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1月27日㈮に支払通知書を受給者へ発送。出生・転入により新たに申請した方は、申請月の翌月分から支給開始。不明点がある場合は、通
帳を記帳して確認のうえ、お問い合わせください。　※振り込みは金融機関により数日遅れる場合あり■問先＝児童給付係　☎3880-6492

児童手当の2月期（4年10月～5年1月分）
は2月2日㈭以降に振り込み
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子育て・教育

子どもの就学費用を貸し付け
（応急小口資金）
■対象＝5年4月現在、子どもが小
学生～高校生の保護者■内容＝子
どもの就学費用（制服・ランドセル
代など）の貸し付け　※収入状況な
どによる貸し付け審査あり。連帯保
証人は不要。すでに応急小口資金
を利用中の方も申し込み可（滞納が
ある方を除く）。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。
■貸付上限額＝1世帯につき15万
円■問先＝債権係	 ☎3880-5731

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1■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

申込＝電話■場・申・問先＝千住保
健センター	地域保健係
	 ☎3888-4278

8月・12月を除き毎月実施
土曜予防接種外来（2月～4月分）

▪小児
■対象＝ロタウイルス、BCG、HPV
（子宮頸

けい

がんワクチン）を除く各定
期予防接種の法定年齢内の子ども　
※保護者同伴。当日、予防接種相
談も受け付け。病児の診療は不可
■内容＝ワクチン8種■持ち物＝母
子健康手帳／予防接種予診票／体
温計■申込＝不要　※当日直接会
場へ。ワクチンの在庫状況につい
ては、事前に足立区医師会にお問
い合わせください。
▪成人
■対象＝区内在住の19歳以上で抗
体価が低く（抗体検査の結果、抗体
価がHI法で32未満またはEIA法で8
未満など）、区発行の予診票を持っ
ている方■内容＝MR／風しん■定
員＝各10人（開催日の12日前から
先着順）■申込＝電話

――いずれも――
■日時＝2月18日㈯、3月18日㈯、
4月15日㈯、午後3時～5時　※受

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
表１　1歳ごろの栄養教室 日程等

場・申・問先 日程 定員
中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
☎3880-5351

3/10㈮
10人

（2/10から
先着順）

千住保健センター
☎3888-4277 3/28㈫

12人
（2/28から

先着順）

健康・衛生

口の筋力アップで健康長寿
「あだち☆ちゅうりっぷ体操教室」

■日程等＝表2■時間＝午前10時～
10時30分／10時30分～11時／
11時～11時30分■内容＝口の機
能チェック（発音測定など）／口の体
操（あだち☆ちゅうりっぷ体操体験）	
など　※個別対応で実施■定員＝
各4人（1月26日から先着順）■申込
＝電話／窓口
表2　あだち☆ちゅうりっぷ体操教室

日程等
場・申・問先（保健センター） 日程

江北　　　　  ☎3896-4011 3/9㈭
千住　　　　  ☎6806-2167 2/17㈮
竹の塚　　　  ☎3855-5049 2/14㈫
中央本町地域・保健総合支援課

（足立保健所内）　☎3880-5354 3/1㈬

東部　　　　  ☎3606-4171 3/3㈮

乳がんを経験された方の
交流会

■日時＝2月3日㈮、午後1時30分
～3時■対象＝区内在住で乳がんを
経験（治療中・経過観察中等）した
方など■内容＝たんぽぽの会（乳が
ん体験者の会）の紹介や情報交換■

け付けは2時～4時30分■場・申・
問先＝足立区医師会（平日、午前10
時～正午／午後1時～5時）　中央
本町3-4-4	 （平日）☎3840-2111

（当日のみ）☎3880-1131
■問先＝（区）保健予防係　

☎3880-5892

福祉・高齢医療

5年度「あだち日曜教室」
新規受講生募集

■日時＝5年4月～6年3月の毎月第
2日曜日、午前10時～正午／午後
1時30分～3時30分■場所＝エル・
ソフィアなど■対象＝次のすべてに
当てはまる方…区内在住／29歳以
下／中学校特別支援学級・特別支
援学校（知的障がい）などの卒業生
（卒業見込み含む）／各行事に1人
で参加できる■内容＝知的ハンディ
キャップのある青年たちの仲間づく
りや学びの場■費用＝4,000円（教
材費など）■申込＝電話／窓口■期
限＝2月28日㈫■申・問先＝青少年
課	青少年事業係	 ☎3880-5275

