
子どもの行動範囲が広がる夏休みは、交通事故が多発します。特に小学生は、自転車運転中の事故が増える傾向にあ
ります。ルールとマナーを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。■問先＝交通対策課 推進係　☎3880-5912

なくそう、子どもの
交通事故

■期間等＝▷3号（西新井・舎人線）／4号（区役所・鹿浜線）／7号（西新井・六木線）…8月
11日㈭～16日㈫　▷そのほか…13日㈯～16日㈫■問先＝交通計画係　☎3880-5718

お盆期間中の「はるかぜ」は
休日ダイヤで運行します
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仕事・産業

マンスリー就職面接会
「暑さに負けるな
就職応援面接会」

■日時＝8月23日㈫、午後1時30分
～4時■場所＝ムーブ町屋（荒川区
荒川7-50-9）■定員＝60人（8月2日
から先着順）■申込＝電話■申・問
先＝ハローワーク足立 事業所第二
部門 ☎3870-8617
■問先＝（区）就労・雇用支援係
 ☎3880-5469

公募・ボランティア

初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会（4日制）

■日時＝9月18日㈰・19日㈷・25
日㈰、10月2日㈰、午前9時30分
～午後5時30分■場所＝総合スポー
ツセンター■対象＝区内在住・在
勤・在学で18歳以上の方■内容＝
障がい者スポーツの楽しさを伝える
ために必要な基礎知識や技術を身
につける　※（公財）日本パラスポーツ
協会公認資格「初級障がい者スポー
ツ指導員」取得可■定員＝25人（抽
選）■費用＝3,500円（テキスト代）　
※資格取得を希望する方は別途登
録料（9,300円）が必要■申込＝電話
／区のホームページからオンライン
申請／住所、氏名、電話番号、「養
成講習会」をファクス■申込期間＝8
月1日～15日■申・問先＝スポーツ
振興課 振興係
☎3880-5826� FAX3880-6028

「くらしのおたすけ隊
（消費生活啓発員）」養成講座
■日時＝8月30日㈫、9月6日㈫・
13日㈫・22日㈭・27日㈫、午後2
時～4時■対象＝区内在住・在勤・
在学で、消費者センターの啓発員
として活動できる方■内容＝契約の
基礎知識や成年年齢引き下げに関
するトラブルなどを学ぶ■申込等＝
▷エル・ソフィア（各20人）…電話
／窓口／区のホームページからオ
ンライン申請／住所、氏名（フリガ
ナ）、電話・ファクス番号、「くらし
のおたすけ隊」をファクス　▷オンラ
イン（各40人）…区のホームページ
からオンライン申請　※いずれも7
月27日から先着順■期限＝8月24
日㈬■申・問先＝消費者センター
☎3880-5385� FAX3880-0133

暮らし・まちづくり

空き家無料相談会
（8月・9月分）
■日程等＝表2■内容＝所有する
空き家の管理や活用方法などを専
門家に相談■定員＝各4組（7月26
日から先着順）■申込＝電話／区の
ホームページからオンライン申請
／住所、氏名（フリガナ）、電話番号、
希望日時、「空き家無料相談会」を
ファクス■申・問先＝空き家担当
☎3880-5737� FAX3880-5615

中小企業事業者が今、知って
おきたい法律改正とLGBT

■日時＝8月24日㈬、午後6時30
分～8時30分■場所＝エル・ソフィ
ア■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝「改正育児・介護休業

法」や「短時間労働者への社会保険
適用拡大」など、企業が特に重視す
べき点や性的マイノリティーの方
にとって働きやすい職場づくりに
ついて学ぶ■定員＝20人（7月26日
から先着順）　※保育あり（8月16
日までに要予約、6カ月～就学前の
子ども、先着5人）■申込＝電話／
区のホームページからオンライン
申請／住所、氏名（フリガナ）、年代、
保育希望の場合は子どもの氏名（フ
リガナ）・年齢、電話・ファクス番
号、「法律改正とLGBT」をファクス
■申・問先＝男女参画プラザ
☎3880-5222� FAX3880-0133

都営住宅入居者募集
■募集住宅等＝▷ポイント方式（家
族向け）…ひとり親／高齢者／心身
障がい者／多子世帯 など　▷抽選
方式…単身者／シルバーピア（高齢
者集合住宅）／車いす利用者　※所
得・年齢制限などの要件あり。く
わしくは募集案内を参照■募集案
内配布期間＝8月1日～9日（土・日
曜日を除く）■募集案内配布場所＝
住宅課／区民事務所　※なくなり
次第配布終了■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

