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いつの時代でも、人々は人生や

をお借りしながら、地域力の輪を

大切な人を思い、幸福を切望し、

さらに広げ、すべての区民の皆様

追求してきました。そうした思い

を優しく包み込み、笑顔を灯す施

を大切にするため、私は、区長就

策を推進して参ります。

とも

任以来一貫して、誰もが幸福を実

令和２年度予算は、このような

感できる地域社会を目指して全力

思いで施策を具体化したもので

で取り組んで参りました。この、

す。次代を担う子どもの成長を見

私が理想とする社会は、一人ひと

守る取り組みをはじめ、暮らしを

りが個性や能力を発揮し、光り輝

支え、安全・安心を確保する取り

く社会でもあります。その実現に

組みや、生活に潤いをもたらし、

いやり、助け合っていくことが最
も重要であり、それは荒川の地に
す。
今、我が国では、家族のあり方
やコミュニティを取り巻く状況が
変化し、高齢者や障がい者、子ど
も等、社会的に弱い立場の方々を
支える力の低下が指摘されており
ます。特に近年、虐待により子ど
もの健やかな成長が阻害され、尊
い命が失われる事件が相次いでい
ることは、憂慮に堪えません。
こうした課題に対し、住民に最
も身近な存在である基礎自治体
まも

が、子どもを護るための権限と責
任を有する児童相談所を整備・運
営し、地域で子どもの安全と健や
かな成長を支えるべきと考え、そ
の実現に向けて精力的に取り組ん
で参りました。こうした取り組み
を機に、これまで以上に、区政の
各分野で多くの区民の皆様のお力

▲施政方針を述べる西川区長

西 川 区 長 は︑ ２月 日︑ 令 和 元 年 度 荒 川 区 議 会 定 例 会・ ２月 会 議 の
冒頭で︑今後の区政運営の方向と令和２年度予算の編成方針・主要施策
について︑所信を述べました︒
問合せ 総務企画課企画係 ☎内線２１１１

息づく温かい心と共通していま
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区民の安心 と元気 を育む

は、お互いが違いを認め合い、思

街の活力を高める取り組み等、各
分野において区民サービスのさら
なる充実を図れるよう、より一層
まい

邁進して参ります。
区が実施する取り組みは、実を
結ぶまでに歳月を要するものもあ
ま

ります。今、蒔いた種が将来、区
民の皆様の幸福という実を結ぶよ
う、未来を見据え、今すべきこと
をしっかり行っていくことが、
「一人ひとりが明日への希望とと
もに、それぞれの花を大きく咲か
せることができる国でありたい、
街でありたい」という願いが込め
られた、令和の時代に生きる私た
ちの使命でもあります。
私は、本年も、そのような思い
の下、区民サービスの充実と質の
向上に向けて、精一杯取り組んで
参りますので、より一層のご支援
とご協力を心よりお願い申し上げ
ます。（要旨）

【令和２年度予算案の詳細は２・３面】

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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No.1680 令和２年（2020年）３月１日号

区役所の代表番号☎（3802）
3111

令和２ 年度 予算案

予算案の主 要な事業

令和２年度の一般会計予算は、1069億7000万円であり、区民の健康増進や福祉の充
実、子育てや教育環境の整備、産業振興、環境対策、文化振興、防災・防犯、まちづくり
等、区政の重要課題に積極的かつ効果的に予算を配分しました。
問合せ

▶各会計の予算額

財政課

☎内線２１２１

1069
237
50
184
1543

億
億
億
億
億

7000
6500
8900
9400
1800

万円
万円
万円
万円
万円

主要な事業の一部を紹介します。

悩みごとの 解決を支援
児童相談所の設置
13億3163万円

一
般
会
計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
計

No.1680 令和２年（2020年）３月１日号

区民の声 FAX（3802）
6262

荒川区子ども家庭総合センターを開設し、
支援が必要な子どもや家庭を早期に把握し、
迅速に対応する等の予防的支援を充実します
（４月開設予定）。
※児童相談所業務は７月から

