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あだちの遊び場は、
9面からの続きです

加が必要■申込＝不要 ※当日午
前9時から会場で受付■場・問先＝
☎3853-4114
都市農業公園
コ ツ

な つ い

あだちの遊び場

イン

夏井いつきの句会ライブ in ギャラクシティ
■日時＝4月16日㈯、午後2時開演 ※1時開場■場所＝西新井文化
ホール■内容＝人気テレビ番組で俳句の先生として活躍する
「夏井い
つき」
による、楽しいおしゃべりを交えた、俳句の面白さを気軽に体
験できる客席参加型プログラム■定員＝450人
（先着順）
■費用＝▷
前売り…2,500円
（友の会会員、区内在住・在勤・在学の方は2,000
円。高校生以下の方は1,000円） ▷当日…3,000円
（高校生以下の方
は1,500円） ※就学前の子どもは入場不可。全席指定■申込＝窓口
／ホームページから専用フォームに入力■申先＝ギャラクシティ／
地域学習センター など ※当日はギャラクシティのみ■問先＝ギャ

ラクシティ
☎5242-8161 HP https://galaxcity.jp/

■日時等＝表1■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話／ホー
ムページ ※いずれも定員あり
（3月11日、
午前9時から先着順）
。
くわしく
はホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
■申・問先＝ラン
ディック㈱ IT事業部
（区協働事業者）
☎6802-7829 HP http://www.landic.co.jp/
表1 パソコン講座
（4月分）日時等

日時

■期間＝3月25日～4月7日■内容
＝園内各所に設置されているクイ
ズの答えをワークシートに記入して
まわるクイズラリー ※参加賞あ
り。就学前の子どもは保護者の参

転入・転出・転居などの なくてもできます！
手続きはお近くの区民事務所へ

区役所本庁舎に来

費用
（テキスト代など）

区民事務所
（16カ所）
で可能な手続き例

◦転入・転出・転居の手続き
◦住民税・国民健康保険料の納付
◦住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍や住民税の証明書の取得
※介護や子育てに関する手続きなど、取り扱いできない業務あり

手続きの際は、本人確認書類が必要です ※一部を除く

1点で可★
顔写真付きの住民基本台帳カード／マイナンバーカード／
運転免許証 など

エ ク セ ル

Excel基本1日コース
2㈯、
「Excel基礎、データ編集、オートフィル、 午前10時～午後5時
表作成、グラフ、データベースまで」

10,230円

ホームページ

楽々・簡単HP作成導入セミナー夜1日コース 2㈯、
「ひな形が豊富なソフトを使用し、
午後7時～9時
簡単にHP作成を体験」
ワ

ー

ワ

ー

ォ

2点必要
顔写真なしの住民基本台帳カード／健康保険証／年金手帳
／クレジットカード／診察券 など

10,230円
外国籍

ド プ レ ス

WordPress速習作成1日コース
9㈯、
「無料ソフトWordPressの設定・操作・
午前10時～午後5時
プラグインなどカスタマイズし、HP作成」
フ

無料

日本国籍 ★…官公署発行で顔写真付き・改ざん防止加工があり、有効期限内
のもの
の方

ド

Word基本1日コース
3㈰、
「Word基礎知識から文字の編集、文章作成、午前10時～午後5時
表、グラフィック機能の利用」

12,100円

パ ワ ー ポ イ ン ト

各
13,200円

ズ

ー

12,100円

区民事務所では待ち時間の短縮をめざし、
一部業務の見直しを行っています

■問先＝地域調整課 管理係 ☎３８８０-５８５５

各
2,068円

区民事務所では、マイナンバーに関する手続きの大幅な増加など
により、窓口での待ち時間が増えています。そのため、より専門性
の高い職員による対応ができるよう、一部手続きの受け付けを区役
所本庁舎に一本化し、区民事務所の業務の見直しを行っています。
業務名