5面からの続きです

表2　空き家無料相談会（8月・9月分）�日程等
場所 日程 時間

江南住区センター
8/16㈫

午前10時〜正午
西新井住区センター 午後3時〜5時
足立成和信用金庫 北千住地域応援相談プラザ

（千住2-57） 8/19㈮ 午後5時〜7時

勤労福祉会館
※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
8/21㈰

午前10時〜正午
9/11㈰

足立成和信用金庫 西新井地域応援相談プラザ
（西新井栄町2-3-15）

8/21㈰ 午後2時〜4時
9/2㈮ 午後5時〜7時

足立成和信用金庫 六町地域応援相談プラザ
（南花畑1-1-30） 8/28㈰

午前10時〜正午
千住あずま住区センター

8/30㈫
新田住区センター 午後3時〜5時
地域包括支援センター 江北 9/6㈫ 午前10時〜正午

犯罪が起こりにくいまちづくり

「防犯まちづくり推進地区」「防犯まちづくり推進地区」
認定地区 募集中！認定地区 募集中！

■問先＝防犯まちづくり係　☎3880-5435

　区では、防犯活動に取り組む町会・自治会を「防犯まちづくり推
進地区」に認定しています（7月1日時点19地区）。推進地区になると、
専門アドバイザーによる講義や助言など、犯罪が起こりにくいまち
づくりのためのサポートを受けることができます。　※年度内の認
定は、9月30日までに申請が必要。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。
5年で認知件数が
71％減！ 東伊興町会
　防犯活動を5年継続
し、3年度末に更新認
定地区となりました。
専門アドバイザーの助
言に基づいた活動など
により、刑法犯認知件
数が減少しています。

　この5年で、ごみ出しのルール違反が減少し、
自宅前を清掃する住民が増えました。認知件数だ
けでなく、住民の意識も変化しているようです！

4年度に新規認定！�下沼田町会
　4月1日、下沼田町会が推進地区
に認定されました。健康のために
運動をしながら地域の目となる活
動の実施など、独自の取り組みを
行っていきます。

東伊興町会
住民の声

宿泊施設インフォメーション（11月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表1■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での利用不可■利用料金＝大人1泊2食3,650円な
ど■申込＝ホームページからオンライン申請／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＝8月1日～10日消印有効　※8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、9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1　宿泊施設利用日等（11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　 FAX 0470-55-4720
HP https://www.adachiku-kyonan.com/ 5・12・19・

26
平日、
午前9時〜午後5時日光林間学園（予約専用）

☎0288-53-3681　 FAX 0288-54-1661
HP https://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。

東伊興町会の
刑法犯認知件数
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まち歩き活動の様子まち歩き活動の様子

▲ 左から、下
しもかわ

川会長、近
こんどう

藤足立
区長、清

し み ず

水副会長

5年で
71％減！

▲防犯まちづくり
　キャラクター
　フク防（ふくぼう）

効果抜群！



■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 7

子どもの行動範囲が広がる夏休みは、交通事故が多発します。特に小学生は、自転車運転中の事故が増える傾向にあ
ります。ルールとマナーを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。■問先＝交通対策課 推進係　☎3880-5912

■日時＝8月10日㈬、午前11時■内容＝屋外に設置してある防災行政無線のスピー
カーから「これはテストです」などと放送■問先＝危機管理係　　　☎3880-5838

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の試験放送

地域で活動したい方は
NPO活動支援センターを
ご利用ください

　区内では約200のNPO（センター
登録団体）が居場所づくり、学習指
導、健康講座など、様々な分野で
活動中。「地域に貢献したい」「NPO
の活動に参加してみたい」という
方は、お気軽にご相談ください。
■問先＝NPO活動支援センター

（梅田図書館1階。月曜日、祝日を
除く、午前9時～午後9時30分）
 ☎3840-2331

道路の拡幅にご協力ください
　災害に強いまちづくりのため、
細街路整備事業で道路を拡幅して
います。4ｍ未満の道路に接する
敷地に建物の新築などを行う場
合、事業の対象となる場合があり
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。■問先＝細街路係
� ☎3880-5286

道路内（地上・地下）への
施設の設置や、使用・工事等を
行うときは許可申請が必要です

　道路に一定の施設を設置し、継
続して道路を使用するときは、通
行の支障にならず一定の基準を満
たすほか、道路管理者（足立区な
ど）や交通管理者（警察）の許可を
受ける必要があります。
　また、突き出し看板・日よけの
設置、建築工事を行う場合の足場・
仮囲いの設置なども許可申請が必
要です。駐車場などに乗り入れる
ための道路工事を行うときも必ず
事前に相談し、自費工事承認を受
けてください。申請を怠ると、
罰則を科される場合があります。　
※申請方法など、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＝占
用係 ☎3880-5907

マイナポイント設定・
申し込みをお手伝いします

■日程等＝表3■時間＝午前9時
～午後5時　※毎週金曜日は3時
終了■内容＝マイナンバーカード
の新規取得・健康保険証利用登
録・公金受取口座登録に伴うマイ
ナポイントの申し込み補助／パソ

月～就学前の子ども、先着5人）■
申込＝電話／区のホームページから
オンライン申請／住所、氏名（フリ
ガナ）、年代、保育希望の場合は子
どもの氏名（フリガナ）・年齢、電話・
ファクス番号、「防災講談・講演」を
ファクス■申・問先＝男女参画プラ
ザ　
☎3880-5222� FAX3880-0133

