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特別区民税・都民税の
第2期納期限は8月31日㈫

被災建築物 応急危険度判定員の養成講習会
■日程＝▷第1回…10月21日㈭　▷第2回…11月25日㈭■時間＝午後
1時〜4時30分■場所＝国立オリンピック記念青少年総合センター（渋
谷区代々木神園町3-1）■対象＝都内在住・在勤で建築士（1級・2級・
木造のいずれか）の資格を有する方■定員＝各375人（先着順）■申込
＝ホームページから専用フォームに入力／申込書を郵送・持参　※申
込書は（都）建築企画課、（区）建築安全課で配布するほか、ホームペー
ジからもダウンロード可■期限＝▷第1回…10月7日㈭必着　▷第2回
…11月11日㈭必着■申・問先＝東京都防災ボランティア（被災建築物
応急危険度判定）事務局　〒103-0006中央区日本橋富沢町11-1 富
沢町111ビル5階（（一社）東京建築士会内）　　　　　　 ☎3527-3100
HPhttps://tokyokenchikushikai.or.jp/hantei/index.html
■問先＝（都）建築企画課 ☎5388-3347

官  公 庁
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暮らし・まちづくり

都市計画原案の
縦覧・公述申出・公聴会
■縦覧・公述申出期間＝9月1日〜
15日必着■公聴会日時＝10月19
日㈫・20日㈬、 午 後7時 開 始■
公聴会場所＝東京都庁議会棟都民
ホール（新宿区西新宿2-8-1）■内
容＝防災街区整備方針（千代田区、
中央区、港区を除く特別区）の改
定　※申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■縦覧
場所・公述申出・問先＝（都）都市
計画課　新宿区西新宿2-8-1

☎5388-3336
（区）都市計画課 都市計画係

☎3880-5280

フードドライブ常設窓口
（未利用食品の回収）
　家庭で余った食品を地域の福祉
団体などに寄附する「フードドライ
ブ」を実施中。日時など、くわしくは
区のホームページをご覧になるか、

18日陶芸体験教室」を往復ハガキ
で送付　※返信面にも宛名を記入。
1通で2人まで。1人1回のみ申し込
み可■期限＝9月8日㈬必着■申・
問先＝障がい福祉センターあしすと 
社会リハビリテーション室　〒121-
0816梅島3-31-19

☎5681-0131

みどりの学び場
「気軽に楽しむガーデニング
（植物の組み合わせ方編）」
■日時＝10月28日㈭、午後1時
30分〜3時30分■場所＝ギャラク
シティ■対象＝区内在住の方■内
容＝庭や公園、ベランダのプラン
ターなど、育てる場所に応じた葉
や花の色、形などの組み合わせ方
法を学ぶ■定員＝50人（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）、電話番号、「植物の組み合
わせ方編」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＝9月
24日㈮必着■申・問先＝みどり推
進課 みどり事業係 ☎3880-5919

親子体験キャンプ
■日時＝9月26日㈰、午前10時〜
午後4時■場所＝都立舎人公園キャ
ンプ広場■対象＝区内在住の小・
中学生と保護者■内容＝テント設
営／野外炊事／レクゲーム■定員
＝30人（抽選）■費用＝500円（材料
費）■申込＝電話／区のホームペー
ジから専用フォームに入力■申込期

お問い合わせください。■場所＝
ごみ減量推進課／あだち再生館／
足立清掃事務所／生涯学習センター

（学びピア21内）／花畑地域学習セ
ンター■問先＝資源化推進係

☎3880-5027

あだち防災フェア2021
■期間＝9月1日㈬〜5日㈰、午前
10時〜午後8時■場所＝アリオ西
新井（西新井栄町1-20-1）■内容＝
在宅避難のポイントをモデル展示
で紹介／水害パネル展示 など■申
込＝不要　※当日直接会場へ■問
先＝災害対策係 ☎3880-5836

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）

陶芸体験教室
■日時＝9月18日㈯、午前10時〜
11時30分／午後1時〜2時30分■
場所＝都市農業公園■対象＝区内
在住・在勤・在学の方■内容＝自由
作品を1人1点作る　※作品の引き
渡しは11月中旬以降■定員＝各8人

（抽選）■費用＝500円（材料費）■
申込＝全員の住所・氏名（フリガナ）・
年齢・電話番号、希望時間、「9月

間＝8月26日〜9月10日■申・問先
＝青少年事業係 ☎3880-5275

アフターコロナの海外旅行を応援
明海大学×オンライン「海外で役
立つ英会話講座」（中級編・5日制）
■日時＝10月17日、11月7日・14
日・21日・28日、いずれも日曜日、
午前10時〜11時30分■対象＝区
内在住で16歳以上の英会話中級者
■内容＝区と英語力向上のために
連携協定を結んでいる、明海大学
のネイティブ講師と日本人講師が
教える英会話講座（英検準2級程度）
■定員＝20人（抽選）■申込＝区の
ホームページから専用フォームに入
力■期限＝10月3日㈰■申・問先＝
学力定着推進係 ☎3880-6717

