
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。

■対象＝あだちはじめてえほん引換券（1歳6カ月児向け）の有効期限が2年3月31日～3年3月31日までの方
※引き換え場所など、くわしくはお問い合わせください。■問先＝中央図書館 読書活動推進係　☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」引換券
の有効期限を1年間延長します

暮らし・まちづくりは、
3面からの続きです

暮らし・まちづくり

選挙は様々な方法で
投票が可能です

▪障がいなどのある方は
　郵便で投票ができます
■対象＝表1のいずれかに当てはま
り、自分で投票用紙に記入ができ
る方■内容＝「郵便等投票証明書」

の交付を受けることで、郵便での
投票が可能■申込＝本人または代
理人が表1のいずれかの手帳など
を持参　※確認後、申請書を配布。
申請書の氏名は本人の直筆が必
要。後日、「郵便等投票証明書」を
交付。証明書交付までに1カ月以
上かかる場合あり■申・問先＝選
挙管理委員会事務局 管理係
 ☎3880-5581
▪海外からの投票
■対象＝区の選挙人名簿に登録さ
れていて海外転出予定の方／海外
に3カ月以上住所を有する方■内

容＝在外選挙人名簿へ登録するこ
とにより、国政選挙（衆議院議員・
参議院議員選挙）に限り投票が可
能　※登録方法など、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＝
選挙管理委員会事務局 選挙係　　　　　　 
 ☎3880-5531

足立区ごみ出しアプリの
プッシュ通知機能停止

　3月31日をもってi
ア イ フ ォ ー ン

Phone版 は
「ごみ収集日」と「区からのお知ら
せ」が通知されなくなります。ご利
用いただいている皆様には、ご迷
惑をおかけし申し訳ありません。
　プッシュ通知停止後も、地域の直
近の収集日の表示など、そのほか
の機能は従来通り使用できます。　
※A

ア ン ド ロ イ ド

ndroid版はプッシュ通知機能を
含め、これまで通りすべて使用可■
問先＝ごみ減量推進課 事業調整係
 ☎3880-5301

「東六月町体験農園
プチテラス」利用者募集

■利用期間＝3年4月～4年2月■
場所＝東六月町体験農園プチテラス

（東六月町8）　※車での来園不可
■内容＝農業経験者による野菜の
作付け指導や講習会を受けながら、

野菜作りを体験　※作付けする野
菜は指導者が中心となって決定。
収穫した野菜は持ち帰り可。農作
業に必要な道具の貸し出しあり■
募集区画数＝25区画（抽選）　※1
区画24㎡■費用＝3万8,000円（種
苗費など）■申込＝住所、氏名、年
齢、電話番号、「体験農園」をハガ
キで送付■期限＝3月12日㈮必着
■申・問先＝東六月町体験農園プ
チテラス運営協議会　〒121-0831
舎人1-11-20 ☎3897-9553
■問先＝（区）緑化推進係
 ☎3880-5188

環境活動団体
オンライン講演会・交流会

■日時＝3月17日㈬、午後5時30
分～6時30分■対象＝環境問題な
どS

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

DGsに取り組んでいる個人・団
体・企業など■内容＝持続可能な
社会の実現のため、環境活動に取
り組む（一社）T

シ ン ク

hink t
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arthによる
講演「団体・企業のSDGsへの取り組
み」／区内団体・企業の環境活動事
例紹介／チャットなどによる交流■
定員＝20人程度（2月26日から先着
順）■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10日㈬■申・問先＝環境事業係
 ☎3880-5860

休日接骨院当番所（3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㈰
くまひげ整骨院（竹の塚1-32-1-102） 3860-6376

羽鳥整骨院（青井2-7-14） 3840-3623

14㈰
金内接骨院（六木1-1-13） 3629-8571

ふくだ接骨院（西新井1-19-7） 3855-6848

20㈷
加藤接骨院（花畑6-23-8） 3883-8525

森山接骨院（梅島2-3-16） 3849-4747

21㈰
多田接骨院（青井3-37-19 セザール五反野マンション102） 3886-4152

ひいらぎ接骨院（西新井5-6-6 高橋ハイツ103） 3896-0770

28㈰
あやせ駅前鍼灸接骨院（綾瀬3-6-6） 3629-3227

加藤接骨院（西新井4-37-13） 3857-9277
■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（3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

8㈪ ライフ竹の塚（西伊興4-1-22）午前9時30分～11時45分／午後1時15分～4時

13㈯ 竹ノ塚駅東口 午前10時～11時30分／午後1時～4時

24㈬ 綾瀬警察署（谷中4-1-24） 午前9時30分～11時30分／午後1時～4時

27㈯ 西新井駅西口 午前10時～正午／午後1時30分～4時

28㈰ 青井駅 駅前広場 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

▪区立保育園・認定こども園の非常勤職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 報酬月額（予定） 期限 申・問先

保育（日中保育）

保育・環境整備

週4日・1日6時間 15万279円

4/2㈮ 子ども政策課 保育人事計画担当
☎3880-8015

週5日・1日6時間 18万7,849円

保育（朝夕保育）
週6日・1日4時間（朝または夕方） 15万4,441円

週5日・1日6時間（朝または夕方） 20万3,364円

保育（延長保育） 週6日・1日4時間 15万7,191円

▪任期付職員
職種 勤務内容（例） 勤務条件 給与月額（予定） 期限 申・問先

最高データ統括
責任者補佐

デジタルデータの最適化を図る施
策についての支援・助言 週4日・30時間 40万円 3/4㈭ ICT戦略推進担当課 データ連携担当　　

　　☎3880-5648

人材募集コーナー ■雇用開始日＝5月1日　※対象や募集人数、勤務内容・条件など、
くわしくは区のホームページをご覧ください。区のホームページで
は、このほかにも募集情報をまとめて掲載しています。

表1　郵便等投票の対象
手帳などの種類 障がいなどの種類 障がいなどの程度

身体障害者手帳

両下肢／体幹／移動機能 1・2級

心臓／じん臓／呼吸器／ぼうこう／
直腸／小腸 1・3級

免疫／肝臓 1～3級

戦傷病者手帳
両下肢／体幹 特別項症～第2項症

心臓／じん臓／呼吸器／ぼうこう／
直腸／小腸／肝臓 特別項症～第3項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5
※身体障害者手帳に「社会生活活動制限」の記載がある方を除く
※ 表1に当てはまり、上肢障がい1級または視覚障がい1級の方は、代理人による

投票制度があります。投票方法など、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。



■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面左中を参照 5

■対象＝マイナンバーカードを所持している方（3月末までに申請した方も可）　※買い物・チャージによるポイント付与期限も同様。くわしくはお問い合わ
せください。■問先＝▷手続き…（区）マイナンバーカードダイヤル　☎5888-7336　▷そのほか…マイナンバー総合フリーダイヤル　  ☎0120-95-0178

マイナポイントの申込期限が
3月末から9月末へ延長されます

区民企画講座
「『聞く力』と『ほめる力』で
パートナーシップ改革」

■日時＝3月20日㈷、午後2時～
4時■場所＝エル・ソフィア■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内
容＝お互いの人格を尊重した対等
な関係を築くために、「アドバイス」
と「傾聴」の違いを知り、相手の良
いところを言語化する練習をする
■定員＝15人（2月26日から先着
順）　※保育あり（3月11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、「パートナーシップ改革」をファ
クス■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX 3880-0133

子どものための科学体験　
連続講座・前期 受講生募集

■日時等＝表2■場所＝ギャラク
シティ■申込＝窓口／区のホーム
ページから専用フォームに入力／
氏名、電話・ファクス番号、希望コー
ス名をファクス■申込期間＝2月26
日～3月7日■申・問先＝青少年課 
家庭教育係　
☎3880-5273 FAX 3880-5641

オンライン 生活の科学教室
「大豆から豆腐をつくってみよう」

■日時＝3月27日㈯、午後1時30
分～4時■対象＝区内在住・在勤・
在学で小学生以下の方と保護者　
※きょうだいの同席可（1人まで）■
内容＝オンラインで講師の説明を
受けながら、大豆から豆腐を作り、
大豆の成分や食品添加物について
学ぶ■定員＝5組（抽選）■申込＝区
のホームページから専用フォーム
に入力　※1組1回のみ申し込み可
■期限＝3月7日㈰■申・問先＝消
費者センター ☎3880-5385

陶芸体験教室
■日時＝3月20日㈷、午前10時～
11時30分／午後1時～2時30分
■場所＝都市農業公園■対象＝区
内在住・在勤・在学の方■内容＝
自由作品を1人1点作る　※作品

催し物
※ 先着順で、特に記載が

ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

ドトールコーヒー出張講座
「コーヒーから見るS

エスディージーズ

DGs」
■日時＝3月21日㈰、午後2時～4
時■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝コーヒーのおいしい
淹

い

れ方を学ぶ／環境や生産者の労
働状況に配慮した原材料の調達や
リサイクルなど、コーヒーにまつわ
るSDGsを考える■定員＝18人（抽
選）■費用＝300円（材料費）■申込
＝電話／窓口／住所、氏名、電話
番号、「コーヒー」をファクス・ハガ
キで送付　※1人1回のみ申し込み
可■期限＝3月16日㈫必着■場・
申・問先＝あだち再生館（月曜日、
祝日休館）　〒120-0011中央本町
2-9-1
☎3880-9800 FAX 3880-9801

