
子どもの行動範囲が広がる夏休みは、交通事故が多発します。特に小学生は、自転車運転中の事故が増える傾向にあり
ます。ルールとマナーを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。■問先＝交通対策課 推進係　　☎3880-5912

なくそう、子ども
の交通事故

■期間等＝▷3号（西新井・舎人線）／4号（区役所・鹿浜線）／7号（西新井・六木線）…8月10
日㈫～15日㈰　▷そのほか…8月13日㈮～16日㈪■問先＝交通計画係  　　☎3880-5718

お盆期間中の「はるかぜ」は
休日ダイヤで運行します

20212021年（令和3年）77月2525日（第18601860号）6 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

福祉・高齢医療

発達障がいについての
保護者の学習会（ペアレント
トレーニング）（7日制）

■日時＝10月～4年1月の平日（月
2回程度）、午前10時～正午■対
象＝区内在住で発達障がい特性
のある小学生の保護者■内容＝学
齢期の発達障がいの特性や家庭
での対応を学ぶ■定員＝10人（抽
選）■申込＝電話／申込書を郵送・
持参　※申込書はこども支援セン
ターげんき 支援管理課で配布する
ほか、区のホームページからもダ
ウンロード可■期限＝8月6日㈮必
着■場・申・問先＝こども支援セ
ンターげんき 支援管理課 発達支
援係　〒121-0816梅島3-28-8
 ☎5681-0134

公募・ボランティア

初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会

（4日制）
■日程等＝▷エル・ソフィア…9月
23日㈷　▷総合スポーツセンター
…25日 ㈯・26日 ㈰、10月2日 ㈯
■時間＝午前9時30分～午後5時
30分■対象＝区内在住・在勤・在
学で18歳以上の方■内容＝障がい
者スポーツの楽しさを伝えるため
に必要な基礎知識や技術を身につ
ける　※（公財）日本障がい者スポー
ツ協会公認資格「初級障がい者ス
ポーツ指導員」取得可■定員＝25
人（抽選）■費用＝3,500円（テキス
ト代）　※資格取得を希望する方

債務の履行と認められるものを除
く）などもできません。
　有権者がこれらを求めることも禁
止されていて、強要すると処罰され
ます。また、答礼のための自筆によ
るものを除き、暑中見舞い状など
のあいさつ状（電報やそれに類する
ものを含む）を出すことも禁止され
ています。■問先＝選挙管理委員
会事務局 管理係  ☎3880-5581

建物の新築・建て替え時は
「新築届」が必要
　住居表示実施区域で、建物の新
築・建て替えをする場合、住所を
決めるため、新築届の提出が必要
です。建築確認済証交付後、案
内図と配置図（建物形状、出入口
位置、隣地境界線などを記載のも
の）を添付し、届出してください。　
※区画整理事業区域での新築、大
規模集合住宅の新築、1現場での
複数棟開発の届出方法など、くわ
しくはお問い合わせください。■
問先＝住民記録係 ☎3880-5725

は別途登録料（9,300円）が必要■
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、電話番号、「養成講習会」をファ
クス■申込期間＝8月2日～16日■
申・問先＝スポーツ振興課 振興係
☎3880-5826 FAX3880-6028

暮らし・まちづくり

空き家無料相談会
（8月・9月分）
■日程等＝表1■内容＝所有する
空き家の管理や活用方法などを専
門家に相談■定員＝各4組（7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／住所、氏名（フリガナ）、電話
番号、希望日、「空き家無料相談会」
をファクス■申・問先＝空き家担当
☎3880-5737 FAX3880-5615

都営住宅入居者募集
■募集住宅等＝▷ポイント方式（家
族向け）…ひとり親／高齢者／心身
障がい者／多子世帯 など　▷抽選
方式…単身者／シルバーピア（高齢
者集合住宅）／車いす利用者　※所
得・年齢制限あり■募集案内配布
期間＝8月2日～11日（土・日曜日、
振替休日を除く）■募集案内配布場
所＝住宅課／区民事務所　※なくな
り次第配布終了■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

政治家などの寄附や、
有権者の寄附要求は禁止

　政治家（立候補者・立候補予定者
を含む）が選挙区内の人に寄附をす
ることは、いかなる名目でも禁止さ
れています。金銭に限らず、お中
元などを贈ることや、祭りなどで酒
や食べ物を振る舞うこと（会費など

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）

桜花亭 健康づくり体験講座
「いやしの太極拳」（2日制）
■日時＝8月5日㈭・19日㈭、午前
9時30分～10時30分■対象＝中学
生以上の方■内容＝ゆったりとおお
らかな気持ちで、足腰をリラックス
させて身