講座「コーヒーから知るS
エスディージーズ

DGs」
■日時＝9月19日㈰、午後2時〜4
時■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝フェアトレード（公正な
取り引き）など、SDGsとコーヒー
にまつわるエピソードを知るととも
に、㈱ドトールコーヒーからコーヒー
の基礎知識と抽出法、抽出後の豆
のリサイクルを学ぶ■定員＝18人

（抽選）■費用＝500円■申込＝電
話／窓口／住所、氏名、電話番号、

「コーヒー」をファクス・ハガキで送
付　※1人1回のみ申し込み可■期
限＝9月14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 FAX3880-9801

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

放送大学の催し

▪公開講演会「音楽を身
か ら だ

体の働きから考える」
■日時＝9月12日㈰、午後2時〜3時30分■場所＝生涯学習セン
ター・4階講堂（学びピア21内）■内容＝歌うときの身体のメカニ
ズムについて考える■定員＝80人（先着順）　※申し込み方法や問
い合わせの受け付け時間など、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）
☎5244-2760　HPhttps://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

ミュージカル「G
グ リ ー ス

REASE」
■日程等＝10月30日㈯・31日㈰　※時間など、くわしくはお問い合わ
せください。■場所＝シアター1010・11階劇場■内容＝三

み
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屋
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比久知
と も
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などのキャストがお贈りする、青春学園ミュージカル■定員
＝各700人程度（9月3日〈窓口は5日〉、午前10時から先着順）■費用＝
1万1,800円　※区内在住・在勤・在学の方は1万1,210円、フレンズ
会員は1万620円。就学前の子どもは入場不可。全席指定■申込＝電
話／窓口／ホームページから専用フォームに入力■申・問先＝シアター
1010　　　　　　　  ☎5244-1011　HPhttps://www.t1010.jp/

職員数と処分の状況を公表します職員数と処分の状況を公表します
■問先＝人事係　☎3880-5831

3年4月1日現在の職員数（人）
職 部長級 課長級 係長級 主任 一般 技能系 常勤計 再任用★1 合計
男 24 76 521 472 521 139 1,753 211 1,964
女 4 10 251 703 595 1 1,564 165 1,729
計 28 86 772 1,175 1,116 140 3,317 376 3,693
★1…�常勤職員が定年退職後、原則5年間を限度に勤務実績などに基づく選考

により採用される職。3年度は97人を採用。再任用になると、勤務時間、
給与などは新たな制度となり、再任用終了後の退職金の支給はなし

2年度の処分数（人）
懲戒処分★2 分限処分★3

免職 停職 減給 戒告 計 免職 降任 休職 降給 計
0 4 0 5 9 0 0 55 0 55

★2…職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に行われる処分
★3…�病気など、職員が一定の事由によって職務を十分に果たすことができ

ない場合に行われる処分

そのほかの人事行政の運営状況など、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＝スポーツ施設支援係
☎3880-5989

11月1日～4年1月3日は空調工事の
ため、佐野地域体育館の利用休止

■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 7
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あだちの遊び場

桑袋ビオトープ公園の催し
▪家族で探そう�鳴く虫
ちびっこ自然体験

■日時＝9月26日㈰、午前10時
30分〜11時30分／午後1時30分
〜2時30分■対象＝就学前の子ど
もと保護者■内容＝公園スタッフ
と一緒に鳴く虫を探してふれあう
※保護者向けの「生き物ものしり
シート」あり■定員＝各10人■期
限＝9月14日㈫必着
▪泥んこハス掘り体験
■日時＝10月9日㈯・10日㈰、
午後2時〜3時30分■対象＝4歳
以上の方　※小学2年生以下の方
は保護者の参加が必要■内容＝ハ
ス田に入り、泥の中からオオガハ
スのレンコン（非食用）を掘り出す　
※レンコンの持ち帰り不可■定員
＝各20人■期限＝9月28日㈫必
着

――いずれも――
※抽選■申込＝窓口／全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号・ファクス番号、希望日
時（第2希望まで）、イベント名を
ファクス・往復ハガキで送付　※往

復ハガキは返信面にも宛名を記
入。1人1回のみ申し込み可■場・
申・問先＝桑袋ビオトープ公園　
〒121-0061花畑8-2-2
☎3884-1021� FAX3884-1041

わくわく虫とり体験�i
イン

n�新田
■日時＝9月23日㈷、午前10時
〜正午　※雨天時は26日㈰に延
期■場所＝新田わくわく♡水辺
広場■内容＝荒川河川敷で昆虫を
採集して観察する■定員＝15人

（抽選）　※就学前の子どもは保護
者の参加が必要■申込＝全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号、「わくわく虫とり
体験 in 新田」を往復ハガキで送
付　※返信面にも宛名を記入。
1通で5人まで。1人1回のみ申し
込み可■期限＝9月10日㈮必着■
申・問先＝荒川ビジターセンター　
〒120-0034千住5-13-5 学びピ
ア21・4階 ☎5813-3753

