
援助が必要な方のためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお願いします。■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　 FAX3880-0041

気づいてください
ヘルプマーク

2021年（令和3年）4月10日（第1853号） https://www.city.adachi.tokyo.jp/8

暮らし・まちづくり

コロナに勝つ ポイ捨てに喝
春のごみゼロ地域清掃活動

　「春のごみゼロ地域清掃活動 ま
ちの元気はキレイから」と題し、5
月30日の「ごみゼロデー」を中心と
したおおむね2カ月の間、全区的
に清掃活動に取り組みます。
　まちにマスクや空き缶などのポ
イ捨てが増えています。小さい子

どもが触れる恐れもあり、大変危
険です。自宅の周辺や身近な道路
などでごみ拾いを行い、まちをキ
レイにし、みんなの笑顔を守りま
しょう。ごみを拾うときはマスク着
用のうえ、密に注意し、素手でご
みに触れないようお願いします。
　団体での活動にはごみ袋などの
進呈があります。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＝美
化推進係 ☎3880-5856

興本住区センターの改修に
伴う興本区民事務所の仮移転

■期間（予定）＝5月6日～4年5月■

移転先＝本木北町11-14　※区の
ホームページに簡略図を掲載■問先
＝興本区民事務所 ☎3889-0457

こころのケア講座「ヨガで心
と体を整えよう」（2日制）

■日時＝5月14日㈮・21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
で対人関係や心に悩みがある20歳
以上の女性■内容＝ヨガを通して、
自己肯定感を育むためのセルフケ
アの手法などを学ぶ■定員＝20人

（4月12日から先着順）　※保育あ
り（5月6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、「こころのケ

ア講座」をファクス■申・問先＝男
女参画プラザ
☎3880-5222 FAX 3880-0133

北清掃工場建替事業の
環境影響評価書案に係る
見解書の縦覧など

■縦覧期間＝4月14日～5月6日の
平日、午前9時30分～午後4時30
分■縦覧・閲覧場所＝生活環境保
全課／新田区民事務所
▪ 都民の意見を聴

き

く会
■日時＝5月20日㈭、午後1時30
分開始　※1時から傍聴券を配布
■場所＝北区赤羽会館（北区赤羽
南1-13-1）■申込＝不要　※当日
直接会場へ■問先＝（都）環境政策
課 ☎5388-3453

――いずれも――
■問先＝（区）公害規制係　
 ☎3880-5304

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

手話講習会 受講生募集

表2　手話講習会 日時等
コース名 日時 場所 対象（区内在住・在勤・在学の方） 内容　 定員

初級
6/2～4年3/2の水曜日
▷昼クラス…午前10時～正午
▷夜クラス…午後7時～9時

竹の塚
障がい福祉館

義務教育を修了し、手話を初めて学習する
方

基礎的な手話技術と聴覚障がい
について学ぶ 各25人（抽選）

中級
6/3～4年3/3の木曜日
▷昼クラス…午前10時～正午
▷夜クラス…午後7時～9時

総合ボランティア
センター

義務教育を修了し、簡単な日常会話程度の
手話技術がある方

手話の文法を習得し、聴覚障が
いの福祉や制度などを学ぶ

各20人
（5/13㈭に選考試験あり）

上級 5/29～4年3/5の土曜日
午前10時～正午　

18歳以上で、中級コース修了程度の手話
技術があり、手話通訳者をめざす方

手話通訳の技術と心構え、ソー
シャルワークの概論などを学ぶ

10人
（5/8㈯に選考試験あり）

養成
5/30～12/26の日曜日、
6月～10月の第3土曜日
午後2時～4時

18歳以上で、上級コース修了程度の手話
技術があり、手話通訳者全国統一試験の
合格をめざす方

手話通訳の理念と仕事、手話通
訳者の健康管理などを学ぶ

10人
（5/15㈯に選考試験あり）

※年齢は3年4月1日現在。講習は40回程度（養成コースは30回程度）。日時・場所は変更になる場合あり。教材の実費（1,000円～7,000円程度）負担あり

■問先＝（区）障がい福祉係
☎3880-5255養成上級中級初級

■日時等＝表2■申込＝住所、区外在住の方は勤務先または学校名・所在地、氏
名（フリガナ）、年齢、電話番号、希望コース（初級・中級はクラスも選択）を往復
ハガキで送付　※返信面にも宛名を記入■期限＝4月19日㈪消印有効

