
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＝1歳6カ月児健診対象の子どもと保護者　※健診の通知に引換券を同封■内容＝5冊の絵本の中から１冊をプレゼント■引き換え期間＝受診指定月か
ら１年間　※引き換え場所など、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＝中央図書館 読書活動推進係　   ☎5813-3745

「あだちはじめてえほん」の
引き換えはお済みですか

福祉・高齢医療

介護予防｢はつらつ教室
（プール）｣（8日制）

■期間＝10月6日〜12月8日の毎
週水曜日　※10月20日、11月3
日を除く■時間＝午後1時〜2時30
分■対象＝区内在住の65歳以上
で、要介護・要支援の認定を受け
ていない方■内容＝水中ウォーキ
ングなど■定員＝12人（選考）■申
込＝申込書を郵送・持参　※申込
書は開催場所で配布するほか、区
のホームページからもダウンロード
可■申込期間＝8月26日〜9月22
日■場・申先＝千住温水プール（ス
イミー）　〒120-0034千住3-30
 ☎3882-2601
■問先＝（区）介護予防・生活支援
担当 ☎3880-5642

後期高齢者歯科健診
（無料）
■対象＝区内
在住で、76・
80歳の方　※
年齢は4年3月
31日現在■内
容＝問診／む
し歯・歯周病
チェック／口

こ う く う

腔清掃状況・歯石の付
着・義歯の状態の確認 など■申込
＝9月上旬に区が送付する受診券を
区内指定歯科医療機関（要予約）へ
持参　※12月25日㈯までに受診し
た方に、区オリジナル保険証ケー
スをプレゼント■受診期限＝4年2
月28日㈪■問先＝高齢医療係
 ☎3880-5874

地域包括支援センター
介護（予防）教室　
認知症講座

■日時＝9月25日㈯、午後4時〜6
時■場所＝総合スポーツセンター
■内容＝専門の医師から学ぶ認知
症の予防と治療■定員＝25人（先
着順）■申込＝電話／窓口■申・
問先＝地域包括支援センター保木
間（日曜日、祝日を除く、午前9時

員など、くわしくはお問い合わせく
ださい。■期限＝9月30日㈭必着
■申・問先＝障がい福祉センター
あしすと 自立生活支援室　〒121-
0816梅島3-31-19
☎5681-0132� FAX5681-0137

ヒアリングループ
（難聴用磁気ループ）の
貸し出し
■対象＝区内公共施設で会議や講
演会を行う団体など■内容＝聴覚
障がい者の聞こえを支援するヒア
リングループ（アンプ、ケーブル、
受信機のセット）を無料で貸し出し　
※申し込み方法など、くわしくはお
問い合わせください。■問先＝障
がい福祉係
☎3880-5255� FAX3880-5754

〜午後5時） ☎3859-3965

障がい者施設�利用者募集
▪�障がい者施設�新規入所者募集
■入所時期＝10月以降■募集施設
＝希望の苑（竹の塚7-19-9）■対象
＝知的障がいのある18歳以上の方
■内容＝施設で生活しながら生活
介護、または自立訓練を受ける■
申込期間＝8月25日〜9月6日
▪�重症心身障がい者（児）
　都内各通所施設の通所者募集
■入所時期＝4年4月以降■対象＝
重症心身障がい者（児）■内容＝児
童発達支援／生活介護■申込期間
＝9月1日〜28日

――いずれも――
■定員＝若干名（選考）■問先＝表1
表1　障がい福祉課�各援護係一覧

問先 電話・ファクス番号

西部 ☎3897-5034
FAX3856-7229

千住 ☎3888-3146
FAX3888-5344

中部第一 ☎3880-5881
FAX3880-5754

中部第二 ☎3880-5882
FAX3880-5754

東部 ☎3605-7520
FAX5697-6560

北部 ☎5831-5799
FAX3860-5077

足立区�障がい者週間記念事業�
「障がい者アート展」
参加者募集
▪�巨大アートを作ろう
■展示期間＝12月3日〜19日■場
所＝エル・ソフィア■内容＝参加者
が作成した各パート（A4サイズ）を
つなぎ合わせて、1つの絵を作る
▪�デジタルアートミュージアム
■内容＝絵画・書道・陶芸・手芸
などの作品を区のホームページで
12月上旬から公開

――いずれも――
■対象＝区内在住・在勤・在学の
障がい者（児）■申込＝申込書を郵
送・ファクス　※申込書は電話・ファ
クス・ハガキで請求。区のホーム
ページからもダウンロード可。定

仕事・産業

千住一丁目�創業支援館
「かがやき」入居者募集
■入居日＝12月1日以降■所在地
＝東京芸術センター・11階■対象
＝入居日現在、創業3年未満の法
人・個人　※未創業者を含む■募
集室数＝2室（1室21.8㎡）　※選
考。光熱費など費用負担あり■入
居期間＝2年間　※審査により1年
間延長可■申込＝申込書類を区へ
郵送・持参　※申込書類は企業
経営支援課で配布するほか、区の
ホームページからもダウンロード
可■期限＝10月8日㈮必着■申・
問先＝企業経営支援課 創業支援係
 　☎3880-5495