中学１年生の
基礎学力向上事業の充実
926万円
区立中学１年生を対象に、夏休みを利用し
て英語・数学（算数）の学習到達度に合わせ
た補習を行い、基礎的・基本的な学力の向
上・学習習慣の定着を図ります。

▶区の予算の使いみち
令和２年度の区の一般会計予算の総額を1000円と見なして、分野別に使う金額を示した
ものです。
民 生 費
総 務 費
教 育 費
土 木 費
環境清掃費
衛 生 費
産業経済費
議 会 費
そ の 他

571
164
79
63
36
33
29
6
19

円
円
円
円
円
円
円
円
円

高齢者・障がい者等の福祉や子育て支援のために
安全・安心や区民施設の運営、文化振興等のために
学校や幼稚園の運営等のために
公園や道路の整備、再開発等の街づくりのために
清掃や環境保護、リサイクル事業等のために
区民の皆さんの健康を守ること等のために
産業や観光の振興、就労支援等のために
議会の運営等のために
区債や基金の管理等のために
）内は令和元年度当初予算の構成割合です
その他収入 69億7800万円 6.5%（5.8%）

特別区債 32億9500万円 3.1%（3.0%）

特別区税

基金繰入金

72億8100万円 6.8%（5.5%）
都支出金

国庫支出金

ＴＳマークの取得
支援や自転車講習会
の充実、運転免許証
の自主返納の促進
等、自転車・子ども・
高齢者の交通事故ゼ
ロを目指します。

10億7316万円

2578万円

新たな保育園を、令和２年度に４園、３年
度に１園開設し、保育定員を290人以上拡大
します。

障がい者の困りごとに、地域コミュニティ
の力を活かしながら応える基幹相談支援セン
ターを、荒川たんぽぽセンターに併設しま
す。
い

宮前公園の整備

ふれあい館の整備

13億351万円

10億6226万円

子どもから大人まで楽しんで利用でき、災
害時は防災拠点として機能する宮前公園の整
備を進めます（令和３年度から段階的に開設
予定）。

東尾久と日暮里地域に、子どもから高齢者
まで幅広い世代が活動・交流できるふれあい
館を整備します（令和４年度開設予定）。

新尾久図書館の整備
８億3353万円
整備中の宮前公園内に移設し、公園との
融合を目指した図書館に生まれ変わります
（12月開設予定）。

特別区財政調整交付金

382億8000万円
35.8%（39.0%）

諸支出金 １億700万円 0.1%（0.1%）
予備費 ３億円 0.3%（0.3%）

教育費 84億円 7.8%（8.2%）

地域経済 活性化等

議会費 ６億3500万円 0.6%（0.6%）

土木費 67億8600万円 6.3%（5.9%）

総務費

産業経済費

30億7000万円 2.9%（2.5%）

175億3900万円
16.4%（16.3%）

歳出

1069億7000万円

民生費

38億2000万円 3.6%（3.6%）

610億6100万円
57.1%（57.1%）

衛生費

34億9200万円 3.3%（3.2%）

令和元年度荒川区議会定例会・２月会議「予算に関する特別委員会」の総括質疑
の模様をＣＡＴＶマイチャンネルあらかわ（地デジ11ｃｈ）で放送します
チャンネル

総括質疑とは、区議会の各会派を代表す
る議員が、あらかじめ割り当てられた時間
内で区長等に質問をするものです。
間

災害時情報システ
ムの導入や本庁舎屋
上への非常用発電機
の増設等により、水
害時の活動体制を充
実するとともに、講
座・研修による避難
場所等の運営に関す
る人材の育成に努め
ます。