■申・問先＝NPO法人デフ・サポート足立（区委託事業者）（4月
12日～19日〈18日を除く〉、午前10時～午後4時）　〒121-0813
竹の塚6-9-4 飯田ビル4階　　 ☎5856-4819　 FAX 5856-4818

■日時等＝表1　※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　FAX3880-5617　HP https://www.gikai-adachi.jp
表1　4月・5月の区議会 日時等

日時 会議名
4/15㈭

午前10時
総務委員会

4/16㈮
区民委員会

午後1時30分 産業環境委員会
4/19㈪

午前10時
厚生委員会

4/20㈫
建設委員会

午後1時30分 文教委員会
4/21㈬

午前10時
交通網・都市基盤整備調査特別委員会

4/22㈭ 子ども・子育て支援対策調査特別委員会

4/23㈮
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
5/17㈪ 午前10時 議会運営委員会

4月・5月の区議会

■問先＝（区）オリンピック・パラリンピック担当　   　 ☎3880-5492

がんばれオランダ ！
オランダフェス i

イ ン

n 北千住駅
　JR東日本が東京2020大会機運醸成イベントを各地で実施してい
ます。北千住駅（南改札外コンコース）では、区がホストタウンとなっ
ているオランダの応援イベントが開催されます ！
■日時＝4月24日㈯・25日㈰、午前10時～午後5時■内容＝ボッチャ
などのパラスポーツ体験／オランダ酒場（オランダに関連する飲食物
の提供） など■申込＝不要　※当日直接会場へ

足立区とオランダの交流
　区は共生社会の実現のため、2017
年からオランダと交流を重ねていま
す。これがきっかけとなり、2019年
にホストタウンに登録されました。

▪ 花畑地域の小学生が育てたチューリップが北千住駅を彩ります
　感染症の影響で2年度は交流ができなかった
ため、オランダ応援の気持ちを込めて小学生
が育てたチューリップ（区の花、オランダの国
の花）を4月24日㈯～27日㈫に南改札外コン
コースで展示します。ぜひ、ご覧ください。

くわしくはコチラ▲

▲ 事業開始後初の交流で子どもたちか
ら熱烈な歓迎を受ける、パラ卓球・
金メダリストのケリー選手

▲ 子どもたちとリレーを楽しむ、欧州
選手権パラ陸上（400ｍ）・銀メダリ
ストのゲルト・ヤン選手



■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 9

環境基金助成の対象となる
環境貢献活動を募集

■対象＝区内在住の方／区内で活
動する事業者・団体■内容＝新た
に取り組む、またはすでに取り組
んでいて拡充する環境貢献活動に
対して助成金を支給■助成額＝対
象経費の2分の1（上限1,000万円）　
※審査あり。全額助成が認められ
る場合あり■期限＝5月31日㈪必
着　※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＝環境政策課 計画推進係  
 ☎3880-6049

一般施設の
マネジメント計画を策定

　平成29年に策定した公共施設等
総合管理計画に基づく「一般施設の
マネジメント計画」を策定しました。
住区センターや保育園など、全
430施設の維持管理や更新などの

取り組みをまとめています。 　※く
わしくは区のホームページをご覧く
ださい。■問先＝中部地区建設課 
事務調整担当 ☎3880-5978

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）

ペットボトルで
顕微鏡を作ろう

■日時＝4月25日㈰、午後2時～4
時■対象＝小学生と保護者■内容
＝ペットボトルで顕微鏡を作りなが
ら、プラスチックのリサイクルにつ
いて学ぶ■定員＝10組（抽選）■費
用＝100円（材料費）■申込＝電話
／窓口／住所、氏名、電話番号、

「顕微鏡」をファクス・ハガキで送
付　※1人1回のみ申し込み可■期
限＝4月20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

みどりの学び場「春夏に行う
身近な木の手入れ方法」

■日時等＝▷都市農業公園（20人）
…5月26日㈬、午後1時30分～4
時30分　▷区役所前中央公園など

（10人）…27日㈭、午前9時～正
午　※いずれも抽選■対象＝区内
在住の方■内容＝家で育てている
身近な木の手入れ方法の基本講
義／公園での剪

せ ん て い

定などの体験■
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）、電話番号、希望日、「春夏
に行う身近な木の手入れ方法」を区

へ往復ハガキで送付　※返信面に
も宛名を記入。1人1回のみ申し込
み可■期限＝5月7日㈮必着■申・
問先＝みどり推進課 みどり事業係
 ☎3880-5919

催し物は、
10面に続きます

　太陽光発電システムをはじめとした、省エネ生活を応援する様々な補助
制度を活用し、地球にもお財布にもやさしい省エネ生活を始めましょう。　
※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＝環境政策課 管理係　　　　　☎3880-5935

