
健康カレンダー（4月・5月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター
江北

☎3896-4004
FAX 3856-5529

千住
☎3888-4277
FAX 3888-5396

竹の塚
☎3855-5082
FAX 3855-5089

中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）

☎3880-5351
FAX 3880-6998

東部
☎3606-4171
FAX 5697-6561

育児栄養相談◆

※�乳幼児の身長や体重の計測、発
育や発達、食事、歯のケアなど

午前 �4/8㈮、5/13㈮ 午前 �4/27㈬、5/18㈬ 午後 �4/12㈫、5/10㈫ 午前 �4/26㈫、5/24㈫ 午前 �4/6㈬、5/11㈬

オンライン育児栄養相談◆

※�乳幼児の発育や発達、食事、歯の
ケアなど

午前 �4/21㈭、5/19㈭
午後 ����4/8㈮、5/13㈮

午前 �4/6・20､
5/11・25
いずれも水曜日

午後 �4/12㈫・25㈪、
5/10㈫・23㈪

午前 �4/14・21、
5/12・26
いずれも木曜日

午前 �4/6㈬・19㈫、
5/11㈬・26㈭

こんにち歯
は

ひろば★　
※�9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

午後 ����4/13㈬・27㈬、
5/18㈬

午後 ����4/12㈫・26㈫、
5/17㈫

午前 �5/12㈭
午後 �4/14㈭・19㈫、

5/17㈫・26㈭

午後 �4/11㈪・28㈭、
5/9㈪・19㈭

午後 �4/13㈬・28㈭、�
5/19㈭・25㈬

心の健康相談★

※不眠・不安・物忘れ・うつなど 午後 ����4/22㈮、5/26㈭ 午後 ����4/27㈬、5/16㈪ 午後 ����4/18㈪・28㈭、
5/10㈫・17㈫ 午後 �4/7㈭、5/9㈪ 午後 �4/27㈬、5/25㈬

酒害グループミーティング － － － 午後 �4/28㈭、5/26㈭ －

思春期相談★

※ひきこもり・不登校など － － 午後 ����4/25㈪ － －

HIV抗体検査（匿名） 9月までは中止します。再開時期などは決まり次第、区のホームページなどでお知らせします。

※予約が必要　◆…定員に達し次第、終了となる場合あり　★…専門医による相談
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福祉・高齢医療

高齢者体力測定会（4月分）
■日程等＝表1■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＝握力
測定や立ち上がりテストなどの結果
を踏まえ、専門家が効果的なスト
レッチの方法などをアドバイス■定
員＝各20人（抽選）■申込＝電話■
申込期間＝3月11日～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
表1　高齢者体力測定会（4月分）

日程等
場所 日程 時間

アリオ
西新井

（西新井栄町
1-20-1）

21㈭ 午前10時30分～11時30分
／11時30分～午後0時30分

勤労福祉
会館 15㈮ 午前9時30分～10時30分

／10時30分～11時30分
生涯学習
センター

（学びピア21内）
20㈬ 午後1時30分～2時30分

／2時45分～3時45分
中央本町
地域学習
センター

8㈮
午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分舎人

地域学習
センター

25㈪

トヨタ
モビリティ東京
足立保木間店

（保木間3-1-4）
28㈭ 午後1時～2時／2時～3時

花畑
地域学習
センター

5㈫ 午後0時45分～1時35分
／1時35分～2時25分

※�勤労福祉会館は綾瀬4-10-6（元�江
え ど

戸
一
いちばんらいかん

万来館）に一時移転中

障がい別福祉相談（3月～6月分）
■日程等＝表2■場所＝竹の塚障が
い福祉館■対象＝障がいのある方と

家族■内容＝障がいに関わる生活経
験がある障害者相談員による相談
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝障がい福祉センターあしす
と 自立生活支援室
☎5681-0132 FAX 5681-0137
表2　 障がい別福祉相談（3月～6月分） 

日程等
障がい
種別 日程 時間

視覚
障がい 3/16㈬、5/18㈬ 午前10時

～正午
聴覚

障がい
3/19～6/18
の第3土曜日

午後1時
～4時

肢体
不自由 5/17㈫ 午前10時

～正午

介護予防「はつらつ教室」
（4月～6月分）
■日時等＝表3■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＝筋力
向上トレーニング／栄養士による
栄養学講座／歯科衛生士による口

こ う

腔
く う

ケア講座　※日程により実施内
容は異なる■持ち物＝緊急連絡先
が分かるもの／運動しやすい服装
／室内用運動靴／タオル／飲み物
■定員＝各20人程度（初参加者は
前月の15日、参加経験者は前月の
26日から先着順）

仕事・産業

育児・介護休業法の改正に
より、育児休業がより取り
やすくなります

　4月1日から順次、「産後パパ育
休の創設」「育児休業の分割取得」

「有期雇用労働者の育児・介護休
業取得要件の緩和」などが施行され
ます。
▪ 就業規則の作成委託費用などを

一部助成
　区では、区内事業者を対象に、

就業規則の作成・変更に要した社
会保険労務士などへの委託費用の
一部を助成しています。■助成額
＝対象経費の2分の1（上限5万円）

―─いずれも―─
※くわしくは区のホームぺージをご
覧になるか、お問い合わせくださ
い。■問先＝▷育児・介護休業法
…東京労働局 雇用環境・均等部 
指導課 ☎3512-1611
▷区の助成金…（区）就労・雇用支
援係 ☎3880-5469

暮らし・まちづくり

4月1日から「ゆがわら水の香
か お り

里（区・
提携旅館）」区民優待料金が変わります

■所在地＝神奈川県足柄下郡湯河
原町宮上614■対象＝区内在住・
在勤・在学の方■新利用料金＝平
日、大人1泊2食1万2,100円など　
※くわしくは区のホームページをご
覧ください。■問先＝地域調整課 
管理係 ☎3880-5855