17億5600万円 1.6%（1.9%）

公債費 17億6000万円 1.6%（2.2%）

期

624万円

使用料および手数料

196億7300万円 18.4%（17.5%）

環境清掃費

基幹相談支援センターの開設

２億9600万円 0.3%（0.3%）

1069億7000万円

５億4209万円

▶ひぐらし
ふれあい館

91億2300万円 8.5%（7.4%）

待機児童解消に向けた
保育定員のさらなる拡大

地方譲与税

歳入

交通事故ゼロを目指した取り組み

地域コミュニティの笑顔を増やす

179億8800万円 16.8%（16.9%）

諸収入 23億円 2.2%（2.7%）

水害対策の充実・強化

◀東尾久本町通り
ふれあい館

▶歳入・歳出の内訳

※（

区民の命や財産を守る

３月９日㈪～15日㈰

時

間

問合せ

▶午前９時～11時
▶午後６時～８時

※１日に２回放送します

議会事務局企画調査係
☎内線３６１６

日暮里地域活性化施設の開設
８億7398万円
日暮里繊維街
に、ファッション
関連の創業支援施
設、工房・創作コー
ナー、創業支援カ
フェ、休憩スペー
スおよび区民事務
所を備えた日暮里
地域活性化施設を
開設します（12月
開設予定）。

クラウドファンディングで
新ビジネスを支援
150万円
新製品や新サービスを開発するために、ク
ラウドファンディングを活用して資金を調達
する中小企業を支援します。

環境負荷の少ない電力の調達を拡大
特定規模電気事業者から電力を調達する対
象施設を拡大し、コスト削減とクリーンな電
力使用を推進します。

あらかわ遊園リニューアル

オリンピック・パラリンピック
関連事業

11億5124万円

7203万円

大型遊具の一新、授乳室・おむつ替えスペ
ースの増設等により、親子が安心して楽しめ
る魅力的な施設へ生まれ変わります（令和３
年夏頃開設予定）。

聖火リレーやセレブレーション等、区民参
加の事業を展開し、スポーツへの関心・意欲
を高め、記憶に残るレガシーとして未来へつ
なぎます。
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日

期日
（期間）
会場・場所
対象
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
西日暮里・尾久ふれあい館
が休館
日▶５月６日㉁…西日暮里ふれあい
館 ▶５月10日㈰…尾久ふれあい
館 内全館清掃、保守点検
問▶西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５
▶尾久ふれあい館
☎（３８０９）２５１１

荒川区環境審議会
日３月23日㈪ 時午後３時30分～
４時30分 所区役所４階庁議室
人５人（抽選） 内会議の傍聴 申午
後３時20分までに、直接会場へ
問環境課環境計画係☎内線４８６

あらかわ区報の有料広告
（第１期分）を募集
４ 月 ～ ７ 月 の 毎 月21日
号、 ４ 月11日 号（ 各 ６ 万3800部
発 行 予 定 ） ※ 抽 選 配布方法 新 聞
折り込み（日刊６紙）、広報スタン
ド、希望者個別配付等 ￥▶１号
広告（縦9.6cm ×横11.8cm）…７
万円 ▶２号広告（縦4.5cm ×横
11.8cm）…３万5000円 ※カラ
ーの版下を広告主が作成してくださ
い 締３月９日㈪ ※追加募集する
場合は、荒川区ホームページに掲載
します
申広報課広報係（区役所４階）
☎内線２１３２
掲載予定号

公益通報者保護制度
法令に違反する行為を労働者が公
益のために通報した場合、解雇等の
不利益な取り扱いを受けないよう、
労働者を保護する制度です。
◆事業者の方へ
国は、ガイドラインを作成し、事

業者に対して次のような事項を求め
ています。
▶労働者からの通報・相談窓口の設
置 ▶公益通報を理由とした解雇等
の不当な取り扱いの禁止 ▶通報者
や通報の対象となった者の個人情報
の保護 ▶事業者が行った是正措置
の通報者への通知
◆雇用されている方へ
勤務先で法令違反行為を確認した
場合、勤務先の通報窓口等へ連絡し
てください。
※公益通報の保護対象は、不正な目
的でないこと、通報内容が真実であ
ると信じる相当の理由があること等
の要件があります
……………………………………
問▶総務企画課総務係
☎内線２２１１
▶消費者庁公益通報者保護制度相談
ダイヤル☎（３５０７）９２６２

区民交通傷害保険の加入申
し込みは３月31日㈫まで
申込期限を過ぎると加入できませ
ん。金融機関での申し込みは、３月
19日㈭までです。
引き受け 損害保険ジャパン日本興亜
株式会社
申区民課区民交通傷害保険窓口（区
役所３階）☎内線３７８２
承認日：令和元年10月28日

暮らし
成年後見制度相談・説明会
と権利擁護相談
◆司法書士による成年後見相談
日３月10日・24日の㈫ 時午後２
時～４時
◆司法書士による成年後見制度説明
会（任意後見・遺言編）
日３月18日㈬ 時午後１時30分～
３時

ひろば館・ふれあい館

●

③氏名
（ふりがな）

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

●

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

電子メールアドレス

期 間 ４月～令和３年３月

時 間 午前10時30分～11時30分

満２歳以上の未就学児（４月１日時点）と保護者
※区内在住の方が優先

ホームページアドレス

費 用 無料
申込方法

◆弁護士による権利擁護相談
日３月26日㈭ 時午後２時～４時
……………………………………
所荒川区社会福祉協議会
申前日までにあんしんサポートあら
かわ（荒川区社会福祉協議会）へ
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

携帯電話の電波帯拡大に伴う
「テレビ受信障害」対策
周波数の再編に伴い、区内の一部
でテレビの受信障害が発生する恐れ
があります。
調査・対策のため、テレビ受信障
害対策員証を携帯した工事作業者が
訪問する場合がありますので、ご協
力をお願いします。
問700メガヘルツテレビ受信障害対
策コールセンター
☎０１２０（７００）０１２
※午前９時～午後10時（年中無休）

スポーツ
春季硬式テニス教室
日▶初心・初級クラス…３月20日
～４月10日の㈮（予備日は４月17
日㈮） ▶初中級・中級クラス…３
月18日～４月８日の㈬（予備日は
４月15日㈬） ※全４回
時午後７時～９時 対15歳以上の
方（中学生は不可） ※区内在住・
在勤・在学の方が優先 人各12人
（抽選） ￥5000円 締▶往復は
がき…３月６日㈮ ▶電子メール…
３月12日㈭
申往復はがき・電子メールで、４面
上段を参照し①～④の記入事項と⑤
希望クラス⑥年齢⑦無料レンタルラ
ケット希望の有無を、〒116-0001
荒川区町屋３ - ２ - １ -225荒川区テ
ニス連盟普及部・佐藤晃宏へ
め tennisfukyu@au.com

◆クラス判定・説明会
日３月13日㈮ 時午後７時～８時
30分
……………………………………
所荒川自然公園テニスコート
問荒川区テニス連盟普及部
☎０８０（１２２４）２８１１

春季男子・女子ダブルス大会
日 ▶ 女 子 ダ ブ ル ス … ４ 月19日 ㈰
（予備日は５月３日㈷） ▶男子ダ
ブルス…４月26日㈰（予備日は５
月10日㈰） 時午前７時～午後６時
所東尾久運動場テニスコート 対区
内在住・在勤・在学で、15歳以上
の男子または女子のペア（中学生は
不可） 人各50組（抽選） ￥2500
円 締３月15日㈰必着
申往復はがき・電子メールで、４面
上段を参照し①～④の記入事項と⑤
年齢（参加者全員分）を、〒1110032台東区浅草６ - ６ - ２荒川区テ
ニス連盟へ
☎０９０（２５６４）７３０１
め kyougiarakawa@gmail.com