の引き渡しは5月中旬以降■定員
＝各8人（抽選）■費用＝500円（材
料費）■申込＝全員の住所・氏名

（フリガナ）・年齢・電話番号、希望
時間、「3月20日陶芸体験教室」を
往復ハガキで送付　※返信面にも
宛名を記入。1通で2人まで。1人
1回のみ申し込み可■期限＝3月
10日㈬必着■申・問先＝障がい福
祉センターあしすと 社会リハビリ
テーション室　〒121-0816梅島
3-31-19 ☎5681-0131
 桜花亭「大人のための

はじめてのオカリナ講座」
（6日制）
■日時＝4月～6月の第1・3・5水
曜日（5月5日を除く）、午後1時～
2時20分■対象＝18歳以上の方■
内容＝指づかいや息の出し方など、
オカリナの基礎を学ぶ■定員＝10
人（3月2日、午前9時から先着順）
■ 費 用＝6,300円（教 材 費 など）　
※楽器購入の方は別途1,100円■
申込＝電話／窓口■場・申・問先
＝桜花亭 ☎3885-9795

審議会等の公開（3月分）
　日時など、変更になる場合があります。傍聴方法など、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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区地域自立支援
協議会 本会議 5㈮ 午後1時～3時

障がい
福祉

センター
あしすと

障がい福祉センターあしすと
地域生活支援担当

☎5681-0132

足立区建築審査会 10㈬ 午後2時30分
～4時30分

区役所

建築調整課 用途照会係
☎3880-5943

足立区地域保健福祉
推進協議会
子ども支援専門部会

17㈬ 午後2時
～3時30分

子ども政策課 
子ども・子育て支援制度担当

☎3880-5795

足立区環境基金審査会 24㈬ 午後2時～5時 環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

足立区地域保健福祉
推進協議会 25㈭ 午後2時～4時 福祉管理課 調整担当

☎3880-6223

足立区ユニバーサル
デザイン推進会議

26㈮
午前10時～正午

都市計画課
ユニバーサルデザイン担当

☎3880-5768

足立区環境審議会 午後3時～5時 環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

足立区情報公開・
個人情報保護審議会 29㈪

午前10時～正午

区政情報課 情報公開担当
☎3880-5225

足立区成年後見制度
審査会 30㈫

高齢福祉課 
権利擁護推進係

☎3880-5982

宿泊施設インフォメーション（5月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表3■対象＝区内在住・在勤の方、その同伴の方など　
※1人のみや、未成年のみでの利用不可■利用料金＝大人1泊2食
3,650円など■申込＝抽選申し込みハガキを利用施設に郵送　※抽選
申し込みハガキは区民事務所、地域学習センターなどで配布■申込期
間＝3月1日～10日消印有効　※3月15日以降に抽選結果を通知。抽
選の結果空室がある場合は、4月1日～利用希望日の3日前までに電話
または代表者の住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・ファクス番号、
利用人数、希望日をファクスにて申し込み（先着順）
表3　宿泊施設利用日等（5月分）

利用施設 利用できる日 受付時間

鋸南自然の家（予約専用）
☎0470-55-4770　 FAX 0470-55-4720 1～5・8・15・

22・29
平日、
午前9時～午後5時日光林間学園（予約専用）

☎0288-53-3681　 FAX 0288-54-1661
※ 学校などの利用により、空室が少ない場合や体育館の使用ができない場合

があります。くわしくは、各施設にお問い合わせください。

　投票の結果、文教大学東京あだちキャンパス北側に架かる人道橋
（4年完成予定）の名称が「花瀬橋」に決定しました。ご投票ありがと
うございました。

新しい橋の名称が「花
は な

瀬
せ

橋
ば し

」に決定 ！
■問先＝まちづくり課 東部地区係　☎3880-5441

表2　子どものための科学体験連続講座・前期 日時等

コース名 日時 対象 内容 定員
（抽選）

科学工作
（5日制）

4月～8月の第2日曜日、
午前10時～11時30分

小学3年生
～中学生
※ 小学3・4

年生は保
護者同伴

電子ブランコとラジ
オを作る

各
10人

プログラミング
（5日制）

4月～8月の第2日曜日、
午後2時～3時30分

ロボットを使ってプ
ログラミングの基礎
を学ぶ

科学ブロック
（5日制）

4月～8月の第4日曜日、
午後2時～3時30分

「レゴ® WeDo2.0
セット」を使って、ロ
ボットを組み立てて
コントロールする

星空観察
（4日制）

4/24、5/22、6/26、
7/17、いずれも土曜日、
午後7時～8時30分

小学生と
保護者

望遠鏡や双眼鏡で星
空観察を体験する 10組

完成予想図

「足立区花畑地区」と「草加市瀬崎地区」から一文字ずつとって
付けられました。名称の由来

橋の
設置場所花瀬橋

文教大学
東京あだちキャンパス

（足立区花畑5）

谷塚駅

竹ノ塚駅

国
道
４
号