職種 勤務内容（例） 勤務条件 雇用開始日 報酬（予定） 期限 申・問先
区民相談員 区民相談室での区政や区民生

活に関する相談に応じる業務
週4日・1日7時間30分

（午前8時45分～午後5時15分） 4/1 月額
21万1,261円 2/9㈭ 区民の声相談課�相談係

☎3880-5359
区立保育園・認定こども園

の保育補助員 保育・環境整備 月～土曜日・週30時間以内
（午前7時15分～午後6時30分） 随時 時給

1,155円～1,422円 － 子ども政策課�保育人事計画担当
☎3880-8015

人材募集コーナー人材募集コーナー 　対象や必要資格・免許、募集人数、勤務内容・条件など、くわしく
は区のホームページをご覧ください。区のホームページでは、このほ
かにも募集情報をまとめて掲載しています。

　ウクライナから避難されてきた方への支援や、救援金の受け
付けに関する情報を区のホームページでお知らせしています。
■問先＝地域調整課	管理係　　　　　　　　	☎3880-5855

ウクライナ支援情報

献血（2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
23㈷ 竹ノ塚駅東口 午前10時～11時30分／午後1時～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。今後、時間の変
更や会場が追加となる場合があります。くわしくは区のホームページでお知ら
せします。

■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（2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

5㈰ 小平鍼灸接骨院（千住中居町28-9） 3882-9191
土居接骨院（綾瀬3-11-19） 3628-6639

11㈷ 小池接骨院（興野1-10-6） 3889-2171
関橋接骨院（南花畑2-9-4） 3859-4501

12㈰ 庄司接骨院（谷中3-4-6） 3629-7216
千住名倉諸接骨院（竹の塚1-35-9） 3850-1313

19㈰ 岡村接骨院（青井1-5-8） 3849-3851
高石接骨院（関原3-40-18） 3840-4951

23㈷ 津久井整骨院（綾瀬1-31-1�A1ビル106） 3604-1725
帝京科学大学千住大橋接骨院（千住橋戸町11-4） 6806-1717

26㈰ うめい整骨院（西新井2-30-13） 3899-9422
高沢整骨院（谷中4-11-4） 3628-5080

■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

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）

　10年後の自分に宛てた手紙を区がお預かりし、区制100周年を迎
える令和14（2032）年度にお届けします。手紙のほかに写真や子ど
もの描いた絵などを入れてもＯＫです。参加方法など、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＝お問い合わせコールあだち（毎日、午前8時～午後
8時）　	　　　　　　　　　　　　　　　　☎3880-0039

1月31日㈫まで ！
（消印有効） 区制90周年記念企画

「10年後の“わたし”への手紙」

＼2,000人以上が参加 ！／



■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、4面左上を参照 5

特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）の4年11月～5年1月分を、届出先の口座へ振り込み　※3
カ月を超えて入院または施設入所した場合は要連絡■問先＝障がい給付係　　　　　　　　　　　☎3880-5472

2月1日ごろに特別障害者手当
（国制度）などを振り込み

審議会等の公開（2月分）
　日時など、変更になる場合があります。傍聴方法など、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。

審議会等 日程 時間 場所 問先

足立区公契約等
審議会

8㈬

午前10時
～正午

区役所

契約課�工事契約係
☎3880-5832

足立区景観審議会 午後2時
～3時30分

都市建設課�景観計画係
☎3880-5738

足立区地域自立支援
協議会 はたらく部会

午後3時
～5時 障がい福祉

センター
あしすと

障がい福祉センターあしすと
就労促進訓練係

☎5681-0133

足立区地域自立支援
協議会 こども部会 10㈮ 午後2時

～4時
障がい福祉センターあしすと
幼児療育係

☎5681-0136

足立区環境審議会 13㈪ 午後3時
～5時 区役所 環境政策課�計画推進係

☎3880-6049

足立区地域自立支援
協議会 本会議 21㈫ 午後1時30分

～3時30分 障がい福祉
センター
あしすと

障がい福祉センターあしすと
地域生活支援担当

☎5681-0132

足立区地域自立支援
協議会 相談支援部会 22㈬ 午後2時

～4時
障がい福祉センターあしすと
自立生活支援係

☎5681-0132

足立区国民健康保険
運営協議会 24㈮ 午前10時

～11時
生涯学習
センター
（学びピア21内）

国民健康保険課�庶務係
☎3880-5851

長寿健康増進事業「趣味・
生きがい・仲間づくりで
イキイキ健康に」（3月分）

■日時等＝表3■対象＝区内在住で
75歳以上の後期高齢者医療被保険
者■申込＝電話／窓口　※窓口の
場合は後期高齢者医療被保険者証
を持参

73歳以上の区民に
無料マッサージ（2月分）

■日程等＝表4■時間＝午前9時40
分～午後3時40分　※1回20分で8
回実施■申込＝電話■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

