
2021年（令和3年）3月10日（第1850号） https://www.city.adachi.tokyo.jp/

日付（2/16〜26） 16 17 18 19 22 24 25 26
測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07

▪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

2

善行
▪善行
稲子彩（渕江中学校3年生）

文化
▪かるた
森心琴（本木小学校4年生）
▪スピーチ
孫千愛（保木間小学校2年生）
▪バイオリン
孫欣宇（千寿小学校3年生）
▪ピアノ
石川文隆（青井小学校1年生）
石﨑なーしゃ（大谷田小学校3年生）
尾﨑薫（東伊興小学校2年生）
金杉咲希（六木小学校1年生）
佐久間志帆（皿沼小学校3年生）
田仲梨紗（加平小学校1年生）
東海林佑衣（梅島小学校2年生）
中村駿吾（東渕江小学校6年生）
林さつき（千寿第八小学校5年生）
人見心奈（竹の塚小学校4年生）
馬夢妍（千寿本町小学校4年生）
松本真瑛（皿沼小学校6年生）
松本志哉（加賀中学校3年生）
村瀬綾望（千寿第八小学校4年生）
若菜春希（皿沼小学校3年生）
渡邉めぐ（青井小学校6年生）
▪ペン習字
寺田愛琳（西新井中学校2年生）
松井千明（西新井小学校3年生）
▪絵画
青木真央（亀田小学校5年生）
大滝美音（加平小学校6年生）
小川杏純（鹿浜第一小学校4年生）
工藤旺介（東綾瀬小学校2年生）
段ようこ（竹の塚小学校3年生）
堀若菜（島根小学校6年生）
▪環境日記
細貝桃奈（千寿小学校6年生）
▪作詩
五十嵐埜（中島根小学校3年生）
出口凛（寺地小学校3年生）
▪作文
荒木結菜（第一中学校1年生）
カノネロミユキ（伊興中学校3年生）
住永萌（渕江中学校3年生）
細谷美音（東島根中学校3年生）
松下瑠海（第一中学校1年生）
御山理子（第四中学校1年生）
和田志織（第九中学校3年生）
▪自由研究
出口凛（寺地小学校3年生）
▪書道
冨田百合（第十一中学校2年生）
▪調べ学習
新井颯真（長門小学校6年生）
尾﨑仁美（長門小学校3年生）
小澤理太（第一中学校2年生）
紺野菜々美（第十中学校3年生）
篠田魁蓮（渕江小学校4年生）
近久和希（東綾瀬中学校2年生）
冨松風斗（西新井第一小学校5年生）

松前昂暉（第四中学校2年生）
森本唯来（長門小学校6年生）
山本成夏（亀田小学校4年生）
▪吹奏楽
第九中学校吹奏楽部Ｂ
花畑西小学校金管バンド部
▪短歌
五十嵐あんず（第四中学校1年生）
川本歩実（弘道第一小学校3年生）
牧野結人（西新井第二小学校5年生）
百瀬瑛斗（足立小学校5年生）
▪読書感想文
工藤旺介（東綾瀬小学校2年生）
▪俳句
江川夢（渕江小学校2年生）
堀澤美汐（長門小学校6年生）
▪版画
東野未来（加平小学校5年生）

スポーツ
▪サッカー
葊川怜吾（辰沼小学校6年生）
▪チアリーディング
品川月泉（加平小学校6年生）
地引那奈（花畑西小学校6年生）
▪テコンドー
鈴木孝周（梅島第二小学校2年生）
鈴木秀和（第九中学校1年生）
TEAM-S 足立興野チーム 
▪テニス
奈良恒輝（亀田小学校5年生）
▪バトントワリング
小須田レア（千寿本町小学校2年生）
正岡瑞佳（第四中学校2年生）
水野明莉（東渕江小学校4年生）
米山美悠（栗島小学校3年生）
リトル・マーメイド セサミ
▪モータースポーツ
柴崎尊（古千谷小学校1年生）
▪ランバイク
伊藤快理（東伊興小学校1年生）
▪レスリング
永井琥一朗（綾瀬小学校5年生）
▪空手
安藤澪（梅島小学校3年生）
石川耀二朗（弥生小学校3年生）
加藤友粋（亀田小学校3年生）
小林建太（花畑小学校4年生）
小松珠夏（中川小学校6年生）
小松絆夏（中川小学校1年生）
鈴木健太（第四中学校3年生）
仲澤紅瑠美（渕江中学校3年生）
松﨑姫菜（東綾瀬中学校2年生）
箕川陽花（梅島第一小学校3年生）
山口結衣（東綾瀬中学校1年生）
渡辺彩（扇小学校4年生）
▪水泳
浅輪帆花（長門小学校6年生）
川西咲依（西新井小学校4年生）
▪相撲
倉持裕羽（新田中学校1年生）
▪卓球
杉田蓮（弘道小学校6年生）
▪野球
レッドファイヤーズ
▪陸上
北山俊太朗（千寿第八小学校6年生）
関悠生（長門小学校5年生）
増田陸斗（第十一中学校2年生）

