
日付（7/1〜14） 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14
測定値（マイクロシーベルト／時）0.07 ― 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 ― ―

▪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

区内での感染が急拡大 ―「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7月19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。
◦�区の施設やイベントなどは、感染症対策を講じておりますが、利用制限や中止・延期にする場合があります。
◦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。

どんなプログラムがあるか、近くの地域学習センターのホームページを
チェック ！　

20222022年（令和4年）77月2525日（第18841884号）2 https://www.city.adachi.tokyo.jp/

J
ジ ェ イ コ ム

:COMチャンネル足立（地上11c
チャンネル

h）で放送

花火の魅力で区民をつなぐ！

　今年も中止となっ
てしまった「足立の花
火」。過去の打ち上
げ映像を中心に振り
返り、花火の魅力を
再発見 ！
番組内容
● 近

こ ん ど う

藤やよい足立区
長と振り返る足立
の花火

● 花火鑑賞士による
花火のポイント解説

● 皆様から募集した花火の思い出紹介
司会：木

き そ

曽さんちゅう
ゲスト：花火鑑賞士、近藤やよい足立区長
制作協力：足立区、（一財）足立区観光交流協会
■放送日時＝8月6日㈯、午後6時～6時55分
■問先＝J:COM 足立　　　  ☎0120-999-000

（一財）足立区観光交流協会　　  　☎3880-5853

テレビで足立の花火
花火の魅力で区民をつなぐ！

感染症対策をして
今年もやります

ポ
イ
ン
ト
３

予約不要・参加費無料
の講座が盛りだくさん�！　
※一部の講座は要予約・有料

ポ
イ
ン
ト
１

区内15カ所で実施�！　
近くの地域学習センター
などに行ってみよう�！

ポ
イ
ン
ト
２

子どもと一緒に参加し
て楽しめるプログラム
も充実�！

　普段の生活にちょっとだけ「運動・スポーツ」「文化芸術」「読書」を取り入れるプログラム。
夏休みの気分転換にもおすすめです。この機会に親子で一緒に楽しんでみませんか？

8月から一斉スタート ！
269種類のプログラム

おはなし会でベビーヨガ体験 新聞紙�d
で

e�スリッパづくり 絵本でリトミック

■問先＝文化・読書・スポーツ連携推進担当　　　　　　　　　　　　  ☎3880-8017

ちょい

スポ
ちょい

カル
ちょい

読み

ワクチン4回目 接種券を順次発送中です
対象 3回目接種 完了時期 接種券 発送時期

3回目接種後、5カ月を経過
した、60歳以上の方
※ 右記以降のスケジュールは

決まり次第、区のホームペー
ジなどでお知らせします。

4年3/6〜11 4年7/25
4年3/12〜19 4年8/1
4年3/20〜31 4年8/8
4年4/1〜30 4年8/22

3回目接種後、5カ月を経過
した、18歳以上60歳未満で
基礎疾患を有する方やその
他重症化リスクが高いと医師
が認める方

申請が必要です。  ※1・2回目接種時に申請
した方も、改めて申請が必要■申請方法＝区
のホームページからオンライン申請／区予約・
相談ダイヤルへ電話（毎日、午前8時〜午後8時 
☎0120-230-377）／申請書類を区へ郵送

予約不要でワクチン接種が可能です
■期間＝実施中～9月4日（予定）　※毎週月曜日、8月13日㈯・14日㈰
を除く■受付時間＝午前9時～11時／午後1時～7時　※土・日曜日は
5時まで■場所＝区役所庁舎ホール■対象＝1～4回目接種券をお持ち
の方　※2～4回目の方は、前回接種からの接種間隔をご確認ください。
■使用ワクチン＝モデルナ　※1日の接種数には上限があり、上限に達
すると予約不要の接種ができない場合があります。予約された方が優
先となるため、お待ちいただく場合があります。区内医療機関での接
種なども引き続きご利用いただけます。くわしくは区のホームページを
ご覧ください。

区内在住 の方区外在住

ちょいスポ・ちょいカル・ちょい読み

まずは

図書館のおはなし会で、赤ちゃ
んと一緒にヨガ体験ができます。

図書館で、親子一緒に簡単な工作が
できます。手ぶらで気軽に参加可能。

音楽に合わせて体を動かすリト
ミックに絵本を取り入れます。

 「臨時給付金」関連情報
期限が迫っている給付金があります
8月31日㈬締め切り�新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
■対象（初回支給）＝社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総
合支援資金（初回）の特例貸付を借り終えた世帯の主な生計維持者など　
※一定の支給条件あり。くわしくは送付書類をご覧になるか、お問い
合わせください。■支給月額＝▷単身世帯…6万円　▷2人世帯…8万
円　▷3人以上の世帯…10万円■申請書類＝対象となる可能性のある
方に対し、順次郵送■支給期間＝3カ月■問先＝自立支援金ダイヤル（平
日、午前8時30分～午後5時）　　　　　　　　　  ☎0120-100-805

