
し催の館いあふ れ
● 申込期間の指定がない申込順の事業は、２月21日㈰午前９時から、
来館・電話で各館へ申し込んでください

● 費用の記載がない事業は無料です

町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１

◆メンズヨガ
日３月27日㈯　時午後１時～
２時　対20歳以上の男性の方
人15人（申込順）
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１

◆体験テコンドー教室
日３月７日㈰　時午後１時～３
時　人25人（申込順）　※未就
学児は保護者同伴で

◆ソシアルダンス
日３月14日㈰　時午後１時～
３時　人50人（申込順）　内フ

リーダンス　持ヒールカバー
南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１

◆はじめてのヨガ
日・時▶３月５日㈮午前10時
15分～11時15分　▶３月19
日㈮午後７時～８時　対18歳
以上の方　人各20人（申込順）
※両日の同時申込不可

◆パパと遊ぼう
日３月13日㈯　時午前10時30
分～11時30分　対未就学児と
父親　人15組（申込順）　内体
操やふれあい遊び、製作等

部　門 賞 氏　名 活動・アイデア
まちエコ部門 大　賞 あらにん会 荒川地区キャラバンメイトの会（あらにん会）

～地域の方々と連携した野菜作り

こども
エコ部門

低学年の部
大　賞 谷口丈大良 ゴミをきれいな空気にかえますマシン

特別賞
佐藤万梨愛 ポイすてをふせぐぼうはんスピーカー
水上葵結 海ぴかぴかそうじき
石井愛理 おなかメーター

高学年の部
大　賞 磯野空観 澄み切った青空へ!青空空気清浄機

特別賞
放示唯乃 パックン魚
若野早希 ハンディ eエ コcoファン
福地真士 厚紙型自動光調節ライト

部　門 賞 氏　名 活動・アイデア

おうち
エコ部門

レシピの部 大　賞 北城絹子
残り物野菜とタレでミートローフ、
フライパンに残ったうま味でかき
たま汁

特別賞 杉田美津子 野菜の皮のハンバーグ

生活の部 大　賞 片岡勧 屋上の潤沢な太陽光を活用したメ
ロン栽培

特別賞 嘉味田悦子 街全部をグリーンカーテンに

美化部門
大　賞 清水輝子 荒川文化会一部（一班）ごみ集積

所の清掃美化活動

特別賞
支援センター
アゼリア
（りずむ）

デイケアメンバーによる宮前児童
遊園の清掃活動

部　門 賞 氏　名

ポストカード部門

低学年の部 大　賞 清水裕心
特別賞 冨田真有、門野宏生、白尾沙樹

高学年の部 大　賞 梶原ひな
特別賞 山口莉里亜、栁下結菜、陰山栞

中学生の部 大　賞 濱田美海
特別賞 齋藤真歩、古郡奏多、柴本賢大

エ

荒川区環境区民大賞受賞者第
10
回

　優れた環境活動やアイデアを「荒川区環境区民大賞」として表彰しています。
　令和２年度は、851作品の中から25名・２団体が受賞しました。受賞者
は、次の方です（敬称略）。

中かからら 名名
問合せ 環境課環境推進係　☎内線４８２

費用の記載がないものは無料です

　区民の皆さんの自主的
な活動を掲載するコーナ
ーです。お問い合わせの
うえ、ご自身の判断で参
加してください。

イベント情報
◆ＩＴグループ・あいぼら「はじめ
てのパソコン～基本操作講座」
日４月の㈯（全４回）　時午前９
時30分～正午　所生涯学習セン
ター４階コンピュータ室
人15人（抽選）　￥1000円

締３月15日㈪必着　申往復は
がきに、住所・氏名・電話番号
（返信面に住所・氏名も）を記入
し、〒116-0012荒川区東尾久６
-16-８清見へ
☎（３８９２）６０２６

リサイクル自転車を販売します
１店２台程度販売台数下表参照販売店２月25日㈭期　日

問合せ
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
ふ（３８０２）３８３１

※ ＴＳマーク（自転車安全整
備士が点検整備し、１年間
有効）貼付
※ 売上金の一部は、障がい
者福祉施設へ還元されます

販売価格 8000円（防犯登
録手数料660円を含む）

店　　名 所 在 地 電話番号

ホンダウイングクジライ 南千住５－６－13 （３８０１）５８９３

大里サイクル 南千住６－25－３ （３８０７）６３６１

渡辺商会 荒川２－15－４ （３８０２）１８５１

吉村モータース 荒川２－47－７ （３８０３）５４５４

内田輪業 荒川３－32－９ （３８０６）４７５１

サイクルショップアライ 町屋３－１－14 （３８９５）４３０９

診療時間 ▶㈪～㈮午後７時～午後10時　※受け付けは、午後６時30分～午後９時30分
▶㈯午後５時～午後９時　※受け付けは、午後４時45分～午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時～午後１時、午後２時～午後９時　※受け付けは、午前９時45分～午後８時30分