文化
▪ピアノ
荒川乃愛（新田小学校4年生）
荒野花音（舎人第一小学校5年生）
五十嵐巴南（足立小学校2年生）
江原蓮（島根小学校6年生）
大滝響生（加平小学校3年生）
大町苺央（第九中学校1年生）
金古映美（西新井第二小学校3年生）
熊倉杏（入谷南中学校1年生）
佐取瑚乃愛（千寿桜堤中学校3年生）
田中優菜（舎人第一小学校6年生）
服部咲希（栗原小学校3年生）
吉川乃愛（東伊興小学校4年生）
▪絵画
青木遊菜（綾瀬小学校6年生）
近藤玲芦（第十中学校2年生）
紺野菜々美（第十中学校3年生）
孫千愛（保木間小学校2年生）
日和佐知世（弘道第一小学校5年生）
松崎葵子（第十中学校2年生）
村山真優（千寿本町小学校4年生）
▪作文
片山愛梨（入谷中学校3年生）
菅野桃子（第十一中学校3年生）
酒井開都（綾瀬小学校6年生）
相樂すみれ（千寿小学校6年生）
髙野晶帆（伊興中学校3年生）

田日菜子（第十四中学校3年生）
▪作曲
和田志織（第九中学校3年生）
▪将棋
吉川佳祐（千寿本町小学校6年生）
▪書道
石崎里奈（千寿双葉小学校4年生）
栗田咲良（千寿第八小学校3年生）
小林愛佳（興本小学校6年生）
塩野心菜（東伊興小学校4年生）
夛田茉雪（東伊興小学校3年生）
田中美咲（伊興小学校6年生）
中台一路（伊興小学校5年生）
八⻆紗世（本木小学校4年生）
道下凛杏（本木小学校4年生）
脇島未羽（東伊興小学校2年生）
▪吹奏楽
第九中学校吹奏楽部Ａ
▪短歌
荒井一裟（西新井第二小学校6年生）
井上寛翔（第四中学校1年生）
榎本日海（梅島第一小学校4年生）
小笠原透馬（梅島第一小学校4年生）
奥西詠巳（足立小学校6年生）
門田琉花（足立小学校5年生）
川元海正（西新井第二小学校6年生）
古川輝空（弘道第一小学校6年生）
築山天音（梅島第一小学校6年生）
▪俳句
石田龍二（第四中学校2年生）
押谷桃子（梅島小学校4年生）
関根佑斗（第十二中学校3年生）
髙梨彩夢（第十三中学校3年生）
牧野結人（西新井第二小学校5年生）
森川凱斗（中川小学校5年生）

スポーツ
▪ダンス
三浦瑠音（東綾瀬中学校3年生）
▪チアダンス
三浦瑠音（東綾瀬中学校3年生）
CHEER & DANCE team Crystal 
Sparks BRIGHTS
▪トランポリン
阿久津瑛拓（北鹿浜小学校6年生）
▪バトントワリング
梅津天音（東加平小学校4年生）
坂下恋羽（栗島小学校5年生）
瀧千愛里（東加平小学校6年生）
太附結芽（東加平小学校4年生）
春田華奏（千寿本町小学校4年生）
▪空手
石原諒己（花畑小学校3年生）
石山詢之助（宮城小学校3年生）
加藤海翔（六月中学校3年生）
金村珊空（花畑小学校4年生）
金村空采（花畑小学校2年生）
小森隼人（綾瀬小学校6年生）
塩生海斐（花畑第一小学校5年生）
堀歓人（鹿浜五色桜小学校5年生）
堀美歌（鹿浜五色桜小学校3年生）
森楓斗（西新井第二小学校6年生）
和田柚瑠（亀田小学校4年生）
第四中学校空手部
▪柔道
伊藤裕次郎（第九中学校2年生）
小柴愛梨奈（中川小学校6年生）
田中歩佳（西新井第一小学校4年生）
▪新体操
岩元心優（花畑中学校3年生）
大井美結（花畑中学校2年生）
星野メリア（第七中学校1年生）
牧野莉瑚（花畑中学校3年生）
若林亜海（花畑中学校2年生）
花畑中学校新体操部２学年団体 
▪水泳
羽田安吾（新田小学校3年生）
▪相撲
平一恋（弘道小学校4年生）
▪体操
七原隆之助（梅島第二小学校5年生）
▪野球
橋本響（東綾瀬中学校3年生）
▪陸上
宇都宮光希（江南中学校3年生）
江場妃菜里（東綾瀬小学校5年生）
大竹莉美子（第十四中学校2年生）
大室隼人（第十二中学校3年生）
岡田大空（長門小学校4年生）
柏井心乃（第十一中学校2年生）
小坂羽輝（第十二中学校2年生）
蔡嶺応（大谷田小学校4年生）
茂野葉湖（第十一中学校3年生）
滝本優羽（大谷田小学校6年生）
多比良京弥（弘道小学校5年生）
前橋莉桜（北三谷小学校6年生）
第十一中学校女子
第十一中学校男子
▪K-1
箕川葉琉（梅島第一小学校5年生）