都市農業公園の催し
▪ちびっこあそび
■日時＝9月14日㈫・28日㈫、午
前10時〜10時45分■対象＝3歳
〜就学前の子どもと保護者■内容
＝季節の生きものや植物と楽しく
ふれあう■定員＝各4組（1組3人

まで。先着順）■申込＝不要　※当
日午前9時から会場で受け付け
▪ハロウィーンの
オーナメントづくり
■日時＝10月9日㈯、午前10時〜
11時／11時30分〜午後0時30分
■対象＝4歳以上の方　※小学3
年生以下の方は保護者同伴■内容
＝造花を使用してハロウィーンの
飾りを作る■定員＝各10人（抽選）
■費用＝1,100円■申込＝全員の
住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号、希望時間、「ハロ
ウィーンのオーナメントづくり」
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＝9月22日㈬必着

――いずれも――
■場・申・問先＝都市農業公園
〒123-0864鹿浜2-44-1
� ☎3853-4114

ギャラクシティの催し
▪震災特別番組
「星よりも、遠くへ」
■日時＝8月28日㈯・29日㈰、9
月4日㈯・5日㈰、午後5時30分〜
6時15分■内容＝東日本大震災の
東北の星空と被災者たちとのつな
がりを描いた「星空とともに」の第
二章となる、プラネタリウム版ド
キュメンタリー作品■定員＝各80
人（先着順）■申込＝不要　※当日
午前9時から会場で整理券を配布
▪ギャラク�d

で

e�リトミック（7日制）
■日程＝10月1日・15日・29日、
11月12日・26日、12月10日・
24日、いずれも金曜日■時間等
＝▷3〜11カ月の子どもと保護

者（14組）…午前9時20分〜10時　
▷1歳の子どもと保護者（13組）…
10時20分〜11時　▷2・3歳の子
どもと保護者（13組）…11時20分
〜正午　※いずれも8月29日から
先着順■内容＝リトミック（音楽に
合わせて楽器を鳴らしたり、体を
動かしたりすること）を楽しむ■費
用＝5,250円■申込＝電話

――いずれも――
■場・申・問先＝ギャラクシティ
� ☎5242-8161

子ども飼育員体験
■日時＝9月23日㈷、午前10時〜
正午／午後1時30分〜3時30分■
対象＝小学4〜6年生■内容＝コー
ス（哺乳類／昆虫／魚）を選び、生
きものの飼育を体験する■定員＝
各2人（抽選）■費用＝500円　※別
途入園料が必要■申込＝全員の住
所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・
電話番号、希望コース（第2希望ま
で）、希望時間、「子ども飼育員体験」
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＝9月2日㈭必着■場・
申・問先＝生物園　〒121-0064
保木間2-17-1 ☎3884-5577

　区では平成20年10月から、「生きる支援」として自殺対策に取り組んでいます。
　周りの方で下記の項目に当てはまる方はいませんか？　自分では気づかず、相談するこ
とができないこともあります。

周囲が気づく
□表情が暗い、元気がない　□すぐ涙ぐむようになった
□体調不良の訴えが多い　□遅刻・早退・欠勤が増える
□イライラしている、落ち着きがない
□飲酒量が増える など

周りの方が気づいたら、声をかけ心配していることを伝
えましょう。まずは、話を聞き、相談できる窓口があるこ
とを伝えてください。話すことで、本人のこころが軽くなり、
問題を客観的に見ることができるようになります。

自分で気づく
□寝つきが悪い、夜中に目が覚めるなどの不眠症状が2週
間以上続いている　□気分が落ち込む　□集中できない
□物事を悪い方へ考える　□食欲低下
□もうどうにもならないと思う
　ストレスや不安が高まって、こころや体の不調につながっ
ている場合があります。まずは自分の異変に気づきましょう。

一人で抱え込まないで、相談してください。
▪�あだちこころといのちの相談窓口一覧

区では、「保健センター」や「くらしとしごとの相談
センター」など、様々な場所で生活やこころの相談
を受け付けています。区のホームページでは、相
談内容の分野別に、区や都の相談窓口を
ご紹介していますので、ぜひご利用くだ
さい。
▪�L

ラ イ ン

INE・電話相談「相談ほっとLINE＠東京」
■相談時間＝午後3時〜11時　※10時30
分受け付け終了■問先＝（都）健康推進課

☎5320-4310
▪�つらい気持ちを電話で話してください
▷よりそいホットライン（年中無休、24時間）

☎0120-279-338
▷（都）自殺相談ダイヤル こころといのちのほっと

ライン（年中無休、正午〜午前5時30分〈9月16
日㈭〜20日㈷は24時間〉）　 ☎0570-087478
▪�新型コロナウイルス感染症対策支援情報ナビ

感染症に限らず、困りごとに対する様々な支援
策を探せます。また、「こころのストレス
度チェック」で自分のこころの状態を確認
しましょう。

気づく つながる いのちを
守る

９月は自殺対策強化月間
■問先＝こころといのち支援係 ☎3880-5432

▲エサやりなどを体験しよう！




