入により新たに申請し
た方は、申請月の翌月分から支給
開始。現況届の提出がない場合、
6月分からの支給を停止■問先＝児
童給付係� ☎3880-6492

第1回 区立小・中学校の
学校公開の中止
　「新型コロナウイルス感染症」拡
大防止のため、例年6月に実施し
ている区立小・中学校の学校公開
を中止します。■問先＝就学係
 ☎3880-5969

福祉・高齢医療

障がい者施設
新規入所者募集

■入所時期=7月以降■募集施設＝
障害者支援施設かえで（皿沼2-8-8）
■対象＝18歳以上の身体障がい者
■内容＝施設で生活しながら生活介
護を受ける■定員＝若干名（選考）
■申込期間＝5月25日～6月5日　※
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＝表3

税金・国保・年金

6月8日㈪に納税通知書を発送
■対象＝普通徴収（納付書払い）・
特別徴収（年金天引き）の方　※住
民税非課税の方を除く■問先＝課
税第一係～第四係
☎3880-5230～2／3880-5418

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

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

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）

■日時等＝表1・2　※本会議・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　FAX 3880-5617　HPhttps://www.gikai-adachi.jp
表1　第3回区議会臨時会 日時等

日時 会議名

6/5㈮ 午前10時 議会運営委員会

6/8㈪ 午後1時 臨時会★

表2　第2回区議会定例会 日時等
日時 会議名

6/22㈪ 午前10時 議会運営委員会
6/23㈫

午後1時 本会議★6/24㈬
6/25㈭
6/26㈮

午前10時
総務委員会

6/29㈪ 区民委員会

6/30㈫
議会運営委員会

午後1時 本会議

7/1㈬
午前10時 産業環境委員会
午後1時30分 厚生委員会

7/2㈭
午前10時

建設委員会
7/3㈮ 文教委員会

7/7㈫
交通網・都市基盤整備調査特別委員会

午後1時30分 待機児童・子ども支援対策調査特別委員会

7/8㈬
午前10時 災害・オウム対策調査特別委員会
午後1時30分 エリアデザイン調査特別委員会

7/9㈭ 午前10時 議会運営委員会
7/10㈮ 午後1時 本会議★

★…J
ジ ェ イ コ ム

:COMチャンネル足立（地上111c
チャンネル

h）で生中継を予定

第3回 区議会臨時会・第2回 区議会定例会

パブリックコメント（区民意見募集制度）（5月・6月分）
　区民の方から意見を募集します。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。

件名 期間 問先
オンライン収納状況確認等へ
の対応に係る個人情報保護評
価書

5/25～6/25
特別収納対策課
特別収納対策係

☎3880-8016

表3　障がい福祉課 各援護係一覧
問先 電話・ファクス番号

西部援護係 ☎3897-5034
FAX3856-7229

千住援護係 ☎3888-3146
FAX3888-5344

中部援護第一係 ☎3880-5881
FAX3880-5754

東部援護係 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部援護係 ☎5831-5799
FAX3860-5077



■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、4面左上を参照 5

暮らし・まちづくり

駐車場・庁舎ホール・展望レス
トランなどをお休みします
　6月13日㈯・14日㈰は衛生害虫
駆除のため、区役所全館を閉館し
ます。■問先＝本庁舎管理係
� ☎3880-5824

公園遊具の点検結果
　昨年度、区内438カ所の公園内
の全遊具2,115基を定期点検した
結果、早めに対処を要する遊具が
11基あり、補修・撤去しました。　
※今年度の定期点検は現在実施
中。点検の結果、危険と考えられ
る場合は使用中止にすることがあ
ります。■問先＝施設維持係
� ☎3880-5021

都市計画案の縦覧（決定前の案の公表）
■内容＝足立東部地域平野・東六

月町地区地区計画の変更／都市計
画公園の新規指定■公告日＝6月
5日㈮■縦覧・意見書提出期間＝6
月5日～19日■縦覧場所・意見書
提出・問先＝都市計画課�都市計画
係　※区のホームページでも閲覧
可� ☎3880-5280

人材募集

区立保育園・認定こども園
（夏期アルバイト）
■勤務場所＝区立保育園・認定こ
ども園■勤務内容＝保育補助／環
境整備■勤務条件＝午前8時30分
～午後5時　※曜日・時間は応相
談■雇用期間＝7月1日～9月30日　
※園によって異なる。更新なし■
報酬（時給）＝1,120円など　※保
育士資格の有無、勤務時間によっ
て異なる■募集人数＝32人程度
（選考）■申込＝電話／窓口■申・
問先＝子ども政策課�保育人事計画
担当� ☎3880-8015

