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日付（11/16〜30） 16 17 18 19 20 24 25 26 27 30
測定値（マイクロシーベルト／時） 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 — 0.08 0.08 0.08

▪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50㎝）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304

子育て・教育

�

イライラしない子育て講座
（実践編・6日制）
■日時＝3年1月28日～3月11日
の毎週木曜日、午前10時～正午　
※2月11日を除く■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＝10人程度（抽選）　※保育あ
り（要予約、1歳～就学前の子ども、
7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年1月6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

福祉・高齢医療

介護予防「はつらつ教室」
（3年1月～3月分）

■日時等＝表1■対象＝区内在住の
65歳以上で、要介護・要支援の認
定を受けていない方■内容＝筋力
向上トレーニング／栄養士による栄
養学講座／歯科衛生士による口

こう

腔
くう

ケア講座�など■持ち物＝緊急連絡
先が分かるもの／運動しやすい服
装／室内用運動靴／タオル／飲み
物■定員＝各20人程度（先着順）■
問先＝（区）介護予防・生活支援担
当� ☎3880-5642

家族介護者教室
「終活とエンディングノート」
■日時＝12月15日㈫、午後1時～
2時30分■場所＝伊興地域学習セ
ンター■定員＝30人（先着順）■申
込＝電話■申・問先＝地域包括支
援センター伊興（日曜日、祝日を除
く、午前9時～午後5時）
� ☎5837-1280

若年性認知症	
本人・家族交流会

■日時＝3年1月9日㈯、午後1時
30分～3時■場所＝総合ボランティ
アセンター■対象＝区内在住で若

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
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「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12月2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。

●��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。

●��感染拡大防止のため、区で実施するイベントなども一部内容変更な
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。

区内での感染者の発生状況（12月2日時点）
【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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家庭内感染や感染経路不明の
ケースが多く発生

106
死亡
1.6％

治療・療養中
18.2％

【感染者総数の状況に
関する割合】

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。

表1　はつらつ教室（3年1月～3月分）	日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興
☎3857-6537

1/7～3/18の第1・3木曜日、
午前10時～11時30分

電話／
窓口

梅田
☎3880-5322

1/11～3/22の第2・4月曜日（3/8を除く）、
午前10時～11時30分

興本
☎3889-0370

1/5～3/30の第1・3・5火曜日、
午後0時45分～2時15分
1/6～3/17の第1・3水曜日、
午前10時～11時30分

江北
☎3890-4522

1/14・28、2/4・25、3/11・25、
いずれも木曜日、午後1時45分～3時15分

佐野
☎3628-3273

1/13～3/24の第2・4水曜日、
午前10時～11時30分

新田
☎3912-3931

1/19・26、2/9・16、3/9・23、
いずれも火曜日、午後1時30分～3時

竹の塚
☎3850-3107

1/15㈮・18㈪、2/1㈪・19㈮、3/1㈪・19㈮、
午後1時30分～3時

中央本町
☎3852-1431

1/6～3/17の第1・3水曜日、
午後1時30分～3時

東和
☎3628-6201

1/28㈭、2/25㈭、3/25㈭、
午前10時～11時30分

舎人
☎3857-0008

1/13～3/24の第2・4水曜日、
午前10時～11時30分

花畑
☎3850-2618

1/12・26、2/2・16、3/2・16、
いずれも火曜日、午後1時～2時30分

保塚
☎3858-1502

1/14～3/25の第2・4木曜日、
午後1時30分～3時

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
1/7～3/18の第1・3木曜日、
午後1時30分～3時

総合スポーツセンター
☎3859-8211

1/6・13・20・27、2/3・17、3/3・17、
いずれも水曜日、午後1時30分～3時

ティップネス綾瀬
（綾瀬3-14-16）

☎0120-937-381
1/7・14・21・28、2/4・25、3/11・25、
いずれも木曜日、午後2時30分～4時 電話

（平日
のみ）

■場所＝勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ内）
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206

1/12㈫、2/9㈫、3/9㈫、
午後1時15分～2時45分

■受け付け開始日＝▷初参加の方…前月の15日
　　　　　　　　　▷参加経験のある方…前月の26日

確定申告書 パソコン・スマホでの作成・印刷にご協力を
　可能な限りご自宅からインターネットでe

イータックス

-Taxをご利用ください。
これ以上の感染拡大防止のためにも、ご協力をお願いします。
■問先＝足立税務署　　☎3870-8911
　　　　西新井税務署　☎3840-1111