高齢者
介護予防フットケア講座
日３月29日㈰ 時午後０時30分～
３時 所荒川老人福祉センター
対区内在住で、おおむね65歳以上
の 方 人20人（ 申 込 順 ） 内 足 の
指・爪の手入れ 講足の健康研究会
メディカルフットケアワーカー・御
子柴博穂氏 持爪切り、浴用タオル
（手ぬぐい可）２本 ￥500円
申電話・ファクス・電子メールで、
４面上段を参照し①～④の記入事項
を、ＮＰＯ法人粋と縁へ
☎０９０（２６５７）０３００
ふ（３８０７）３４８６
め onituka@aurora.ocn.ne.jp

幼児タイム の 参加者 を 募集

幼稚園や保育園に通っていないお子さんと保護者を対象に、親子
遊び・体操・読み聞かせ・季節行事等を行っています。

対 象
HP

②〒住所※

●

時間

対

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

時

所

区民の声 FAX（3802）
6262

３月９日㈪～13日㈮正午に、希望する各ひ
ろば館・ふれあい館で

※定員を超えた場合は、３月13日㈮午後１時に、希望するひ
ろば館・ふれあい館で抽選（区内在住の３歳児以上を優先）
※申 し込みは、各曜日一館のみ。兄弟姉妹で申し込む場合
は、同じ館へ

会 場
石浜ふれあい館
南千住ふれあい館
南千住駅前ふれあい館
汐入ふれあい館
峡田ふれあい館
花の木ひろば館
荒川山吹ふれあい館
町屋ふれあい館
荒木田ふれあい館
熊野前ひろば館
尾久ふれあい館
西尾久ふれあい館
東日暮里ふれあい館
夕やけこやけふれあい館
西日暮里二丁目ひろば館
西日暮里ふれあい館

問合せ 右表の各ひろば館・ふれあい館へ

曜 日 定 員
電話番号
金
10組 （３８０５）５３０１
（３８０７）１１３１
各35組
（３８０３）０５７１
木
定員なし（３８０６）９９２８
30組 （３８０７）２８８６
木・金 各25組 （３８９５）６９２３
木
（３８０５）２８６０
各30組 （３８００）２０１１
金
木
（３８００）１９８１
木・金 各30組 （３８９３）２３６２
木
30組 （３８０９）２５１１
（３８１０）６２１９
木・金 各30組
（３８０７）６３８３
金
35組 （３８０１）０７１５
各25組 （３８０７）４７２０
木・金
各30組 （３８１９）６９４５
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障がいのある方
さくら教室受講生募集

あらわ座～実演・ワークシ
ョップ「衣裳着人形の生地
でカードケース作り」

にっぽりフレンドリー
マーケット

……………………………………
※申込順
時午後２時～３時30分 所あらか
わリサイクルセンター 託児 満１歳
以上の未就学児、各講座２人（申込
順 ） ※ 託 児 は、 ４ 月15日 ㈬・22
日㈬のみで、各開催日の10日前ま
でに要予約

ャ

ズ

ダ イ ア リ ー

日５月27日㈬ 時午後７時開演
所ムーブ町屋３階ムーブホール
出演 トロンボーン奏者・中路英明
氏ほか ￥2000円（全席自由）
チケット販売所 町屋文化センター、ム
ーブ町屋、サンパール荒川ほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

官公署

人

自衛隊一般幹部候補生を募集
対20～25歳の方（大学院修士課程
修了者は27歳まで） 締５月１日㈮
必着 問自衛隊東京地方協力本部台
東出張所☎（３８３１）３５５５

自動車の移転・廃車手続き
はお済みですか
自動車税は、４月１日時点の車検
証記載の所有者に課税されます。自
動車を譲渡・廃車したときは、３月
31日㈫までに管轄の運輸支局等で
手続きをしてください。
問東京都自動車税コールセンター
☎（３５２５）４０６６

固定資産税における土地・
家屋の価格等の縦覧
日４月１日㈬～６月30日㈫（㈯・
㈰・㈷等を除く） 時午前８時30分
～午後５時 所土地・家屋が所在す
る区の都税事務所 対令和２年１月
１日現在、23区内に土地・家屋を
所有する納税者 持運転免許証等の
本人確認書類 問荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１１