福祉・高齢医療は、
5面からの続きです

表3　はつらつ教室（4月～6月分） 日時等
場・申・問先 日時 申込

地
域
学
習
セ
ン
タ
ー

伊興
☎3857-6537

4/7～6/16の第1・3木曜日
午前10時～11時30分

電話／
窓口

梅田
☎3880-5322 　

4/11～6/27の第2・4月曜日
午前10時～11時30分　

興本
☎3889-0370

4/6・20、5/11・25、6/1・15、いずれも水曜日
午前10時～11時30分

江北
☎3890-4522

4/14～6/23の第2・4木曜日
午後1時30分～3時

佐野
☎3628-3273

4/13、5/11・25、6/22、いずれも水曜日
午前10時～11時30分　

鹿浜
☎3857-6551

4/14～6/23の第2・4木曜日
午前10時～11時30分　

新田
☎3912-3931

4/12・26、5/24・31、6/14・28、いずれも火曜日
午後1時30分～3時

竹の塚
☎3850-3107

4/15㈮、5/20㈮、6/17㈮
午後1時30分～3時　

中央本町
☎3852-1431 　

4/6㈬・11㈪、5/4㈷・18㈬、6/15㈬・20㈪
午後1時30分～3時　

東和
☎3628-6201

4/28㈭、5/26㈭、6/23㈭
午前10時～11時30分　

舎人
☎3857-0008

4/13・27、5/11・25、6/8・15、いずれも水曜日
午前10時～11時30分　

花畑
☎3850-2618

4/19・26、5/10・31、6/7・28、いずれも火曜日
午後1時～2時30分　

保塚
☎3858-1502

4/14～6/23の第2・4木曜日
午後1時30分～3時　

生涯学習センター
（学びピア21内）

☎5813-3730
4/7・21、5/19、6/2、いずれも木曜日
午後1時30分～3時　

総合スポーツセンター
☎3859-8211

4/6・20、5/11・18、6/1・15、いずれも水曜日
午後1時30分～3時

■場所＝勤労福祉会館
■申・問先＝和田整骨院

☎3879-3206
6/14㈫
午後1時15分～2時45分　 電話

（平日
のみ）ティップネス綾瀬

（綾瀬3-14-16）
☎0120-937-381

4/14・21、5/12・19、6/2・16、いずれも木曜日
午後2時～3時30分

※勤労福祉会館は綾瀬4-10-6（元�江
え ど

戸一
いちばんらいかん

万来館）に一時移転中



■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5面左上を参照 9

アスベスト調査結果の
報告が義務付けられます

　4年4月1日着工の解体などの工
事から、アスベスト調査結果の
報告が義務になります。アスベス
トの有無に関わらず、ホームペー
ジ（https://www.ishiwata-
houkoku.mhlw.go.jp）から報告を
行ってください。報告を怠ると、罰
則を科される場合があります。　※
対象となる工事など、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。報告対象外
の工事でも、アスベストの調査や現
場掲示は必須です。
■問先＝（区）アスベスト対策係
 ☎3880-8041

4年度「資源・ごみの収集曜日」
に変更はありません

　ごみの収集曜日や出し方などを一
覧にした｢資源の出し方・ごみの出し
方（リーフレット版）｣は、内容の変更

がないため来年度は全戸配布を行
いません。　※｢資源の出し方・ご
みの出し方｣は足立清掃事務所、ご
み減量推進課、区民事務所（中央本
町を除く）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
▪ごみ出しは午前8時までに
　資源やごみの収集時間は、収集
日の交通状況などにより変わる場
合があります。必ず収集日の午前
8時までに、資源回収場所・ごみ集
積所に出してください。

―─いずれも―─
■問先＝足立清掃事務所
 ☎3853-2141

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）

講座「ビー玉で万華鏡を作ろう」
■日時＝3月27日㈰、午前10時～
11時30分■場所＝中央本町地域
学習センター■対象＝小学生と保

護者■内容＝硬質カードケース・包
装紙・ビー玉で万華鏡を作り、プ
ラスチックのリサイクルについて学
ぶ■定員＝10組（3月11日から先着
順）■費用＝100円■申込＝電話／
窓口／住所、氏名、電話番号、「ビー
玉」をファクス　※1人1回のみ申
し込み可■申・問先＝あだち再生館

（月曜日、祝日休館）　
☎3880-9800 FAX 3880-9801

陶芸体験教室
■日時＝4月16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6月中旬以降■定員＝各
12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、

「4月16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＝3月18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

第33回春のふれあいコンサート
■日時＝4月10日㈰、午後0時30
分開演　※午前11時30分開場■
場所＝西新井文化ホール■内容＝
区内で活動している合唱団や、区
民で結成された「春のふれあい合唱
団」によるコンサート■定員＝400人

（先着順）■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝文化団体支援係
 ☎3880-5986

あだちの遊び場

さがそう 春の食べられる野草
■日時＝3月26日㈯、午後2時～2
時50分／3時10分～4時■場所＝
荒川ビジターセンター／荒川河川
敷■内容＝河川敷を歩きながら、
食べられる種類の野草を探す■定
員＝各10人（先着順）　※就学前の
子どもは保護者の参加が必要■申
込＝不要　※当日午前9時から荒川
ビジターセンターで参加証を配布
■問先＝荒川ビジターセンター
 ☎5813-3753