か ら だ

体全体を柔らかく動かす太
極拳入門■定員＝10人（7月27日、
午前9時から先着順）■費用＝1,000
円■申込＝電話／窓口／氏名（フリ
ガナ）、電話番号、「太極拳入門」を
ファクス■場・申・問先＝桜花亭
☎3885-9795 FAX3860-0608

審議会等の公開（8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

足立区労働報酬審議会 5㈭ 午後2時
～4時

区役所

契約課�工事契約係
☎3880-5832

足立区建築審査会 18㈬ 午後2時30分
～4時30分

建築調整課�用途照会係
☎3880-5943

パブリックコメント（区民意見募集制度）（7月・8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

足立区橋梁
りょう

長寿命化修繕計画改定案 7/26～8/25 街路橋りょう課�設計工事係
☎3880-5922

足立区公衆浴場法施行条例及び
足立区旅館業法施行条例の改正 8/2～31

足立保健所�生活衛生課�
生活衛生係　

☎3880-5374

表1　空き家無料相談会 日程等（8月・9月分）
場所 日程 時間

江南住区センター
8/17㈫

午前9時30分～11時30分

桜花住区センター 午後3時～5時

足立成和信用金庫 北千住ローンプラザ
（千住2-57） 8/20㈮ 午後5時～7時

足立成和信用金庫 六町地域応援相談プラザ
（南花畑1-1-30）

8/22㈰ 午前10時～正午

9/3㈮ 午後5時～7時

舎人住区センター
8/24㈫

午前10時～正午

特別養護老人ホーム ハピネスあだち
（江北3-14-1） 午後3時～5時

足立成和信用金庫 西新井ローンプラザ
（西新井栄町2-3-15） 8/27㈮ 午後5時～7時

勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内） 8/29㈰
午前10時～正午

五反野コミュニティセンター
8/31㈫

西新井住区センター 午後3時～5時

宿泊施設インフォメーション（11月分）
▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表2■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＝ホームページから専用フォームに入力／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＝8月1日～10日消印有
効　※8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、9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2　宿泊施設利用日等（11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
HP http://www.adachiku-kyonan.com/

6・13・20～22・27
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
HP http://www.adachiku-nikko.com/
※�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。

福祉・高齢医療は、
5面からの続きです

▲無理せず運動不足を解消しよう



8月14日㈯・15日㈰は消防設備点検のため、区役所全館
を閉館します。■問先＝本庁舎管理係　☎3880-5824

お休みします 駐車場・庁舎ホール・
展望レストラン など

子どもの行動範囲が広がる夏休みは、交通事故が多発します。特に小学生は、自転車運転中の事故が増える傾向にあり
ます。ルールとマナーを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。■問先＝交通対策課 推進係　　☎3880-5912

■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、4面左上を参照 7

あだちの遊び場は、
8面に続きます

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
■日時＝▷8月21日㈯…正午／午後2時30分開演　▷22日㈰…午前11
時／午後1時30分開演　※各30分前開場■内容＝トーマスとパーシー
がテレビから飛び出してステージを駆け巡る、映像を駆使したオリジナ
ルストーリーのファミリーミュージカル■定員＝各500人程度（先着順）■
費用＝3,300円　※区内在住・在勤・在学の方は3,150円、フレンズ会
員は3,000円。1歳以下の子どもは保護者と同じ席に座る場合は無料（1
人まで）。全席指定。くわしくはお問い合わせください。■申込＝電話
／窓口／ホームページから専用フォームに入力　※3人以上のグループ
席を予約希望の場合は電話申し込み

文化のちから体験会 舞台「T
ス リ ー ズ

HRee'S」
■日時＝8月25日㈬～27日㈮、午後5時30分／29日㈰、午後5時開演
※各45分前開場■対象＝区内在住・在勤・在学の方■内容＝三国志を
テーマにした2.5次元ミュージカルに無料で招待■定員＝各50人（抽選）
■申込＝代表者の住所、区外在住の方は勤務先または学校名、氏名（フ
リガナ）、参加人数（2人まで）、希望日、「文化のちから体験会」を往復ハ
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
＝8月13日㈮必着

――いずれも――
■場所＝シアター1010・11階劇場■申・問先＝シアター1010
〒120-0034千住3-92　☎5244-1011　 HPhttps://www.t1010.jp/

放送大学の催し

▪公開講演会「ユニークな子どもが拓
ひ ら

く未来」（Z
ズ ー ム

oom開催）
■日時＝8月8日㈷、午後2時～3時30分■内容＝マイペースや興味
が偏っているなどの子どもの特性を活

い

かす子育てについての講演
■定員=120人（先着順）　※申し込み方法など、くわしくはホーム
ページをご覧ください。■問先＝放送大学 東京足立学習センター
事務室（月曜日、祝日を除く、午前10時30分～午後3時30分）　

☎5244-2760　HP https://www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/
大学連携の問い合わせ先＝（区）大学連携担当　 ☎3880-5840