そのほかの
給付金など

くわしくはコチラ▶

くわしくはコチラ▶ ▲過去のポスター

早めの3回目接種をご検討ください
　国は、特に接種率が低い10～30代
へ3回目接種を推奨しており、足立区
でも若い年代の接種率が低い状況と
なっています。また、東京都は、3回
目接種によりオミクロン株に対しても
感染防御に役立つ中和抗体が得られ
るとし、接種を推奨しています。

65歳以上
60〜64歳

50代
40代
30代
20代
10代

（12歳以上）

87.8％
81.2％

72.6％
61.1％

49.2％
41.2％

29.2％

足立区の3回目ワクチン接種率（年齢別）

★… 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

【週単位の感染者数および総数★】

熱中症に注意しなが
ら、混雑する場所や
会話時の正しいマスク
の着用と、こまめな換
気をお願いします。
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5,961
81,74981,749

区内での感染者の発生状況
60歳未満の全世代で、感染者が増加しています
　今後、これまで最多だった4年2月3日の1日1,065人（診断日ベース）
を超える可能性があります。他部署の通常業務を一部縮小または休止
し、職員をさらに増員することも視野に入れながら、区民の皆様の健
康や衛生を守る保健所業務を最優先で進めます。

無症状の方は、無料のＰＣＲ等検査をご利用ください
　夏休みやお盆で、帰省や旅行により都外への移動などが増
える時期です。区役所1階や区内薬局などで、無料のＰＣＲ等
検査が受けられます。

2月3日
1,065人
（1日の最多人数）

くわしくはコチラ▲



■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面左中を参照 3

8月上旬に現況届提出案内などを送付します。期限までに提出がない場合、児童扶養手当は11月分（1月支給）から、特別
児童扶養手当は8月分（11月支給）からの支給が停止になる場合があります。■提出・問先＝親子支援係　 ☎3880-5883

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の現況届の提出期限は8月31日㈬

子育て・教育

イライラしない子育て講座
（実践編・6日制）
■日時＝9月8日～10月20日の毎
週木曜日（9月15日を除く）、午前
10時～正午■対象＝区内在住で3
歳～小学生の保護者　※子ども同

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

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）

伴での受講不可■内容＝より良い
親子関係を築くための、しつけの
具体的なポイントを学ぶ■定員＝
10人程度（抽選）　※保育あり（要予
約、1歳～就学前の子ども、8人程
度）■申込＝電話／区のホームペー
ジからオンライン申請■期限＝8月
12日㈮■場・申・問先＝こども支
援センターげんき こども家庭支援
課 事業係 ☎3852-2863

医師による
乳児アレルギー予防教室

■日時等＝表1■対象＝アレルギー
が心配な1歳未満の子どもの家族な
ど　※保育の申し込み方法など、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。
■申込＝電話／窓口

ジフテリア・破傷風の二種混合
予防接種はお済みですか

■接種場所等＝23区指定医療機関　
※予診票を紛失した場合は母子健
康手帳を持参のうえ、保健予防課
または保健センターなどで申請。郵
送希望の場合は郵送申請書、母子

健康手帳の写し、84円切手を区へ
郵送。郵送申請書は区のホームペー
ジからダウンロード■対象＝二種混
合の予防接種を受けていない11・
12歳の方■申・問先＝保健予防課 
保健予防係� ☎3880-5892

1歳ごろの栄養教室
「離乳食から幼児食への
ステップアップ」

■日程等＝表2■時間＝午前10時
30分～11時15分■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■内容＝離乳食から
幼児食へのスムーズな移行のポイ
ント／レシピ紹介 など■申込＝電話
／窓口

中学校卒業程度�認定試験
■日程＝10月20日㈭■場所＝（都）
教職員研修センター（文京区本郷
1-3-3）■内容＝文部科学省が行う
中学校卒業程度の学力認定試験　
※合格者は高等学校の入学資格を
取得■申込＝願書を郵送　※対象
など、くわしくは受験案内を参照。
願書・受験案内は、（都）義務教育課

