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No.1645 2019年（平成31年）２月11日号

期日
︵期間︶

日

区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

①事業・イベント名
②〒住所※

●

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

③氏名
（ふりがな）

●

電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

④電話番号

●

指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）１枚

宛先は、各記事の申し込み先へ
⑤以降にその他の
必要事項
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
（各記事に明示）
してください
●

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

問い合わせ先

問

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
荒木田ふれあい館が休館
日４月14日㈰ 内全館清掃
問荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１

を行った日の翌日から２年間 持葬
儀の領収書または会葬礼状、葬儀を
行った方の預金通帳・印鑑 ￥７万
円 申▶国民健康保険の方…国保年
金課（区役所１階）保険給付係
☎内線２３８２ ▶後期高齢者医療
制度の方…国保年金課後期高齢者医
療係☎内線２３９１

全国瞬時警報システム
（Ｊア
ラート）の試験放送を実施

ひきこもりの家族がいる方
の傾聴・交流サロン

全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）の作動状況を確認するため、全
国一斉に試験放送（情報伝達訓練）
を実施します。
日２月20日㈬ 時午前11時から
問生活安全課生活安全係
☎内線４９４

日 ２ 月23日 ㈯ 時 午 後 １ 時30分
〜４時30分 対不登校・ひきこも
り・発達障がいの方の家族等
￥500円 ※本人は無料
所・問荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

住民税等の納税相談窓口を
日曜日に臨時開設
日２月24日㈰ 時午前９時〜午後
５時 内住民税・軽自動車税の納付
と納税に関する相談
所・問税務課納税促進係（区役所２
階）☎内線２３３４

荒川区在宅療養連携推進会議
日２月20日㈬ 時午後７時〜８時
30分 所 区 役 所 ３ 階304・305会
議室 人20人（当日の先着順）
内会議の傍聴 申午後６時45分ま
でに、直接会場へ 問高齢者福祉課
地域包括支援係☎内線２６９７

荒川区清掃審議会
日２月26日㈫ 時午前11時〜正午
所区役所４階庁議室 人５人（抽
選 ） 内 会 議 の 傍 聴 申 午 前10時
30分〜10時50分に直接会場へ
問清掃リサイクル課計画係
☎内線４７０

荒川区国民健康保険
運営協議会
日３月１日㈮ 時午後２時〜４時
所防災センター４階研修室 人５人
（抽選） 内会議の傍聴 申午後１
時45分までに、直接会場へ
問国保年金課管理係☎内線２３７１

電子メールアドレス

暮らし
葬祭費を支給します
対国民健康保険・後期高齢者医療制
度の被保険者が亡くなったときに葬
祭を行った方（喪主） 申請期間 葬祭

荒川区シルバー人材センター
会員募集説明会
日２月26日㈫ 時午後１時30分〜
４時 所サンパール荒川５階第５・
６集会室 対区内在住で60歳以上
の方 人50人（申込順） 締２月20
日㈬ 申荒川区シルバー人材センタ
ー☎（３８１０）１１４１

お口と食事の元気塾
日３月１日・15日の㈮（全２回）
時午前10時〜正午 所ゆいの森あ
らかわ２階会議室 対区内在住・在
勤で、おおむね65歳以上の方
人30人（申込順） 内誤嚥性肺炎の
予防等 申２月12日㈫から来所・
電話で、区役所２階高齢者福祉課介
護予防事業係へ☎内線２６６６
えん

子育て・教育
就学援助費「入学準備金」
の金額を変更
平成31年２月支給予定の就学援
助「入学準備金（平成31年度中学
校入学予定者分）」の支給金額を変
更します。
対就学援助を受給している小学６年
生の保護者（手続きは不要）
￥５万4070円
問学務課学事第二係☎内線３３３８

荒川シングルマザーサロン
日２月23日㈯ 時午前10時〜正午
※直接会場へ（お子さんの同伴可）
所・問荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

小さく生まれた赤ちゃんの
会「マインドフルネス子育
て講座」
日３月11日㈪ 時午前10時〜11時
30分 所がん予防・健康づくりセ
ンター地下１階４番室 対区内在住
で出生体重2000ｇ未満のお子さん
の保護者 人20人（申込順）
託児 10人（申込順） 講桜美林大学
教授・山口創氏
申２月12日㈫から健康推進課保健
相談担当へ☎内線４３２