住民税の申告

ム

リモート遠隔操作設定
（Zoom編)
29㈷、
午前1日コース
「画面共有・リモート操作・ビデオチャット・ 午前10時～午後1時
通話・背景設定操作体験」
Excelピンポイント
「関数」
午後1日コース
イフ
カ ウ ン ト イ フ
29㈷、
「IF関数とCOUNTIF関数を使用し、勤怠 午後2時～5時
管理表作成」

千住区民事務所では夜間開庁を行っています
平日の午後7時まで
（毎月最終業務日は午後5時まで）
※一部取り扱いできない業務あり

例年3月・4月は住所変更の手続きで多くの方が来所されるた
め、非常に混雑します。手続きに時間がかかる場合があるので、
余裕を持ってお越しください。

イラストレーター

IllustratorCCビギナー夜2日コース
19㈫・21㈭、
「基本図形の描画からペンツールや
午後6時～9時
文字と画像のレイアウトなどの基本操作」
ゼロから始めるExcelマクロ・VBA1日コース
「マクロ・VBAって何？ マクロ・VBAの
23㈯、
概要からスタートし、簡単なプログラム構文 午前10時～午後5時
を記述する方法」
小学生向けプログラミング基礎編
午前1日コース
24㈰、
「『スクラッチ』でゲーム、アニメーションの作成」
午前10時～正午
■対象＝スクラッチに初めて触る
小学1～3年生と保護者
小学生向けプログラミング活用編
午後1日コース
「『スクラッチ』
でシューティングゲーム、
24㈰、
アニメーションの作成」
午後1時～3時
■対象＝スクラッチ基礎編を受講済みまたは
1人でマウス・キーボード・スクラッチ操作
ができる小学4〜6年生

の方

上記のほか、以下のいずれかを持参
世帯全員分の在留カード／特別永住者証明書／旧外国人登
録証明書
※国外からの転入は、パスポートも必要

転入・転居の際はマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお
持ちの方はご持参ください。新しい住所への変更を同時に行います。

ト ショップ

PhotoshopCCビギナー1日コース
10㈰、
「Photoshopの環境設定・基本操作から
午前10時～午後5時
写真の補正・加工・合成・ポストカード作成」
PowerPoint応用1日コース
16㈯、
「グラフ・音声挿入・スライドショー特殊効果
午前10時～午後5時
ユ ー チューブ
を活用し動画作成、YouTubeにアップ」

■期間＝再開園後～5月15日 ※3
月2日現在、休園中。 再開園時期
は未定■内容＝様々な骨格標本展
示を通して、骨の形と生きものの暮
らしの関係について紹介 ※入園
料が必要■申込＝不要 ※当日直
接会場へ■場・問先＝生物園
☎3884-5577

■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 FAX 3880-0041

パソコン講座
（4月分）

コース名

桜のクイズラリー

生きる骨展

見直し内容
開始時期
・課税課で受け付け
・記入済みの申告書をお持ちの場合は、区民事務所で受理 4年2月
後、課税課へ転送
そろ

各
6,600円

国民健康保険の ・企業への問い合わせが必要な手続きや、必要書類が揃っ
4年4月
受け付けの一部 ていない場合は原則、国民健康保険課で受け付け
・必 要書類が揃っている場合は、区民事務所で受け付け
※そのほかの見直し業務など、くわしくは区のホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。
くわしくはコチラ︎▶

■ 申込…申し込み方法 ■ 期限…申込期限
■ 場・申・問先 … 場所・申込先・問い合わせ先

西新井文化ホール・オープン
ステージ
「スタインウェイを
弾いてみよう」
■日時等＝▷小学生以上の方
（10
組。1組1時間）
…4月30日㈯、午前
9時30分～午後7時30分 ▷小学
生～高校生
（17組。1組30分）…5
月1日㈰、午前9時30分～午後6時
※いずれも抽選。区内在住・在勤・
在学のピアノ経験者が対象。1組8
人まで■場所＝西新井文化ホール
■内容＝ホールのステージ上で、ス
タインウェイなどのグランドピアノ
を自由に演奏 ※小学1〜3年生は