LGBTの若者を追った映画
「ぼくが性別ゼロに戻るとき」
上映＆監督講演会（無料）

■日時＝8月28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
＝作品を通して、多様な性への理
解を深めるとともに、映画監督か
ら撮影秘話や作品に込めた思いを
聞く■定員＝▷会場…60人（保育あ
り〈8月19日までに要予約、6カ月
～就学前の子ども、先着5人〉）　▷
Y
ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ube…40人　※いずれも7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／住所、氏名（カタカナ）、年
齢、保育希望の場合は子どもの氏名

（カタカナ）・年齢、電話・ファクス
番号、参加方法、YouTube希望の
方はEメールアドレス、「ぼくが性別
ゼロに戻るとき」をファクス■申・問
先＝男女参画プラザ
☎3880-5222 FAX3880-0133

はたらく消防の写生画展
■期間＝8月11日～24日■内容＝
足立消防署管内で実施された「はた
らく消防の写生会」に寄せられた作
品の展示■申込＝不要　※当日直
接会場へ■場・問先＝郷土博物館

☎3620-9393

足立区音楽祭
▪街角ライブ
■日時＝9月19日㈰、午前11時開
演■場所＝都市農業公園■内容＝
歌やバンド演奏■定員＝30人
▪ウクレレフェスタ
■日時＝9月25日㈯、午後1時開演
■場所＝竹の塚地域学習センター■
内容＝ウクレレサークルによる演奏
■定員＝120人
▪ホールコンサート
■日時＝10月17日㈰、午後1時開
演■場所＝西新井文化ホール■内
容＝様々なジャンルの演奏会■定
員＝400人

――いずれも――
※1時間前開場■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝音楽祭実行
委員会（田中） ☎070-6439-2397

（区）文化団体支援係　
☎3880-5986

あだちの遊び場

夜のカエル観察会
■日時＝8月21日㈯、午後6時30
分～8時　※荒天中止■対象＝小
学生と保護者■内容＝夜間に活動
するヒキガエルを観察して、身近
な生きものへの理解を深める■
定員＝4組（1組5人まで。抽選）■
費用＝1,000円■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、「夜のカエル観察会」を
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＝8月5日㈭必着■場・申・
問先＝生物園　〒121-0064保木
間2-17-1 ☎3884-5577夏休み夏休みオンラインオンラインものづくり体験・工場見学会ものづくり体験・工場見学会

　区内の町工場の工場見学や、ものづくり体験をL
ラ イ ブ

IVE配信 ！
自宅のパソコン・タブレットからお楽しみください ！

――いずれも――
■時間＝午前9時30分開始　※抽選。実施時間は2時間程度。キッ
トを事前に自宅へ郵送。C

シ ス コ

isco W
ウ ェ ブ エ ッ ク ス

ebexを使用。端末は各自で用意。
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。■対象＝小学3～6年生と保護者■申込＝区のホーム
ページから専用フォームに入力■期限＝8月3日㈫、午後5時
■申・問先＝ものづくり振興係 ☎3880-5869

ザオー工業㈱
アルミブロックで
自転車を作ろう ！
■日程＝8月18日㈬
■定員＝10人

㈱トーヨー
おうちであがる 
てづくり和凧

だ こ

 ！
■日程＝8月19日㈭
■定員＝10人

㈱オーエム
アクリルでオリジナル
の小物を作ろう ！
■日程＝8月23日㈪
■定員＝5人

無料 

　防犯活動に取り組む町会・自治会を
「防犯まちづくり推進地区」に認定して
います（7月1日時点18地区）。認定地
区になると、防犯専門アドバイザーな
どによるアドバイスや、活動に役立つ
グッズ（アルコール消毒可能な回覧板
／認定シール）の提供など、犯罪が起こりにくいまちづくりのサポー
トを受けることができます。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。

▪新たに鷲
わ し

宿
じゅく

町会などの5地区が
更新認定されました！
地域活動を5年継続し、更新認定地

区となりました。活動のおかげで、鷲
宿町会の刑法犯認知件数は、大幅に減
少しています。

さらに犯罪が起こりにくいまちをめざして

「防犯まちづくり推進地区」
認定地区募集中 ！
■問先＝防犯まちづくり係　☎3880-5435
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鷲宿町会の刑法犯認知件数

　防犯カメラなどの「機械の目」と、町会・自治会、
PTAなどによる「組織の目」に加え、犬の散歩やジョ
ギングなどをしながら地域を見守る「ながら見守り」
による「住民の目（自然な人の目）」の3つの相乗効果
で、地域の防犯効果は高まります。

住む人が安心できる3つの目

効果抜群 ！

防犯まちづくり推進アドバイザー 筑波大学 雨
あめみや

宮 護
まもる

准教授

5年で減少率52％

◀回覧板
▲認定シール