ファイアーフェス
日３月４日㈬ 時午前10時～11時
10分 所ゆいの森あらかわ 内消
防演習、子ども向け防火防災 DVD
上映、防火防災体験コーナー等
問荒川消防署
☎（３８０６）０１１９

あらかわエコジュニアクラブ 参加者募集
期 日 月１回いずれかの㈯（全15回） ※夏休み期間は平日開催もあり
時 間 午後２時～４時
対 象 区内在住・在学の小学４～６年生（令和２年４月１日時点）

７月
８月
▲自然体験バスツアーでの間伐体験

費 用 無料 ※施設入場料、宿泊料等は実費負担あり
３月８日㈰午後１時から、持参で、申込用紙をあらかわ
申込み エコセンター２階環境課環境推進係へ☎内線４８２

問合せ ※受け付けは、㈪～㈮午前９時～午後５時（㈷等は除く。３月８

￥

締

申

問

日のみ午後１時～５時）
※申込用紙は荒川区ホームページからダウンロード可

内 容（予定）
発足式、南極先生の特別講座
９ 月 液体の探求
海のいきもの物語
10月 秋の防災バスツアー
▶よこはま動物園ズーラシアバスツアー 11月 エコプロ2020へ行こう
▶船の科学館出前授業～おサカナ
12月 冒険気分で防災パーティ
まるごとウォっちんぐ
１ 月 荒川のひろいものワークショップ
荒川のいきもの図鑑
２ 月 地球を救うデザイン
▶夜の昆虫観察
▶自然体験バスツアー（１泊２日） ３ 月 修了式、地球を救うデザイン展

※スケジュール、講座内容は一部変更となる場合があります

持

HP

ホームページアドレス

６月

定 員 15人（申込順）

◀昨年の様子

４月
５月

講

電子メールアドレス

体験型の連続プログラムに参加して、地球環境について学んでみまし
ょう。バスツアー施設見学、ワークショップ等、盛りだくさんの内容です。

内

問い合わせ先

３月30日㈪から、子ども家庭支

ジ

町 屋 J AZZ 歳 時 記 ～ あ ら
かわデュオづくし

対

申込方法（申込先）

子ども家庭支援センターの
電話番号が変更

日３月24日㈫～31日㈫ 時午前10
時～午後５時 所ムーブ町屋４階ギ
ャラリー 内パズル「タングラム」
の体験型展示
問ムーブ町屋
☎（３８１９）７７６１

所

締め切り

タングラム展

子ども家庭支援センター交
流サロンの名称等が変更
４月１日㈬から「子ども家庭支援
センター交流サロン」の名称を「き
らきら子育て交流サロン」に変更し
ます。
◆乳幼児一時預かりの時間が変更
日４月10日㈮からの㈮（４月３日
は休室） 時午後１時～３時
……………………………………
問子ども家庭支援センター事業係
☎内線３７８８

日３月21日㈯ 時午後２時～４時
所あらかわ文化村（西日暮里６ - ７
-16） 対区内在住・在勤の方 人25
人（申込順） 内空襲に関わる住民
聞き取り調査の報告等
申尾久橋町会付属尾久初空襲を語り
継ぐ会
☎０８０（３２５２）２０６１

時

費用

◆ガラス棒を加熱して作るとんぼ玉
日４月８日・22日の㈬ 対小学５
年生以上の方 人各６人
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー
日４月15日㈬ 人８人

尾久初空襲調査報告会

ワ

持ち物

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室

カ

講師

日３月７日㈯・８日㈰ 時午前10
時～午後４時 所日暮里駅前イベン
ト広場 内手作り品等の販売
問サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９

ラ

ワン

内容

対▶１期…１歳児 ▶２期…就学前
の１年間で、年長児に相当するお子
さん ※２期対象者は、３月31日
㈫までに接種してください
◆１期・２期が未接種またはどちら
かのみ接種で18歳以下の方
特別対策用の接種予診票を区内の
協力医療機関に持参すると、無料で
接種できます。
接種予診票の配布 がん予防・健康づく
りセンター２階健康推進課
※協力医療機関は、荒川区ホームペ
ージをご覧になるか、お問い合わせ
ください
問健康推進課健康推進係
☎内線４３３