、
で
震
地
家具が
凶器に
■問先=災害対策係
☎3880-5836

ポイ
ント

☎…電話番号 FAX …ファクス番号
HP …ホームページアドレス
…Eメールアドレス

保護者同伴。利用条件など、くわし
くはホームページをご覧ください。
■費用＝1,000円 ※複数人での
参加は2,000円。高校生以下の方
は無料■申込＝申込書を郵送・持
参 ※申込書はギャラクシティで配
布するほか、ホームページからもダ
ウンロード可■申込期間＝3月12日
～4月12日必着■申・問先＝ギャラ
クシティ 〒123-0842栗原1-3-1
☎5242-8161
HP https://galaxcity.jp/

※ 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

時／3時30分～4時30分■内容＝
冬に実る夏みかんを使って、バス
ボム
（入浴剤）
を作る■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■費用＝100円
（材料費）
■申込＝不要 ※当日午
前9時から会場で参加証を配布■
場・問先＝桑袋ビオトープ公園
☎3884-1021

夏みかんでバスボム作り
■日時＝3月27日㈰、午後2時～3
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3月の休日開庁日
日時

27日㈰（第4日曜日）

午前9時～午後4時

場所 区役所

▪主な業務内容
◦転入・転出や戸籍の届出の受
け付け
◦住民票の写しなどの証明書の
発行
◦税・各種保険料の納付・相談
◦保育園に関する相談
くわしくはコチラ

▲夏みかんの香りを楽しもう

30年以内に首都直下地震が発生する確率、約70％
そのとき、足立区の被害は…

死者数 約700人／全壊棟数 約1万棟／避難者数 約28万人／焼失棟数 約1万6,000棟
（倒壊建物を含む）
※東京湾北部地震
（マグニチュード7.3）
、冬の夕方午後6時、風速8ｍ／秒を想定
「首都直下地震等による東京の被害想定報告書
（東京都防災会議）
」
より

過去に発生した地震で負傷した原因の、約30～50％が家具類の転倒・落下・移動によるものでした。
何気なく置いた家具が、震災時は凶器になって襲いかかってくる恐れがあります。いつ起こるか分から
ない大地震に備えて、家具の配置や棚の収納方法を
「今」
見直し、安全を確保しましょう。

防災目線の
「家具配置」ポイントは3つ！

1 家具を固定したりする

重いものを下に収納したり、

たとえば食器棚が倒れた場合、ガラス片が
床に散らばる恐れがあり、大変危険です。収
納する際は重いものを低い位
置にすることで、重心が下が 軽
り倒れにくくなります。ほか
にも、壁止め金具による家具
の固定や、扉の解放防止装置
重
などの取り付けも効果的です。

ポイ
ント

2 できるだけ家具は置かない
部屋の出入口付近には

家具が倒れて出入口
を塞がないよう、家具
は出入口付近に置かな
いようにしましょう。
あるいは、万が一倒れ
ても通り抜けられる空
間を残せる位置に置く
のが安全です。

区では、家具転倒防止器具取付工事の助成を行っています！

4月1日から
就学前の子ども
がいる世帯も
対象になります。

対象 60歳以上、障がいのある方がいる世帯／非課税世帯
助成額 5万円
※突っ張り棒は助成の対象外。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。■問先=建築防災係 ☎️3880-5317

ポイ
ント

3 または突っ張り棒などを活用する

家具が倒れる方向にベッドを置かない、

寝室に背の高いタンスな
どが置いてあると、倒れて
来たときに下敷きになる危
険があります。家具が倒れ
る方向にベッドを置かない
ようにするか、倒れないよ
うに突っ張り棒などを活用
し、
安全を確保しましょう。

4月から江北エリアの避難所が変わります
江北小学校と高野小学校の統合に伴い、
避難所が江北小学校 新校舎（江北4-21-1）に
変わります。 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。

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係へ ☎3880-5815

▲くわしく
はコチラ