都では、「家庭のゼロエミッション行動推進事業
（省エネ性能の高い家電などの買い替えに対し、
ポイントを付与する事業）」を実施しています。

省エネルギー機器等の補助制度

※先着順。補助予定件数は目安（予算に達した時点で終了）。補助金額は1,000円未満切り捨て
★1…�太陽光発電システムに関する相談や工事、アフターサービスなど、安心して利用できるお店を

「そらとつながる店（そらつな店）」として登録し、区のホームページで紹介中

音楽のあふれる街A
あ だ ち

DACHI
「クラシック音楽って楽しい」をすべての人々に

■日時＝6月5日㈯、午後2時開演■内容＝区内在住ソプラノ歌手・
大
お お ま え け い

前恵子
こ

プロデュースによる、国内外で活躍する区出身の女性指揮
者・齋

さ い と う

藤友
ゆ か り

香理と仲間の音楽家たちが出演するクラシック名曲コン
サート■定員＝450人■費用＝▷前売り…3,000円　▷当日…3,500
円　※3歳～高校生は前売り1,500円・当日2,000円。2歳以下の子
どもは入場不可

島
し ま

津
づ

亜
あ や

矢 歌
う た か い

怪獣
じゅう

襲来ツアー2021
■日時＝6月28日㈪、正午／午後4時開演■内容＝演歌から洋楽・J
ポップまで、抜群の歌唱力と艶

あ で

やかな声で観客を魅了する演歌の申
し子・島津亜矢によるコンサート■定員＝各902人■費用＝6,800円
※友の会会員の前売り価格は6,300円。就学前の子どもは入場不可

――いずれも――
※先着順。30分前開場。全席指定■場所＝西新井文化ホール■申込＝
窓口／ホームページから専用フォームに入力■申先＝ギャラクシティ
／地域学習センター など　※当日はギャラクシティのみ■問先＝
ギャラクシティ　　  　☎5242-8161　 HP https://galaxcity.jp/

補助対象品目 補助金額／予定件数 申込期間

太陽光発電システム★１・太陽熱利用システム
■対象＝個人・事業者・集合住宅

▷太陽光発電システム…�対象経費の3分の1または1k
キロワット

Wあたり6万円（上限：住宅・事業
者24万円、マンション管理組合60万円、公益的施設120万円）　

▷太陽熱利用システム…�対象経費の3分の1または集熱器の面積1㎡あたり3万円（上
限10万円）★2
※予定件数は計181件。いずれも、どちらか低い額を補助

4/12～4年2/28
※設置後に申請蓄電池・H

ヘ ム ス

EMS
■対象＝個人

対象経費の3分の1（上限5万円）／180件

雨水タンク
■対象＝個人 対象経費の3分の1（上限1万5,000円）／5件

家庭用燃料電池システム（エネファーム）
■対象＝個人 5万円／50件

集合住宅・事業所等LED照明
■対象＝集合住宅・中小企業者など 対象経費の3分の1（上限30万円）／100件

4/12～4年1/31
※�改修工事前に申請

省エネリフォーム（ガラス・窓・断熱材・遮熱塗装）
■対象＝個人 対象経費の3分の1（上限5万円）／200件

節水型トイレ
■対象＝個人 対象経費の3分の1（上限3万円）／160件

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・
燃料電池自動車・ミニカー・電動バイク
■対象＝個人・中小企業者など

10万円（ミニカー・電動バイクは2万円）／93件 4/12～4年2/28
※�購入・初度登録後に申請

生ごみ処理機・コンポスト化容器
■対象＝個人 対象経費の2分の1（上限1万5,000円）／126件 通年　※購入後に申請

★2…�区内事業者と契約して設置した場合、補助金額を
2割増額

エアコン★購入費 補助
　気候変動による暑さ対策として、エアコン★

購入費の補助を開始します。助成には購入前
の現地調査が必要です（要電話予約）。くわし
くはお問い合わせください。
★…資源エネルギー庁が定める省エネ基準達成率100％以上の製品
■対象＝エアコンが未設置または故障などで同程度の状況にある65
歳以上の方のみの世帯　※年齢は４年４月１日現在。1世帯1回限り
■補助金額＝７万円（上限）■予定件数＝220件■期限＝4年2月28
日㈪■問先＝環境政策課 管理係　　　　　　　   　☎3880-5935

高齢世帯向け
の暑さ対策 ！ NEW