感染者が急増中  あなたの行動が感染拡大を防ぎます
　区立認可保育園や医療機関など、11月は区内で4件の集団感染（クラス
ター）が発生。最近は飲酒を伴う会食での感染が多く、その結果、家庭内
での感染拡大につながっています。一人ひとりの心がけが感染拡大防止
に不可欠です。「マスク着用」などのルール徹底を、改めてお願いします。

くわしくは国税庁▶
のホームページへ

年性認知症と診断を受けた方と家
族■内容＝日々のもの忘れについ
ての情報交換や悩みなどを気軽に
話せる交流会■定員＝20人（12月

11日から先着順）■申込＝電話／窓
口■申・問先＝地域包括ケア推進
課�認知症施策推進担当
� �☎3880-5885

56
回復
80.2％



■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

■対象＝親医療証を有し、2年度現況届の内容が受給要件に当てはまる方　※受給資格が消滅した方には消滅通知を送
付。現在受給していない方で、受給対象になると思われる方はご連絡ください。■問先＝親子支援係　��☎3880-5883

3年1月から使用する
親医療証を12月17日に送付

高齢者体力測定会
（3年1月分）

■日程等＝表2■対象＝区内在住
の65歳以上で、要介護・要支援
の認定を受けていない方■内容＝
握力測定や立ち上がりテストなど
の結果を踏まえ、専門家がアドバ
イス■定員＝各20人（抽選）■申込
＝電話■期限＝開催日の2週間前　
■申・問先＝セントラルスポーツ㈱
健康サポート部（区委託事業者）
（12月26日～1月4日を除く平日、
午前10時～午後5時30分）　
	 ☎5543-1888
■問先＝（区）介護予防・生活支援
担当� ☎3880-5642
表2　高齢者体力測定会
　 　（3年1月分）	日程等

場所 日程 時間
エル・

ソフィア 21㈭ 午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

千住
あずま住区
センター

14㈭ 午後1時30分～2時30分
／2時30分～3時30分

総合
スポーツ
センター

26㈫
午前9時15分～10時15分
／10時15分～11時15分東和

地域学習
センター

21㈭

舎人
地域学習
センター

25㈪ 午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

仕事・産業

�
医療従事者は「年末届」の提出を
■対象等＝▷すべての医師・歯科
医師・薬剤師…住所または就業
地を管轄する保健所へ郵送・持参　
▷業務に従事している保健師・助
産師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・歯科技工士…就業地を管轄
する保健所へ郵送・持参　※いず
れも12月31日現在■内容＝医療
従事者の分布・就業実態把握のた
めの調査（2年に1回実施）■期限＝

3年1月15日㈮必着　※年末届は
足立保健所、保健センターで配布。
医療関係施設には12月中に送付■
提出・問先＝足立保健所�生活衛生
課�医薬衛生係　〒120-0011中央
本町1-5-3� ☎3880-5362

�

3年度	国民健康保険
加入世帯に発送する
封筒の広告募集
■規格等＝表3　※内容審査あり
■申込＝広告原稿、申込書を区へ
郵送・持参　※申込書は国民健康
保険課�資格賦課担当で配布するほ
か、区のホームページからもダウ
ンロード可■期限＝3年1月7日㈭
必着■申・問先＝国民健康保険課�
資格賦課担当� ☎3880-5240

�

あだち若者サポート
ステーションセミナー
■日時＝3年1月16日㈯、午後1時
～3時■対象＝就労を考えている
49歳以下の方■内容＝表情・髪型・
服装など、履歴書用の証明写真に
印象良く写るコツを学ぶ（撮影した
写真データは次回面談時に配布）
／あだち若者サポートステーション
の登録案内と利用方法の説明■定
員＝10人（12月11日から先着順）
■申込＝電話■場・申・問先＝あ
だち若者サポートステーション（月
～土曜日、午前10時～午後6時）　
千住3-6-12�ツオード千住壱番館
402� ☎6806-1401
■問先＝（区）就労・雇用支援係　
	 ☎3880-5469

�

女性の再就職支援セミナー
「『働いている私が好き』と言える
自分をめざそう」（2日制）
■日時＝3年1月20日㈬・27日㈬、
午後2時～4時■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝区内在住・在勤・在学
で再就職希望の女性■内容＝今の