桜花亭セミナー
「50歳からはじめる介護予防」
■日時＝3月4日㈯、午後2時～3時
30分■対象＝おおむね40歳以上の
方■内容＝年齢を重ねても心身と
もに健康に暮らしていくための介護
予防や、介護保険の仕組みを学ぶ　
※脳トレ体操の実践や相談コー
ナーあり■定員＝30人（1月26日、
午前9時から先着順）■申込＝電話
／窓口／氏名（フリガナ）、電話番号、
「桜花亭セミナー」をファクス■場･
申･問先＝桜花亭
☎3885-9795 FAX 3860-0608

仕事・産業

小規模契約 希望者登録募集
（5年度～7年度）
■対象＝競争入札参加資格を持たな
い区内事業者　※現在登録している
事業者も再登録が必要■内容＝区が

発注する小規模契約の業者選定の
対象となるための登録■登録区分＝
▷工事契約…契約予定金額が130万
円未満で内容が軽易な工事・修繕　
▷物品契約…契約予定金額が30万
円未満の物品購入■登録期間＝5年
4月1日～8年3月31日■申込＝申込
書類を区へ郵送・持参　※申込書類
は契約課で配布するほか、区のホー
ムページからもダウンロード可■申
込期限＝3月15日㈬必着　※期限以
降の受け付け分は5月以降に登録■
申・問先＝▷工事契約…契約課	工事
契約係	 ☎3880-5832
▷物品契約…契約課	物品契約係　
 ☎3880-5833

マンスリー就職面接会
▪ 春はすぐそこ 足立・荒川で働こう
■日程＝2月15日㈬■場所＝ムーブ
町屋（荒川区荒川7-50-9）■申込期
間＝2月1日～14日
▪4月に間に合う 就職応援面接会
■日程＝3月15日㈬■場所＝東京芸
術センター・21階天空劇場■申込
期間＝3月1日～14日

――いずれも――
※定員など、くわしくはお問い合わ
せください。■時間＝午後1時30分
～4時■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

食育サポーター

■対象＝区内在住・在勤で食育のボ

7面に続きます

ランティア活動に参加できる方■内
容＝地域で行う教室やイベントなど
で、管理栄養士と協力して食育のボ
ランティア活動を行う（年5回程度）　
※「養成講習会」への参加が必要
▪食育サポーター養成講習会
■日時＝3月6日㈪、午前10時～正
午■場所＝千住保健センター■内
容＝区の食育、あだちベジタベライ
フの取り組み、食育サポーター活
動についての講義・演習など■定
員＝20人（抽選）■申込＝電話／窓
口■期限＝2月17日㈮

――いずれも――
■申・問先＝東部保健センター	保
健栄養担当	 ☎3606-4171

暮らし・まちづくり

行旅死亡人追悼式
■日時＝2月7日㈫、午前11時～
11時30分■場所＝生涯学習セン
ター（学びピア21内）■内容＝4年
1月～12月に区内で亡くなった行
旅死亡人など（ご遺体の引き取り手
がいない方）の追悼式■申込＝不要　
※当日直接会場へ■問先＝民生係
	 ☎3880-5870

宿泊施設インフォメーション（5月分）

▪鋸南自然の家、日光林間学園（区・宿泊施設）
■利用日等＝表5■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＝2月1日～10日消印有効　※2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、3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5　宿泊施設利用日等（5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/

1～6・13・20・
27

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/

3～7・13・20・
27

※�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。

表4　73歳以上の区民に無料マッサージ（2月分） 日程等
場所 日程 申し込み開始日時 定員（先着順）

綾瀬住区センター
12㈰ 2/3、午前10時

各48人
26㈰ 2/17、午前10時

竹の塚障がい福祉館
14㈫ 2/3、午後2時

各56人
28㈫ 2/17、午後2時

表3　長寿健康増進事業（3月分） 日時等
場所

（地域学習
センター）

申・問先 日時 内容 定員

伊興

興本
地域学習センター

☎3889-0370

9㈭、
午前10時～11時30分 椅子に座ったままできる

バレエストレッチ
各
20人鹿浜

7㈫、
午前10時～11時30分
14㈫、
午前10時～11時30分

はじめてでもできる
すっきりピラティス

竹の塚 4㈯、
午前10時～11時30分

いつまでも元気に�
簡単ストレッチ＆トレーニング

興本 江北
地域学習センター

☎3890-4522

4㈯、
午前10時30分～正午 機能低下予防運動 15人

江北 14㈫、
午前10時30分～正午

青竹エクササイズ＆
簡単フィットネスダンス 20人

東和

NPO法人ワーカーズコープ
おーぷんはうす金町

（平日、午前9時〜午
後5時／担当：内山）
※電話のみ

☎3609-9604

4㈯・14㈫、
午前10時～11時30分

シニアのためのやさしい
健康体操と脳トレ（2日制） 10人

※１月2６日、午前９時から先着順