　「まだ若いから大丈夫」なんて思っていませんか？　身
か ら だ

体の本当
の状態を知るためには、定期的な健康チェックが必要です。2年度

「40歳前の健康づくり健診」の結果によると、検査項目（20項目）に
1つ以上「異常」のある方は男性で約91％、女性で約70％でした。
なお、最も異常が認められた項目は、LDL（悪玉）コレステロール
でした。放置すると糖尿病・高血圧症などの生活習慣病に移行す
る恐れがあるばかりか、心筋梗塞・脳梗塞などで、重度の障がい
や死に至る可能性もあります。
　区では、区内在住で自営業など健診の機会がない18～39歳の方
（4年3月31日現在）を対象に、無料で健康チェックを行っています。
自分の健康状態を知ることを、健康へのファーストステップにし
てみませんか？

＼自宅で簡単、忙しい方向け／
簡易血液検査（スマホ d

で

e ドック）1

　自宅に届く｢採血キット｣で指先の血液を採取して
返送するだけ！　申し込みから結果確認まで、すべ
てパソコン、スマートフォンで簡単にできます。■
申込＝区のホームページから専用フォームに入力■
申・問先＝データヘルス推進係　　　☎3880-5601

＼保健センターでくわしくチェック／ 
40歳前の健康づくり健診（2日制）2

■日程等＝表2■受付時間＝▷午前…9時〜11時　▷午後…1時〜
3時■内容＝血圧測定／血液検査／尿検査／体組成測定／胃がんハ
イリスク検査（ペプシノゲン・ピロリ菌抗体検査。過去に検査歴が
あるなど、対象にならない場合あり） など　※年度に
つき１回のみ受診可■申込＝電話■申先＝クレモナ会 
ティーエムクリニック（区委託事業者）（平日、午前9時
30分〜正午／午後1時〜5時）　　　☎0120-973-493
■問先＝（区）健診事業係　　　　　　 ☎3880-5121

未来への投資に
40歳前からの2つの健康チェック！

▲ くわしく
はコチラ

▲ くわしく
はコチラ

表2　40歳前の健康づくり健診�日程等
場所

（保健センター）
健診

（1時間程度）
結果説明

（1時間程度）
定員

（8月25日から先着順） 期限

中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
10/8㈮ 11/29㈪ 各40人

9/6㈪千住 10/13㈬ 11/24㈬
江北 10/16㈯ 12/11㈯ 各50人

東部 10/19㈫ 12/2㈭ 各35人10/30㈯ 12/11㈯ 9/24㈮

■場所＝地域学習センター・住区センターなど25カ所■対象＝区内
在住の65歳以上で、要介護・要支援の認定を受けていない方■内容
＝軽運動／口

こ う く う

腔・栄養など、介護予防の基礎を学ぶ■定員＝各8〜
15人（抽選）■申込＝電話■期限＝開催日の2週間前■申・問先＝セ
ントラルスポーツ㈱ 健康サポート部（区委託事業者）（平日、午前10
時〜午後5時30分）　　　　　　　　　　　 　　　　☎5543-1888
■問先＝（区）介護予防・生活支援担当　　　　　　  ☎3880-5642

　実施日など、くわしくは地域包括支援センターなど
で配布する「健康寿命をのばす10の活動」や区のホーム
ページをご覧ください。

みんなで元気アップ教室 （10月分）

区オリジナル▲
保険証ケース



■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 5

■期間＝25日㈯～30日㈭■問先＝
中央図書館　　　　☎5813-3740鹿浜図書館の臨時休館日（9月分） ■問先＝美化推進係

☎3880-5856
区内全域で歩行喫煙・

ごみのポイ捨ては禁止です

あだち広報（タブロイド判）
製作委託事業者の募集
（プロポーザル）
■委託期間＝4年2月4日～5年3月
31日　※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。
■説明書配布期間＝8月26日～9
月8日　※土・日曜日を除く■説明
書配布場所・問先＝報道広報課 広
報係 ☎3880-5815

「独立・起業セミナー 営業・販売
促進編」コロナに負けない集客
講座（3日制）
■日時＝10月14日㈭・21日㈭・
28日㈭、午後6時30分～8時30
分■場所＝あだち産業センター■
対象＝独立・起業を具体的に検討
している方／会社経営者■内容＝
ホームページ構築方法／売り上げ
につながるネット活用／プレスリ

リース活用■定員＝20人（8月26
日から先着順）■費用＝3,000円■
申込＝ホームページから専用フォー
ムに入力■期限＝10月1日㈮■申・
問先＝エキスパート・リンク㈱（区
委託事業者） ☎6450-2891
HPhttps://ex-link.co.jp/
■問先＝（区）創業支援係
 ☎3880-5495

広告入り窓口用封筒の
無償提供者を募集
■対象＝次のすべてに当てはまる
事業者…地方自治法施行令第167
条の4に当てはまらない／法人税
や所得税などを完納している／足
立区競争入札参加有資格者指名停
止措置要綱による指名停止を受け
ていない■内容＝住民票や戸籍謄
本などの証明書を持ち帰るための
広告入り窓口用封筒を作成し、無
償で区に提供　※広告内容の審査
あり■使用期間＝4年7月1日～5年

6月30日■封筒設置場所＝戸籍住
民課／課税課／区民事務所■募集
事業者数＝1事業者（選考）　※決
定後、区と協定を締結。申し込み
方法など、くわしくは区のホーム
ページをご覧ください。■期限＝9
月30日㈭必着■問先＝地域調整課 
管理係　 ☎3880-5855

暮らし・まちづくり

「地球にやさしいひとのまち」
ポスターコンクール作品募集
　環境問題を題材にしたポスターを

募集します。テーマは「未来の地球
環境のために、今できることを」で
す。ぜひ、ご応募ください。　※参
加賞あり。入賞者には景品を進呈。
応募作品の版権は区に属する。くわ
しくは区のホームページをご覧くだ
さい。■申込＝区のホームページか
ら専用フォームに入力／応募用紙・
作品を区へ郵送　※応募用紙は区
のホームページからダウンロード■
期限＝10月29日㈮必着■申・問先
＝環境政策課 環境学習係

☎3880-6263

暮らし・まちづくりは、
6面に続きます

審議会等の公開（9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
足立区ギャラクシティ
運営評価委員会

1㈬
午後1時～4時 ギャラク

シティ
地域文化課 広域施設係

☎ 3880-57017㈫

足立区景観審議会 6㈪ 午後1時30分
～3時

区役所

都市計画課 景観計画係
☎3880-5738

足立区情報公開・
個人情報保護審議会 9㈭

午前10時
～正午

区政情報課 情報公開担当
☎3880-5225

足立区環境審議会 13㈪ 環境政策課 計画推進係
☎3880-6049

足立区地域
自立支援協議会　
精神医療部会

14㈫

午後2時～4時

足立
保健所

中央本町地域・保健総合
支援課 精神保健係

☎3880-5357

足立区男女共同参画
推進委員会 27㈪ エル・

ソフィア
多様性社会推進課　
男女共同参画推進係　

☎3880-5222

足立区バリアフリー
協議会 28㈫ 午前10時

～正午
区役所

都市計画課　
ユニバーサルデザイン担当

☎3880-5768

足立区建築審査会 29㈬ 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）（9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

新型コロナウイルス感染症対策に
係る予防接種事務 1～30

新型コロナウイルス
ワクチン接種担当課

☎3880-5449

宿泊施設インフォメーション（12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＝9月1日～10日消印有効　※9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、10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（12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　 FAX0470-55-4720
HP http://www.adachiku-kyonan.com/

4・11・18・25～31
平日、
午前9時
～午後5時日光林間学園（予約専用）

☎0288-53-3681　 FAX0288-54-1661
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。

　 若年性認知症 本人・家族交流会
■日時＝9月11日㈯、午後1時30分～3時■場所＝総合ボランティアセンター■
対象＝区内在住で若年性認知症と診断を受けた方と家族■定員＝20人（8月26
日から先着順）■申込＝電話／窓口■申先＝（区）地域包括ケア推進課 認知症施
策推進担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎3880-5953
　 認知症 本人・家族の会（認知症専門家からのミニ講座あり）
■日時＝9月18日㈯、午後2時～4時■場所＝シアター1010・10階アトリエ■
対象＝区内在住で認知症と診断を受けた方と家族■定員＝30人（8月26日から先
着順）■申込＝電話■申先＝大内病院（東京都認知症疾患医療センター）

☎5691-0592
　 足立区医師会のもの忘れ相談医が応じる「もの忘れ相談」
■場所＝地域包括支援センターなど■対象＝おおむね65歳以上の方と家族　
※日程など、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。

　 楽しく学べるミニイベント
　月間に合わせ、区内イトーヨーカドー・ヨーク計6店
舗、地域包括支援センター、介護事業所などの30カ所
以上で、認知症に関するミニイベントを開催します。
＼主なイベント内容／
● アリオ西新井・イトーヨーカドー 竹の塚店で専門家
による認知症相談
● イトーヨーカドー3店舗で花王㈱の美容部員によるス
キンケア・メイクアドバイス　 サンプル提供あり
●薬局でお薬や栄養相談　 認知症予防レシピあり
●図書館で認知症講座の実施や認知症関連本コーナーの展示
　くわしくはリーフレットまたは区のホーム
ページをご覧ください。■配布場所＝地域包
括支援センター／（区）地域包括ケア推進課

9月は認知症月間 　認知症は誰でもなる可能性がありますが、早期発見・早期対応で症状を改善で
きる場合もあります。この機会に認知症について正しい知識を身につけましょう。
■問先＝（区）地域包括ケア推進課 認知症施策推進担当　　　　　☎3880-5953

不安があっても、どこに相談すれば良いか分からない方や
悩みを同じ立場の人と分かち合いたい方など

自分にはまだ関係ないと考えている方や
認知症について知りたい方など

家族の方
も参加
できます

身近な場所
で認知症を
知ろう！