場所・問合せ 荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3）　☎（3893）1599 対　　象 15歳未満の救急患者（急な発熱等）

荒川区医師会
こどもクリニック

小児科の平日準夜間・休日診療

あらかわキッズ・マザーズコール24 ☎０１２０（５３６）８８３ 妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

児童相談所虐待対応ダイヤル ☎１
い ち は や く

８９ 虐待を受けていると思われる子どもに関する相談を24時間受け付けます

期　日 施術所名 所在地 電    話
２月21日㈰ 髙見澤接骨院 西尾久５－７－２５ （３８０９）３７３０
２月28日㈰ 千住名倉若林接骨院 東日暮里４－１４－４ （３８０５）２５８０

日曜日柔道整復施術 ［施術時間］▶午前９時～午後１時 ▶午後３時～午後７時

期　日 医療機関名 所在地 電    話
２月21日㈰ 白石歯科医院 東尾久１－３１－７ （３８１９）５４０２
２月23日㈷ 第一久木留歯科医院 南千住６－５３－８ （３８９１）２８６２
２月28日㈰ 大木歯科医院 町屋７－１１－１７ （３８１９）６３３１

午前９時～午後４時（電話受け付け）【歯科】

●荒川区医師会 ☎（３８９３）２３３１
●荒川区歯科医師会 ☎（３８０５）６６０１
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞ ☎（５２７２）０３０３
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞ ☎（３２１２）２３２３

問合せ

期　日 医療機関名 所在地 電    話
２月28日㈰ 東尾久耳鼻咽喉科・アレルギー科 東尾久５－２３－５ （６２４０）８７４１

午前９時～午後５時（診察時間）【耳鼻咽喉科】

※必ず電話して受診してください　※健康保険証を持参してください　※小さなお子さんは小児科を受診してください　※当番医は変更になる場合があります休日診療当番医

診療科目 ▶内＝内科 ▶小＝小児科 ▶外＝外科 ▶婦＝婦人科 ▶整＝整形外科
※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています

診療時間 ▶昼…午前10時～午後１時、午後２時～午後５時
　　　　 ▶夜…午後５時～午後９時　※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

【内科等】

期　日 昼 夜 科 目 医療機関名 所在地 電    話

２月21日㈰

○ ○ 小 いなばキッズクリニック 南千住４－７－１ （５６０４）１７１０
○ ○ 内 竹内病院 荒川６－７－８ （３８９２）７７７１
○ 整 鈴木整形外科 東尾久６－５－５ （３８０９）０５６７
○ 内・婦 白十字診療所 西日暮里２－１９－１０（３８０２）３９１１

２月23日㈷

○ ○ 内・小 磯医院 南千住１－５６－１０ （３８０７）８１７１
○ ○ 内・小 町屋小児科内科医院 町屋３－２２－３ （３８０９）１５１５
○ 内 小島医院 西尾久２－３５－１ （３８９３）７３５５
○ 内 東京ネクスト内科・透析クリニック 西日暮里２－２２－１ （５６１５）１５６６

２月27日㈯ ○ 内 荒川生協診療所 荒川４－５４－５ （３８０２）２６０１
○ 内・小 日暮里医院 東日暮里６－６０－４ （３８０６）０３４５

２月28日㈰

○ ○ 整 町屋整形外科 町屋３－９－１２ （３８００）２７２７
○ 内 まる福ホームクリニック 西尾久４－２７－３ （６８０７）９８１０
○ ○ 内 三ノ輪病院 東日暮里１－４－３ （３８０３）２３５５
○ 内 いしかわ日暮里クリニック 西日暮里２－２６－９ （５８５０）５０７１

4 　No.1712  令和３年（2021年）２月21日号

　〒116-8501　荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１

FAX（３８０２）６２６２
毎月１日・11日・21日（

（

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

@arakawakukoho荒川区ツイッター
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/発行　荒川区

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は 116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）６万3800部発行
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa


