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▪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

「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8月17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。 通話料金がかかります▲
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◦�一部施設は利用制限中です。区のイベントなどは、感染症対策を講じておりますが、中止・延期になる場合があります。
◦�イベントなどに参加の際は、マスク着用などにご協力をお願いします。熱のある方などは参加をご遠慮ください。

区内での感染者の発生状況（8月17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）

 総数
★… 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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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）。

緊急事態宣言発令中 �感染者の総数が1万人を超えました
新規感染者数が急増しています。都道府県間の
移動を極力控え、人との距離を十分に確保する
など、これまで以上に感染防止に努めてください。

ワクチンが追加供給されます
　国からのワクチン供給量が改めて示さ
れ、10月中旬までに区民の約76％が接
種できる量のワクチンが区へ供給される
見込みとなりました。このため、一部の
医療機関で個別接種を再開します。
　ワクチン接種の予約枠開設の情報など
は、9月上旬に、区のホームページ、A-メー
ル、区公式L

ラ イ ン

INE・SNSなどでお知らせす
るほか、区民事務所などに掲示します。
　今回のワクチンの追加供給により、区
や足立区医師会が実施する集団・個別接
種と、国や都が行う大規模接種、職場な
どで行う職域接種を合わせると、区民の
約80％が接種できます。

年齢別ワクチン接種率（8月17日時点）
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◦対象者は、12歳以上。総計630,904人
◦ 国のワクチン接種記録システム（以下、VRS）から足

立区民の接種記録のみを抽出して算出
◦ 接種後、VRSへの入力は各実施主体が行うため、入

力時期にずれが生じ、反映が遅れる場合あり
◦ 区のホームページのワクチン接種情報の更新は、原

則として金曜日（金曜日が祝日の場合は、翌開庁日）。
最新情報など、くわしくは区のホームページ参照

A-メール・LINEの登録、
SNSのフォローはコチラ▶

　8月13日に1日あたり過去最多の299人の区内新規感染者
を確認するなど、感染が急拡大しています。引き続き、感染
拡大防止に努めていただきますようお願いします。

かつてないほどの速度で感染が急増しています
　7月の区内新規感染者総数2,322人は、6月の522人の4倍
以上です。さらに、8月はすでに17日時点（約半月）で3,045
人となっており、急速に感染者が増加しています。危機感を強
め、感染防止策を徹底してください。

感染力が強い「デルタ株」が拡大しています
　都内感染者の約9割がデルタ株です。従来株よりも感染力
が非常に強いため、人と人との接触の機会を減らし、人との
距離も十分に確保するなど、これまで以上に感染防止に努め
てください。

感染防止策は家族ぐるみで徹底してください
　若者の感染が多くなっています。日常生活やレジャーなどで
家族や周りの方に感染が広がるケースが多数あります。「外出
や会食を控えよう」など、家族で改めて声をかけあってください。

区内新規感染者年代別の傾向（8月17日時点）
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新規感染者数が急増しています。
年代別では、20〜30代で引き続き多
く、10代の感染者も急増しています。

急増中

新規感染者数が急増しています

※予約枠の開設を8月27日に
　 前倒ししました。



■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面左上を参照 3

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

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）

表2　ウォーキング教室（9月～11月分）�日程等
日程（予備日） コース 集合・解散場所 時間

9/22㈬
（9/29㈬）

千住一周名所巡りコース
（8㎞） 千住ほんちょう公園 午前9時

～正午
10/17㈰

（10/24㈰）
ストレッチ・筋トレ
／ウォーキング（4㎞） エル・ソフィア

午前9時30分
～正午11/12㈮

（11/19㈮）
ストレッチ・筋トレ
／ウォーキング（6㎞） 伊興地域学習センター

子育て・教育

中学・高校生の保護者向け
イチから分かるキャリア教育
講座�受講生募集
■日時＝10月23日㈯、11月20日㈯、

12月25日㈯、午後2時〜4時■場
所＝ギャラクシティ■対象＝中学・
高校生の保護者■内容＝各学齢期
において必要なキャリア教育の在り
方を学ぶ／現場の例を踏まえた最
新のキャリア教育理論と実践■定員
＝各30人（抽選）■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（フリガナ）、電話・ファ
クス番号、希望日、｢キャリア教育
講座｣をファクス■申込期間＝8月
28日〜開講日の2週間前■申・問
先＝青少年課 家庭教育係
☎3880-5273� FAX3880-5641

幼児食へのステップアップ
相談会
■日時等＝▷竹の塚保健センター
…9月8日㈬、午前9時30分〜正
午　▷中央本町地域・保健総合支
援課（足立保健所内）…10日㈮、午
前9時30分〜正午　▷千住保健セ
ンター…28日㈫、午前9時30分〜
午後3時30分　※1人30分程度■
対象＝開催日現在、区内在住で11

カ月以上の子どもの保護者　※子
ども同伴可■内容＝個々に応じた、
離乳食から幼児食へのスムーズな
移行■申込＝電話／氏名、子ども
の氏名・生年月日、電話・ファク
ス番号、希望日、「幼児食相談会」
をファクス■申・問先＝竹の塚保健
センター　
☎3855-5082� FAX3855-5089
中央本町地域・保健総合支援課（足
立保健所内）
☎3880-5351� FAX3880-6998
千住保健センター　
☎3888-4277� FAX3888-5396

