
日付（10/1〜15） 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15
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

▪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）10月25日（第1841号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

「新型コロナウイルス感染症」関連情報
あだち広報の掲載内容は10月19日時点の情報のため、今後変更になる場合があります。最新情報は区のホームページをご覧ください。

●��感染拡大防止のため、区で実施する講座・イベントなども定員縮小や
内容変更などの対策を講じておりますが、状況により中止・延期にな
る場合があります。また、施設によっては入場制限を行うことがあります。

●��講座・イベントなどに参加の際は、マスク着用をはじめとした咳
せき

エチケッ
トや、ソーシャルディスタンスの確保などにご協力をお願いします。ま
た、熱のある方や体調不良の方は、参加をご遠慮ください。

年末調整等説明会を中止
　説明会で配布していた住民税や年末調整などの関係書類は、区（住民税）
や国税庁（年末調整）（https://www.nta.go.jp/）のホームページからダウ
ンロードできます。　※複写式などの書類は、下記で配布予定。くわしく
はホームページをご覧ください。
■書類配布場所・問先＝（区）課税課�課税第二係　　　�　��☎3880-5418
足立税務署(源泉所得税担当)　千住旭町4-21�足立地方合同庁舎

　　　　　　　　　　　　　　　　☎3870-8911
西新井税務署(源泉所得税担当)　栗原3-10-16　�　　　����☎3840-1111

区のホームページでは、感染者の年代や症状、陽性率なども公表しています。

区内での感染者の発生状況（10月19日時点）

新型コロナを「正しく恐れる」
ことで、冬を乗り越えよう

❶ あだちから新聞発行
11月上旬に配布開始予定！
　コロナ禍でも一歩を踏み出し、まち
のため、誰かのために「何かをしようと
する思いを持つ人々」のストーリーを
紹介。　　　　　　��画像はイメージ▶

　東京都写真館協会足立支部有志メン
バーと、足立成和信用金庫のプロジェクト
とのコラボ企画が実現。「区で働く・頑張
る人々」にスポットを当てたポスター23枚
を3カ所で巡回展示。

【配布場所】シティプロモーション
課／地域学習センター／住区セン
ター�など　※区のホームページで
も閲覧可

コロナに負けるな！
「あだちから」で新たな一歩をふみだそう。

2つの企画が
スタート！

区役所1階区民ロビー

JR北千住駅南口コンコース

10月24日～29日

11月10日～16日

第1弾
アリオ西新井（西新井栄町1-20-1） 10月30日～11月8日第2弾

第3弾

❷ ガンバル企業写真展開催

　研修会で伝えたいことは「過度にこわがらないで、正しい対策」をとる
こと。5月には分からなかった新型コロナの正体が、これまでの経験や
データから少しずつ解明されています。間もなくインフルエンザと新型
コロナの同時流行が予想される冬がやってきますが、感染症を拡大させ
ないための心肺蘇

そ

生
せい

法など、医療現場も日々変化を求められています。
　来年度には東医療センターが江北に移転します。大学病院と地域の病
院は、片方だけが頑張っても、良い方向に進みません。両者が同じ方向
を向いて、治療に当たることが重要です。お互いの特徴を理解し合いな
がら、患者さんに合ったより良い医療を提供できるように協力していき
たいですね。

　10月1日、区役所庁舎ホールで区内の医療従事者向けに、2回目の新型
コロナウイルス感染症拡大防止に関する研修会が開催されました。前回の
研修会に引き続き講師を務めた東京女子医科大学東医療センターの庄古救
命救急センター長に話を聞きました。■問先＝広報係　　☎3880-5815

（都事業）食料品などが受け取れる
カタログを送付

■対象＝ひとり親世帯臨時特別給付金を受給する方／8月1日
～3年3月31日までに新たに児童扶養手当の認定を受けて受給
する方　※すでに送付済みの方を除き、10月下旬以降に順次
発送
■問先＝▷事業内容…（都）育成支援課　　　　☎5320-4125　
▷送付…（区）親子支援係　　　　　　　　　　　☎3880-5883

対象
拡大

【週単位の感染者数および総数★】
（週単位計）

�週単位計（水曜日～火曜日）／人
�総数／人

★…�4月1日を基準日とし、集
計は「診断日（PCR検査また
は抗原検査で陽性を確認
した日）」で行う
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▲�東京女子医科大学
　東医療センター
　�救命救急センター長・
　救急医療科部長
　庄

しょう

古
こ

知
ともひさ

久�教授
▲�1回目は5月1日に区の依頼で開催。今回は足立区
医師会の依頼で開催された

■問先＝プロモーション係　☎3880-5803

医療機関や有料老人ホームでの
集団感染（クラスター）が発生

回復
83.9％
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子育て・教育は、
4面に続きます

■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 3

■対象＝ 親医療証を持っていて、児童扶養手当を受給していない方
■期限＝11月13日㈮必着■問先＝親子支援係　　　☎3880-5883

親 医療証を持っている方
に現況届を送付

■問先＝青少年課�管理調整係
☎3880-5264

11月1日～3年1月31日までの
「夕焼け放送」は午後4時に放送

子育て・教育

3年度学童保育室
入室申請の受け付け

■対象＝保護者の就労★・病気な
どにより、放課後に子どもの保育

8月・12月を除き毎月実施 土曜
予防接種外来（11月・3年1月分）

▪小児
■対象等＝ＢCG、HPVを除く各定
期予防接種の法定年齢内の子ども　
※保護者同伴。当日、予防接種相
談も受け付け。病児の診療は不可
■内容＝ワクチン9種■持ち物＝母子
健康手帳／予防接種予診票／体温
計■申込＝不要　※当日直接会場へ
▪成人
■対象＝区内在住の19歳以上で、
抗体価が低く（抗体検査の結果、
抗体価がHI法で32未満またはEIA
法で8未満など）、区発行の予診票