原爆・平和・戦争を考える
展示会

■期間＝8月9日㈫～15日㈪、午
前10時～午後5時■場所＝アリオ
西新井・1階（西新井栄町1-20-1）
■内容＝足立区原爆被害者の会に
よる、原爆・戦争を描いた写真や
絵画などを展示　※展示に合わ
せ、区所蔵の平和関連パネルも公
開■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝足立区原爆被害者の会
 ☎080-6607-6855

（区）人権推進係 ☎3880-5497

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）

はたらく消防の
写生画展

■期間＝8月10日～17日■内容＝足
立消防署管内で実施された「はたらく

コン等がない方など向けに、最大
2万円分のポイントの受け取り手
続きを補助　※マイナンバーカー
ドの申請用写真の無料撮影も実施
■持ち物＝マイナンバーカードな
ど　※くわしくはお問い合わせく
ださい。■申込＝不要　※当日直
接会場へ■問先＝▷制度…マイナ
ンバー総合フリーダイヤル
 ☎0120-95-0178
▷サポート窓口…（区）マイナンバー
ダイヤル ☎5888-7707

5年度�花いっぱい
コンクール
参加グループ募集

　ビューティフル・ウィンドウズ
運動の一環として、区が指定する
花を育てていただきます。春と秋
の年2回審査を行い、優秀な団体
を表彰します。花いっぱいの美し
い地域づくりに、ぜひご参加くだ
さい。■対象＝区内の町会・自治会、
ボランティア団体、保育園、幼稚
園、学校などのグループ■期限等
＝8月26日㈮　※区が指定する花
の種や区の花であるチューリップ
の球根は栽培講習会（4年10月、5
年5月）で配布。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＝美化推進係
 ☎3880-5856

せまりくる首都直下地震
避難所を舞台にした
講談＆講演（無料）

■日時＝9月3日㈯、午後2時～4時
■場所＝竹の塚地域学習センター
■対象＝区内在住・在勤・在学の
方■内容＝▷第1部…避難所を舞台
にした真打★によるオリジナル講談　
▷第2部…「ビッグパレットふくしま
避難所」運営リーダーが語る災害に
強い地域づくり　★…落語家や講
談師の中で最も高い身分■定員＝
80人（7月26日から先着順）　※保
育あり（8月25日までに要予約、6カ

消防の写生会」に寄せられた作品の
展示　※入館料が必要（13日㈯を除
く）■申込＝不要　※当日直接会場
へ■場・問先＝郷土博物館　
� ☎3620-9393

L
レ ッ ツ

et's�自由研究
「夏休みこども工作�
ハーバリウムを作ろう」

■日時＝8月6日㈯、午前10時～
11時30分■対象＝小学生　※小
学1～3年生は保護者同伴■内容＝
ドライフラワーやプリザーブドフラ
ワー、ビーズやアクセサリーを使っ
てオリジナルのハーバリウム★を作
る　★…花などを
詰めたガラスボト
ルに専用のオイル
を入れたインテリ
ア■定員＝10人（7
月26日、午前9時
から先着順）■費
用＝2,000円■申
込＝電話／窓口／
住 所、 氏 名（フリ
ガナ）、電話番号、

「ハーバリウムを
作ろう」をファクス
■場・申・問先＝
桜花亭
☎3885-9795� FAX3860-0608

表3　マイナポイント設定サポート窓口�日程等
日程 場所

8/1〜5
江北・佐野・鹿浜地域学習センター／綾瀬住区センター

8/29〜9/2

8/8〜10・12 伊興・興本・花畑地域学習センター／
生涯学習センター（学びピア21内。8/8を除く）

8/15〜19 竹の塚・中央本町・保塚地域学習センター／江南住区センター

8/22〜26 新田・東和・舎人地域学習センター／エル・ソフィア

■日時=9月4日㈰、午前10時～午後0時30分　※荒天時は11日㈰
に延期■対象=小学生以上の方　※小学1・2年生は保護者の参加
が必要■定員=50人（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、「うき島池のかい掘
り体験」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■期限=8月23日㈫必着■
場・申・問先=桑袋ビオトープ公園　〒121-0061花畑8-2-2

☎3884-1021　FAX3884-1041
水を抜いた池で生きものを捕ったり、池底にたまったヘドロ
をとったりすることです。桑袋ビオトープ公園では、ヘドロを

とる前に網を使って生きものを捕獲し、調査を行います。

かい掘りのメリット
①  落ち葉やヘドロなどを除去するほか、外来生物の駆除も行うことで

池の環境を守る�！
② 池にすむ生きものを捕獲することで、区の生態調査につながる�！
昨年のかい掘り体験では、駆除対象の外来生物である
アメリカザリガニが、なんと785匹も捕獲されました。
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過去の調査結果はコチラ▶

かい掘り
とは ？

参加者
募集 ！

▲ オリジナルの
ハーバリウムを
作ろう

▲ コンクール参加団体の花壇