健康・衛生

ウォーキング教室
（9月～11月分）

■日程等＝表2■対象＝区内在住・
在勤・在学でおおむね65歳以上
の方■内容＝指導員とともに、区内
を中心としたコースを歩く　※途中
休憩あり。10月17日㈰、11月12
日㈮は初心者向け筋力アップ指導

あり■定員＝各20人（8月26日から
先着順）■申込＝電話／住所、氏名、
年齢、電話番号、希望コース名（1
人1コース）、「ウォーキング教室」を
ファクス■申・問先＝スポーツ振興
課 振興係
☎3880-5826� FAX3880-6028

税金・国保・年金

10月1日から使用できる
国民健康保険証を送付します
■対象＝区の国民健康保険加入者
■送付期間＝9月6日〜14日■送
付方法＝住民登録地の世帯主宛に
簡易書留で郵送　※特定健診の受
診日が記入できるカードケースを
同封。郵便局での保管期限経過後、
普通郵便で再送。表札がない、郵
便局に留置や転送願いを出してい
る方などは届かない場合あり。な
お、大量発送のため、順次お届け
しますので、ご了承ください。■
問先＝国民健康保険課 資格賦課担
当 ☎3880-5240

■日程等＝表1■対象＝2カ月〜
中学生の保護者　※子ども同伴
可■定員＝各10人程度（抽選）■
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）、子どもの年齢、電
話番号、場所、講座名を往復ハ
ガキで送付　※返信面にも宛名
を記入。1通につき1講座、1人
3講座まで。同一講座へは1人

1回のみ申し込み可■期限＝9月
3日㈮消印有効■申･問先＝（区）
こども支援センターげんき こど
も家庭支援課 事業係　〒121-
0816梅島3-28-8

☎3852-2863
■問先＝ボランティアグループ
風の子カルチャー事務局（月〜土
曜日、午前10時〜午後5時）

☎080-1242-3553

「風の子カルチャー」（10月～12月分）

子どもと一緒に参加できる保護者の学び場

表1　風の子カルチャー（10月～12月分）�日程等
場所 曜日 時間 講座名 日程 費用

AA

木
午前

ヨガ（9日制） 10/7・14・21､11/4・11・18､
12/2・9・16 4,500円

初めてのミシン
（6日制）

10/7・21､11/4・18､
12/2・16 3,000円

金
バレエストレッチ

（9日制）
10/1・8・15､11/5・12・19､
12/3・10・17 各

4,500円午後 ピラティス（9日制） 10/1・8・15、11/5・12・19、
12/10・17・24

BB 火 午前

フラワーアレンジメント
（3日制） 10/5､11/16､12/21 1,500円

親子体操（4日制）
※ 1歳以上のひとりで

歩ける子どもが対象
10/12､11/2・30､12/7 2,000円

CC

火

午前

ヨガエクサ（6日制） 10/5・19､11/2・16・30､
12/14

各
3,000円

木 ベビーマッサージ
（6日制）

10/7・21、11/11・25、
12/9・23

金
編みましょう！ 
籐
とう

クラフト（6日制）
10/1・15、11/5・19、
12/3・17

DD

火

午前

やさしい英語で子育て
（6日制）

10/12・26､11/2・16､
12/7・21

金

基礎からの編み物
（6日制）

10/1・8・22､11/5・19､
12/3

こそだて英語（6日制）
※ 日常生活で子どもに

語りかける英語
10/15・29､11/12・26､
12/10・24

EE 水 午前 ベビーダンス（3日制） 10/20、11/17、12/15 1,500円
※駐車場は使用不可。別途材料費が必要な場合あり。場所の「AA」は東和地域学習
センター、「BB」はこども支援センターげんき、「CC」は愛恵まちづくり記念館（関
原の森内）、「DD」は勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）、「EE」は綾瀬岡崎ビル（綾瀬
5-20-3）。時間の「午前」は10時30分～正午、「午後」は1時15分～2時45分

献血（9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

7㈫ 西新井税務署
（栗原3-10-16）

午前10時～11時45分／
午後1時15分～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

休日接骨院当番所（9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

5㈰
千住名倉諸接骨院（竹の塚1-35-9） 3850-1313

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

12㈰
足立名倉堂接骨院（大谷田3-12-28） 3606-0880

小平鍼灸接骨院（千住中居町28-9） 3882-9191

19㈰
伊勢谷整骨院（大谷田4-10-11） 3606-5898

帝京科学大学千住大橋接骨院（千住橋戸町11-4） 6806-1717

20㈷
金内接骨院（六木1-1-13） 3629-8571

小池接骨院（興野1-10-6） 3889-2171

23㈷
あやせ駅前鍼灸接骨院（綾瀬3-6-6） 3629-3227

力神堂整骨院（本木1-21-1） 3887-5804

26㈰
清水整骨院（江北7-23-1） 3896-9778

白川整骨院（東保木間2-1-6�天満屋ハイツ101） 3885-8665

■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