ができない家庭の小学生　★…週
3日・1日4時間以上の就労で、午
後1時～5時の1週間の合計就労時
間が12時間以上、または週5日以
上の就労で1週間の合計就労時間
が35時間以上■保育時間＝授業
終了後～午後5時　※学校休業日
は午前9時～午後5時。保護者の
就労状況により延長保育あり■費
用（月額）＝1人6,000円　※減免
制度あり■申込＝申請書類を持参　
※申請書類は住区推進課、学童
保育室で配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■
申込期間＝11月9日～12月1日■
申先＝第1希望の学童保育室（日曜
日、祝日を除く、午後1時30分～
6時）／住区推進課／区役所1階区
民ロビー（11月22日㈰、午前9時
～午後4時のみ）　※民設の学童
保育室の申請は各民設学童保育室
にお問い合わせください。■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

を所持している方■内容＝MR／風
しん■定員＝各10人（開催日の12
日前から先着順）■申込＝電話

――いずれも――
■日時＝11月21日㈯、3年1月16
日㈯、午後3時～5時　※4時30分
受け付け終了■場・申・問先＝足
立区医師会（平日、午前10時～正
午／午後1時～5時）　中央本町
3-4-4�（平日のみ）☎3840-2111
� （当日のみ）☎3880-1131
■問先＝（区）保健予防係
 ☎3880-5892

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）

休日接骨院当番所（11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

1㈰ 田村接骨院（六木4-5-24） 3628-3914
みやかわ整骨院（伊興5-21-9） 5647-9739

3㈷ こぐれ接骨院（西伊興1-16-13） 3897-3022
横山接骨院（神明2-10-14） 5697-6990

8㈰ たかはし整骨院（千住1-23-12 梅田ビル1階） 3870-6200
星接骨院（栗原3-2-11） 3886-3328

15㈰ 曽我整骨院（竹の塚2-10-7） 3883-3285
羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623

22㈰ 牛込接骨院（栗原1-25-1） 3883-0987
五反野名倉岡村接骨院（足立4-40-3） 3849-6655

23㈷ こはた接骨院（西新井本町1-10-9） 3856-2730
だん・整骨院（青井4-6-6） 6806-3860

29㈰ あおば整骨院（西新井栄町1-14-3 ＡRＡIビル1階） 5888-6167
岡村接骨院（青井1-5-8） 3849-3851

■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

献血（11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
15㈰ 西新井駅西口 午前10時～正午／午後1時30分～4時
23㈷ 竹ノ塚駅東口 午前10時～11時30分／午後1時～4時
26㈭ エル・ソフィア 午前9時30分～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

３年４月入園・転園

申込案内配布場所・申先   子ども施設入園課／足立福祉事務所�各福祉課（中部第一・第二　　
福祉課を除く）／認可保育所／区立認定こども園

※区のホームページからもダウンロード可（10月26日公開）
※土・日曜日の受け付けは一部の場所では行っていません。くわしくは区のホームページをご覧ください。
問先 �子ども施設入園課�入園第一係～第三係　　�☎3880-5263
保育の悩みは保育コンシェルジュへ ！
保育施設の選び方が分からないなど、様々な相談に対応します。
問先 �子ども施設入園課�保育調整係　　　　　　�☎3880-5772

認可保育所・認定こども園（長時間利用）・小規模保育・保育ママ

申込案内配布開始日 受付期間10/26㈪ 11/17～12/1

くわしくは、申込案内や区
のホームページをご覧くだ
さい。

まもなく
開始 ！ 保育施設申し込み受け付け

11月は糖尿病月間
コロナ太りが気になるアナタ ！
体重増加は糖尿病の第一歩です

■問先＝健康づくり係　☎3880-5433
　区では11月を糖尿病月間と銘打ち、「コロナ太り」が気になる働き
盛り世代へ向けた特別企画を実施します。
　体重増加は糖尿病につながる可能性があります。糖尿病予防の
ために「野菜から食べる」「野菜をよくかんで食べる」などを実践しま
しょう。くわしくは区のホームページをご覧ください。

テイクアウトで野菜たっぷりメニューを食べよう
（あだちベジタベライフ協力店25店舗）

　野菜が120g以上とれる「野菜たっぷりテイクアウトメニュー」を購
入すると、抽選でベジタベグッズが当たる�！　
例野菜を入れて煮込むだけのレトルト食品セット

1週間ヘルシーメニューに取り組んでみよう
　コンビニなどでのランチの選び方や、1食野菜
が120g以上で500kcal台の簡単レシピを、区の
ホームページなどで紹介�！
◀�例鶏たまマヨ炒め。玉ねぎ、冷凍ブロッコリー、サラ
ダチキンをマヨネーズと塩コショウで炒めれば完成

身近な薬局でヘモグロビンＡ
エーワンシー

1cを測ろう
■場所＝区内12カ所の薬局■対象＝糖尿病と診断されていない方
■内容＝指先でのヘモグロビンＡ1c★測定■費用＝500円（区外在住
の方は1,000円）
★…�過去1・2カ月の血糖値の平均を示した、糖尿病の診断に使われる数値。

5.6％以上だと糖尿病予備群が疑われる

ご存じですか？　
糖尿病と新型コロナの関係
　血糖値が高い状態では、ウイルスや細菌に対する
抵抗力が落ちるため、糖尿病になると新型コロナウ
イルス感染症の重症化リスクが高まってしまいます。
この機会に生活習慣を見直しましょう。

▲�区のホーム
ページはコ
チラ

1

2

3

区のホームページは▶
コチラ
※�郵送受け付けは
11/17～24必着

太った…