らくらくクッキング
「おいしく食べて筋骨元気」
日３月７日㈭ 時午前11時〜午後
１時30分 所日暮里ひろば館１階
調理実習室 対区内在住・在勤で、
おおむね65歳以上の同講座未受講
の方 人20人（申込順） 内缶詰・
乾物等を使った健康メニューの調理
実習 持エプロン、ハンドタオル、
三角巾または手ぬぐい
申２月12日㈫から来所・電話で、
区役所２階高齢者福祉課介護予防事
業係へ☎内線２６６６

介護
介護者教室「補聴器の選び方」
日３月７日㈭ 時午後１時30分〜
２時30分 所東日暮里在宅高齢者
通所サービスセンター 対区内在
住・在勤の方 人15人（申込順）
申２月11日㈷から東日暮里在宅高
齢者通所サービスセンターへ
☎（３８０５）６１２１

産業・経営支援
障がい者雇用促進セミナー

高齢者
認知症サポーター養成講座
日２月26日㈫

30分 対区内在住で60歳以上の方
人20人（申込順） 締２月15日㈮
所・申荒川区シルバー人材センター
☎（３８１０）１１４１

時午後２時〜３時

日３月13日㈬ 時午後１時30分〜
４時15分 所ムーブ町屋３階ムー
ブホール 人50人（申込順） 講株
式会社ベネッセビジネスメイト代表

取締役社長・櫻田満志氏ほか 締３
月８日㈮
申電話・ファクス・電子メールで、
２面上段を参照し①・③・④の記入
事項と⑤会社名⑥業種⑦会社所在地
を、障害者福祉課障害サービス係へ
☎内線２６９１
ふ（３８０２）０８１９
め syouhuku@city.arakawa.
tokyo.jp

仕事・人材募集
臨時職員（事務）を募集
勤務期間 ４月１日〜９月30日（勤務
成績が良好な場合は更新あり）
勤務日数 月20日 以 内
勤務時間 午 前
８時30分〜午後５時15分 対パソ
コンの基本的な操作ができる18歳
以上の方 人１人（選考）
報酬 7750円（日額） ※交通費の
支給はありません 問生活安全課交
通安全係☎内線４８９

区立保育園の非常勤・臨時
職員を募集
◆非常勤職員（延長保育）
勤務期間 ４ 月 １ 日 〜 平 成32年 ３ 月
31日（勤務成績が良好な場合は更
新あり） 勤務日数 月20日
勤務時間 午後２時15分〜７時30分
所区立第二東日暮里・西日暮里・熊
野前・原・西尾久みどり保育園
対保育士の有資格者 人５人（選
考） 報酬 17万7300円（月額）
◆臨時職員
保育補助１
勤務時間 午 前 ８ 時
勤務日数 月20日
30分〜午後５時 内産前産後休暇
職員の代替等 報酬 7750円（日額）
※保育士の有資格者は8600円
保育補助２
勤務日数 月20日
勤務時間 午 前 ８ 時
30分〜午後５時 内特別支援児の
介 助 報酬 8230円（ 日 額 ） ※ 保
育士の有資格者は9080円
保育補助３
勤務日数 週１〜５日
勤務時間 午前７
時15分〜10時または午後３時30分
〜６時30分のうちの２時間
内朝・夕の保育補助 報酬 1400円
（時給）
……………………………………
持履歴書、保育士証の写し
申持参・郵送で、〒116-8501（住
所不要）荒川区役所２階保育課保育
指導係へ☎内線３８２３

ホームページアドレス

HP

平成30年度荒川区議会定例会・２月会議 が 開かれます
平成30年度荒川区議会定例会・２月会議は、２月14日㈭
〜３月14日㈭の期間で開かれる予定です。
この２月会議では、区政全般にわたり、議員から区長等に
対して質問をするほか、条例等の議案を審議する予定です。
※本会議・委員会は傍聴できます。
車いすを利用する方の傍聴席もあります
※本会議の開始時間は、午前10時からです

区議会の委員会質疑を
ケーブルテレビで
放送します

問合せ

議会事務局企画調査係
☎内線３６１６

ＣＡＴＶマイチャンネルあらかわ（地デジ11
ｃｈ）で、「予算に関する特別委員会」の総括質
疑の模様を放送します。放送日時は、
後日区報や荒川区ホームページ等でお
知らせします。
チャンネル