＼応募者全員に「おくばちゃん反射材」をプレゼント／
おうち D

で

E かむカムキャンペーン
■対象＝区内在住・在勤の方■申込＝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、電話番号、よく
噛んだメニューや工夫、「かむカムキャンペー
ン」を区へハガキで送付■期限＝6月10日㈬
消印有効■申先＝データヘルス推進課�多世
代健康データ連携担当

区のホームページはコチラ▶

咲かそうよ 笑顔の花を 歯みがきで
（2年度 歯と口の健康週間標語）

　よく噛
か

んでしっかり栄養をとり、免疫力を高めましょ
う�！　おうちでできる口の体操やキャンペーンなどに、
ぜひご参加ください。　
■問先＝データヘルス推進課�多世代健康データ連携
担当　　　　　　　　　　　　　　��☎3880-5601

歯と口の健康週間

＼「噛む力」や「飲み込む力」を鍛えて、健康寿命を延ばしましょう／
食前がオススメ ！　口の体操「あだち☆ちゅうりっぷ体操
～オーラルフレイル予防編～」ができました
　「飲み込む時にむせる」「かたいものが食べにくい」など、
口の機能の衰えを「オーラル（口

こうくう

腔）フレイル（虚弱）」といい
ます。「オーラルフレイル」により食事が偏ると、低栄養に
つながり、将来の介護リスクが高まります。あだち☆ちゅう
りっぷ体操で、口の周りの筋肉を鍛え、「オーラルフレイル」
を予防しましょう。■リーフレット配布場所＝保健センター
／データヘルス推進課　�������区のホームページでも閲覧可▶

6月
4日～10日は

▲区の歯みがき　
　キャラクター
　おくばちゃん

加工した食べ物が多いファストフー
ドは噛む回数が少なく、和食は噛み
ごたえのある食材が多いです。

みんなの
食事は

どっちが
多い？

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

和
食

噛む
回数
食事
時間

562回

8分27秒

噛む
回数
食事
時間

1,019回

13分28秒
「育てようかむ力」柳沢幸江著�少年写真新聞社刊

献血（6月分）
　体調などの条件により、献血できない場合があります。

日程 場所 時間

10㈬ 足立税務署
（千住旭町4-21） 午前10時～11時30分／午後1時～4時

※運転免許証や健康保険証など、本人確認ができるものを持参
■問先＝ ▷献血の条件…東京都赤十字血液センター ☎5272-3523 

▷実施場所など…区・衛生管理係 ☎3880-5891

休日接骨院当番所（6月分）
　骨折や脱きゅう、ねんざ・打撲などの応急施術を当番制で行っています。

日程 当番所名（所在地） 電話番号

7㈰
佐藤接骨院（柳原2-20-12） 3879-4177

橋本整骨院（西新井栄町2-5-1） 3880-6958

14㈰
田村接骨院（六木4-5-24） 3628-3914

柳沼整骨院（古千谷本町1-10-2） 3897-7451

21㈰
だん・整骨院（青井4-6-6） 6806-3860

ふくだ接骨院（西新井1-19-7） 3855-6848

28㈰
木村接骨院（本木北町3-7） 3854-1084

なごみ整骨院（足立4-38-10） 6807-2704

■時間＝午前9時～午後5時
■問先＝▷施術…各当番所　▷制度…区・衛生管理係 ☎3880-5891

1食1,000回をめざそう！

よく噛むと
良いこと
たくさん ！

●姿勢をよくする
背筋をのばして、食器を持って食べましょう。

●ひと口30回を意識する
飲み込んでから次のひと口を
入れましょう。

●健康な歯と歯肉を保つ
ていねいな歯みがき、歯科医院での
定期的なチェックをしましょう。

よく噛む習慣チェック ！
記憶力アップ
噛む刺激で脳が活
性化し、集中力が
向上します。

胃腸の働きを
助ける
食べ物が細かくな
り、消化を助けます。

肥満の予防
満腹感が得られ、
早食いや食べ過ぎ
を防ぎます。

歯の健康
だ液がたくさん出
て、口の中が清潔
になります。