　 国民年金の届出・申請をお忘れなく！

▪国民年金の届出
■対象等＝表4　※勤務先を退職したなど、一定の要件を満たすと国民年
金保険料の納付が免除される制度あり■申込＝窓口／必要書類を区へ郵送
▪4月分からの国民年金保険料
■保険料（月額）＝1万6,590円　※保険料を現金一括払いや口座振替で納
付すると割引になる場合あり
▪学生納付特例の申請
　大学・短期大学・専門学校・高校などに通っていて国民年金保険料の
支払いが困難な方は、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予
され、後払いすることができます。 ※所得制限あり。対象にならない学
校あり■持ち物＝年金手帳または基礎年金番号通知書／有効期限が分か
る学生証または在学証明書　※いずれも写し可■申込等＝窓口／必要書
類を区へ郵送　※4年度の受け付けは4月1日開始。毎年度申請が必要。
3年度の学生納付特例が承認済みで、日本年金機構から申請書（ハガキ）
が届いた方は、返送で申し込み可。手続きが遅れると年金受給に影響が
でる場合あり

4年4月1日から年金手帳
の新規交付が廃止
　法律の改正に伴い、下
記の場合などでは手帳に
かわり新たに「基礎年金番
号通知書」が交付されます。
◦ 4年4月1日以降、新たに

国民年金第1号～3号被
保険者となる

◦ 年金手帳の紛失などに
よる再発行で、交付日
が4年4月1日以降となる

※ 現在所持している年金手帳
は、基礎年金番号を明らか
にする書類として引き続き
利用可能

住所・受取金融機関
変更の届出
■申・問先＝足立年金事務所

☎3604-0111
■申込＝住所変更は「年金受給権
者住所変更届」を、受取金融機関
変更は「年金受給権者受取機関変更
届」を足立年金事務所に郵送・持参　
※変更届は足立年金事務所、（区）高
齢医療・年金課、区民事務所（中央
本町を除く）で配布。区外転出者は、
新住所を管轄する年金事務所に提
出（日本年金機構にマイナンバーが
登録されている方は、原則住所変更
の届出不要）。受け取り金融機関の
変更には金融機関の証明または通
帳などの写しの添付が必要
国民年金の支払日
偶数月の15日に支払い
※ 15日が土・日曜日、祝日の場合は直前

の金融機関の営業日

表4　国民年金の届出 対象等

20〜59歳でいずれかに当てはまる方 届出に必要なもの
共通 それぞれで必要なもの

会社などを退職して厚生年金や共済組合の加入者で
なくなった方　※扶養されている配偶者も届出が必要 年金手帳または

基礎年金番号通知書

勤務先・退職年月日の分かるもの
（離職票・退職証明書など）

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていたが、
扶養から外れた配偶者

扶養でなくなった日が分かるもの
（健康保険資格喪失証明書など）

　郵送での手続きを希望の方は、（区）国民年金係にお問い合わせ
いただくか、区のホームページから専用フォームでお申し込みく
ださい。後日、必要書類を郵送します。

■申・問先＝（区）高齢医療・年金課 国民年金係　  ☎3880-5843
足立年金事務所　　　　　　　　　　☎3604-0111

※区民事務所でも受け付け可

あだちの遊び場は、
10面に続きます

▪一部列車の運休
■日時＝3月19日㈯、午後10時40分ごろ～終列車
■内容＝東武伊勢崎線北千住駅～草加駅間の普通
列車・東京メトロ日比谷線直通列車が上下線運休　
※急行・準急・区間急行・区間準急の上下線は通
常通り運行

▪振り替え輸送の実施
　他社線への振り替え輸送を実施するほか、東武伊
勢崎線北千住駅～草加駅間（小菅駅を除く）の運休区
間では振り替え輸送バスの運転も行います。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。

竹ノ塚駅高架切り替え工事に伴い 北千住駅～草加駅間北千住駅～草加駅間のの一部列車一部列車がが運休運休

■問先＝▷列車の運行、振り替え輸送…東武鉄道㈱ お客さまセンター（毎日、午前9時～午後6時）　☎5962-0102
　　　　▷竹ノ塚駅付近鉄道高架化事業…(区)立体化担当　　　　　　　　  　☎3880-5484