自分に合った働き方を考える／面接
で印象を良くするポイントを学ぶ■
定員＝15人（12月11日から先着順）　
※保育あり（3年1月12日までに要
予約、6カ月～就学前の子ども、先
着5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、「女
性の再就職支援セミナー」をファク
ス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� FAX3880-0133

�

あだち子育て支援事業	
事業者募集
▪子ども預かり・送迎支援事業
■内容＝小学生以下の子どもを育
てている家庭に対する一時的な預
かり・送迎など
▪産前・産後家事支援事業
■内容＝産前6週～産後3カ月以内
の妊産婦がいる家庭に対する家事
支援

――いずれも――
■対象＝区内に事業所を有し、応

募資格に当てはまる法人■委託期
間＝3年4月1日～4年3月31日■申
込＝必要書類を持参　※応募資格
や必要書類など、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。■期限＝3年
1月12日㈫■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

�
シニア	生涯ワーキングセミナー
■日時＝3年1月13日㈬、午後1時
～3時45分■場所＝あだち産業セ
ンター■対象＝55歳以上で働く意
欲のある方■内容＝これからのライ
フプランニングとシニア世代の再
就職の考え方を学ぶ■定員＝20人
（12月11日から先着順）■申込＝
電話■申・問先＝（公社）長寿社会文
化協会（委託事業者）（12月29日～
1月3日を除く平日、午前9時～午
後5時）� ☎5843-7665
■問先＝東京しごとセンター�シニ
アコーナー� ☎5211-2335
（区）就労・雇用支援係
	 ☎3880-5469

表3　3年度	国民健康保険加入世帯に発送する封筒の広告規格等

掲載場所 規格
（縦×横〈㎝〉）

印刷枚数
（予定）

掲載
最低料金

決定・変更通知書用封筒 裏面全面 7.5×20 22万枚 30万円

更新保険証用封筒 裏面全面
7×20

12万枚 15万円

保険証用封筒 裏面全面 3万5,000枚 9万円

ストップ！ 食品ロス
問先	資源化推進係　☎3880-5027

STOP

　「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまった食品のこと。
区の元年度ごみの組成調査によると、未利用食品の廃棄は可燃ごみ全
体の3.6％(年間推計4,500t)で、区民一人あたり年間約6.5㎏（お茶

ちゃ

碗
わん

約50杯分）にもなります。身近な取り組みで食品ロスを減らしましょう。

パブリックコメント（区民意見募集制度）（12月・3年1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

足立区基本計画改定案・
足立区国土強

きょうじん

靱化地域計画案
12/10～1/8 政策経営課 政策経営担当

☎3880-5811足立区人口ビジョン改定案・第二期足立
区人口ビジョンを実現する総合戦略案

足立区国民保護計画修正（案） 12/17～1/15 災害対策課 災害対策係
☎3880-5836

今日から実践！　食品ロス３カ条
①捨てずに使いきり　食べられる部分まで捨てていませんか？
②残さず食べきり	　		家での調理も外食での注文も、食べきれる量だけ
③無駄なく買い物	　		買い物の前に冷蔵庫の中身をチェック

区オリジナル「もったいないレシピ」で食品使いきり！
　家庭で余りがちな食品をおいしく変身させる方法を料理
研究家・行

ゆきなが

長万
ま り

里先生が紹介。サンドイッチや一品料理な
ど簡単でおいしいものばかり。ぜひ一度お試しください。

フードドライブ常設窓口(未利用食品の回収)
　家庭で余った食品を地域の福祉団体などに寄附する「フードドライ
ブ」を実施中。日時など、くわしくは区のホームページをご覧ください。

ごみ減量推進課／あだち再生館／足立清掃事務所／
生涯学習センター(学びピア21内)／花畑地域学習センター

レシピなど、くわしくはコチラ▲

場所

区と協定したお得なアプリ
フードシェアリングサービス「T

タ ベ テ

ABETE」
　店舗で売れ残りそうな商品をアプリ上で割引して販売し、食品ロ
ス削減に貢献するエコでお得なサービスです。事業者の皆さんは廃
棄コスト削減に、区民の皆さんは普段のお買い物、仕事やお出かけ
の帰りなどにぜひご利用ください。�※現在の区内登録数は
10店舗。今後増加予定

NEW

アプリの登録など▶
くわしくはコチラ

登録
無料

店舗で商品受け取り

店舗・出品
情報を提供

アプリで決済

いつもより少し
お得にお買い物！

割安で出品

手数料(一律150円)を
差し引いて振り込み

今まで廃棄していた
商品が売り上げに！Point Point