（新宿区西新宿2-8-1）で配布■期

限＝9月2日㈮消印有効■申先＝文
部科学省 生涯学習推進課　〒100-
8959千代田区霞が関3-2-2■問先
＝（都）義務教育課 ☎5320-6752

（区）就学係� ☎3880-5969

健康・衛生

呼吸器病教室�
呼吸筋ストレッチ「息苦しさと
うまくつきあう方法」

■日時＝9月6日㈫、午前10時～正
午■場所＝ギャラクシティ■対象＝
ぜん息などの呼吸器疾患を治療中
の方／おおむね60歳以上の方■内
容＝理学療法士から、息苦しさを和
らげるための呼吸筋のストレッチ体
操を学ぶ■定員＝30人（7月26日か
ら先着順）■申込＝電話／住所、氏
名（フリガナ）、年齢、電話番号、「呼
吸筋ストレッチ」をファクス■申・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

4面に続きます

献血（8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
5㈮ 東京芸術センター前（千住1-4-1） 午前10時〜11時30分

／午後1時〜4時13㈯ ベルクス 足立南花畑店（南花畑2-15-12）

31㈬ ライフ 竹の塚店（西伊興4-1-22） 午前9時30分〜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（8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

7㈰ 大高接骨院（一ツ家3-27-13 新宅コーポ104） 3884-9856
曽我整骨院（竹の塚2-10-7） 3883-3285

11㈷ F.C.C北千住鍼灸整骨院（千住2-47） 3882-6877
星接骨院（栗原3-2-11） 3886-3328

14㈰ あおば整骨院（西新井栄町1-14-3 ARAIビル1階） 5888-6167
和田整骨院（日ノ出町12-3） 3879-3206

21㈰ くまひげ整骨院（竹の塚1-32-1-102） 3860-6376
野村整骨院（南花畑3-33-24） 3884-2461

28㈰ 片山接骨院（江北6-21-15） 3896-1308
土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

■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

　日本赤十字社ではウクライナおよび避難民を受け入れる周辺国を支援す
るため、海外救援金を募集しています。皆様のご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　■設置期間=9月30日㈮までの平日、午前8時
45分～午後5時■設置場所=区役所／区民事務所　※そのほか
の募金方法など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
■問先=(区)地域調整課 管理係　　　　　　　 ☎3880-5855

生活支援一時金 10万円
■内容=避難民１人につき１０万円を支給■申込=申請書・必要書類を区

へ郵送・持参　※申請書は地域調整課で配布するほか、区のホームペー
ジからもダウンロード可。必要書類など、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。■申込期限=５年３月３１日㈮必着
■申・問先=（区）地域調整課 多文化共生担当　　　　  ☎3880-5177
ワンストップ相談窓口

　避難されてきた方々が東京で安心して生活できるように、必
要な情報や相談先をご案内します。■問先=（都）ウクライナ避
難民ワンストップ相談窓口（平日、午前10時～午後4時）

☎6258-1227

ウクライナから避難されてきた方への支援

ウクライナ�人道危機�救援金

募金箱での募金

▲そのほかの
　支援情報は
　コチラ

受付中

表2　１歳ごろの栄養教室�日程等
場・申・問先（保健センター） 日程 定員

竹の塚　　　　  ☎3855-5082 9/8㈭ 16人（8/８から先着順）
中央本町地域・保健総合支援課

（足立保健所内）  ☎3880-5351 9/9㈮ 10人（8/9から先着順）

東部　　　　  　☎3606-4171 8/19㈮ 6人（7/26から先着順）

表1　医師による乳児アレルギー予防教室�日時等
場・申・問先

（保健センター） 日時 定員
（7/26から先着順）

江北　　　 ☎3896-4004 8/26㈮、午後1時30分〜3時30分 12人
千住　　　 ☎3888-4277 9/1㈭、午後1時30分〜3時30分 17人
竹の塚　　 ☎3855-5082 8/29㈪、午後2時〜3時30分 15人
東部★　　  ☎3606-4171 9/26㈪、午後2時〜4時 12人
★…食物アレルギー教室を実施

保育の手続きは
オンライン申請が便利 ！
◦�スマートフォンやパソコンを使って、
自宅などから申請できます。

◦�入所の申し込みだけでなく、在園児
の各種申請などにも利用可能です。

◦就労証明書、各種書類などもデータ・写真で提出できます。
�5年4月の入所申し込み開始時期は、別途お知らせします。

子ども施設入園課 入園第一係～第三
係　　　　　　　　   ☎3880-5263

※ 郵送・窓口での申し込みも可能（窓口は子ども施設入園課のみ）。申請
書類は子ども施設入園課で配布するほか、区のホームページからもダ
ウンロード可

認可保育所・認定こども園（長時間利用）・小規模保育・保育ママ

◀ 申し込み方法
など、くわしく
はコチラ

24時間
申請可能�！

問先