区長褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績
などを基準とし、特に優秀な成績
を収めた児童・生徒が対象

教育委員会褒賞
大会規模・予選の有無・大会成績
などを基準とし、優秀な成績を収
めた児童・生徒が対象

令和2年度 足立区教育委員会
児童・生徒褒賞 受賞者一覧

　様々な文化行事やスポーツ大会などで優
秀な成績を収めた児童・生徒を褒賞してい
ます。中でも特に優秀な成績の児童・生徒
には、区長褒賞を贈っています。
問先 学校支援課 庶務係　  ☎3880-5961

（敬称略／個人・団体別50音順）



■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面左下を参照 3

■内容＝2年4月～3年3月分を3月15日ごろ届出口座に
振り込み■問先＝障がい給付係　　　  ☎3880-5472

心身障がい者自動車
燃料費助成の定例払い

◯◯◯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）

子育て・教育は、
4面に続きます

子育て・教育

 

小学校に入学する子どもの
保護者に4月から利用できる
医療証を送付

■対象＝平成26年4月2日～27年
4月1日生まれの子ども■内容＝令
和3年4月1日から 乳 医療証（乳幼
児医療証）を子 医療証（子ども医療
証）に切り替え　※対象者の保護者
に、 子 医療証を3月中旬に送付。
乳医療証は窓口または郵送で返却
■問先＝親子支援課 児童給付係

　☎3880-6492

 

中学校を卒業する
子どもなどの医療証は
返却してください

■対象＝子 医療証（子ども医療証）
を持つ、平成17年4月2日～18年
4月1日生まれの方／ 親 医療証（ひ
とり親家庭等医療証）を持つ、平成
14年4月2日～15年4月1日生まれ
の方と保護者■内容＝医療費助成
が3月31日で終了　※医療証は窓
口または郵送で返却。身体障害者
手帳、愛の手帳、精神障害者保健
福祉手帳を持っている方は、 障 受
給者証（心身障害者医療費助成受
給者証）の対象になる場合がありま

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。■問先＝▷子 医療証…親子
支援課 児童給付係

☎3880-6492
▷親 医療証…親子支援課 親子支
援係 ☎3880-5883
▷障 受給者証…（身体・知的）障が
い福祉課 障がい給付係
 ☎3880-5472

（精神）中央本町地域・保健総合支
援課（足立保健所内）
 ☎3880-5358

「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3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、一部施設は利用制限を行っています。また、
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。

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（ホームページは原則平日に更新）。

国民健康保険料の減免制度の申請期限は3月31日
■問先＝（区）国民健康保険課 資格賦課担当　　　　　　　  　　　　　　　　　  　☎3880-5240

 確定申告および特別区民税・都民税の申告期限は4月15日に延長
■問先＝▷確定申告…足立税務署　　　　　☎3870-8911／西新井税務署　　　　　☎3840-1111

▷特別区民税・都民税…(区)課税課 課税第一係～第四係　☎3880-5230～2／3880-5418

　郵送での提出にご協力をお願
いします。申請・申告方法など、
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。 ※いずれも消印有効

■問先＝生涯学習支援第二係
　☎3880-5468

3月31日㈬は館内整備のため
東和地域学習センターを休館

▪65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方
　国からのワクチン供給が遅れているため、状況に応じて接種券を順
次送付します。接種の予約には接種券に記載の予約受
付番号が必要です。なお、予約はインターネットまた
は電話で行っていただきます。

最新情報は区のホームページへ▶

▪ 16～64歳で基礎疾患を有する方
　対象となる基礎疾患や予約方法などの最新情報は、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。
▪高齢者施設などの従事者
　状況により手続きの方法が異なりますので、くわしくは勤務先にご
確認ください。

区内での感染者の発生状況（3月2日時点）

（週単位計）  週単位計（水曜日～火曜日）／人
 総数／人

★… 2年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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【週単位の感染者数および総数★】

3年1月

5,537
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ワクチンの
優先接種対象

614人

2,104人

直近の5週間

12月23日～
1月26日の5週間

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。

1週毎の人口10万人あたりの新
規陽性者数では、区の数値は
都を下回っていますが、国を上
回っています。

約7割減少

期間を
空けて

2回接種

接種には
予約が
必要

費用無料

　予約受付開始日やそのほかの方のスケジュールなどは、決まり次第区のホームページやあだち広報でお知らせします。