ワン

定員

入園・入学前に
麻しん風しん予防接種を

催し

ア

ワン

対象

日３月14日㈯ 時▶午前11時～11
時30分 ▶午後１時～１時30分
▶午後１時45分～２時15分 所荒
川ふるさと文化館１階あらかわ伝統
工芸ギャラリー 人各３人（申込
順） 講荒川区登録無形文化財保持
者・竹中温恵氏 ￥500円
申３月１日㈰から荒川ふるさと文化
館へ☎（３８０７）９２３４

日３月16日㈪ 時午前10時～正午
所アクロスあらかわ１階多目的ホー
ル 対区内在住・在勤・在学で、
18歳以上の方 人30人（申込順）
主催 荒川区社会福祉協議会
申３月２日㈪～13日㈮にはがき・
ファクスで、４面上段を参照し①～
④の記入事項と⑤年齢⑥性別を、
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所２階高齢者福祉課地域包括支援係
へ☎内線２６７６
ふ（３８０２）３１２３

日３月24日㈫～４月23日㈭ 時午
前９時～午後８時（３月24日は午
後３時から、４月23日は正午まで）
所サンパール荒川２階 ARAKAWA
１ - １ - １ギャラリー
問荒川コミュニティカレッジ事務局
☎（５６１５）４８８４

日

会場・場所

子育て・教育

講座

高齢者外出サポート
ボランティア養成講座

荒川コミュニティカレッジ
写真展

時間

日４月～令和３年３月の㈰（全17
回） 時午前９時15分～正午 所第
一中学校 対区立中学校特別支援学
級卒業生（予定含む）、または区内
在住・在勤の15歳以上で軽度の知
的障がいがあり、１人で会場に通え
る方 人若干名（申込順） 内クラ
ブ活動（パソコン、音楽、美術、調
理、生花、スポーツ）、校外学習や
水泳等 ※材料費・傷害保険代等が
かかる場合があります
申３月２日㈪～９日㈪に生涯学習課
生涯学習事業係へ☎内線３３５５

申３月２日㈪からあらかわリサイク
ルセンターへ
☎（３８０５）９１７２

期日
（期間）

援センターの電話番号が下記のとお
り変わります。
☎（３８０５）５７４１
問子ども家庭支援センター事業係
☎内線３７８８
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区役所の代表番号☎（3802）
3111

区民の声 FAX（3802）
6262

３月は東京都の自殺対策強化月間

自殺に追い込まれない 社会 を目指して
区では、平成30年に31人の方の尊い命が自
殺によって失われました。自分自身や、あなた
の大切な人の心が疲れて追い込まれそうになっ
ていたら、ご相談ください。

心のサインに早めに気付きましょう

◦夜眠れない
◦自分なんかいない方がいいと思う
◦孤独で死んでしまいたいと思う

特設展示

◦人間関係が辛くて、死んでしまいたいと思う
◦仕事ができなくなり、経済的に行き詰まって
いる

かけがえのない命を守るために

▶区役所１階ロビー
……３月13日㈮まで
▶町屋図書館
……３月18日㈬まで
▶南千住図書館……３月13日㈮～５月13日㈬

◀展示の様子

図書館では関連する本の展示・貸し出しを行い
ます。

「こころと命のカード」
を配布

自殺予防のための講演
会や各種イベント、区役
所１階障害者福祉課等で
配布しています。
相談・問合せ

ゲートキーパー研修
ゲートキーパー（自殺の危険を示すサ
インに気付き、適切な対応ができる人）
研修を実施しています。また、団体等で
行う研修に、講師を派遣しています。

荒川区自殺対策計画
区では、かけがえのない命を守る
ために、
「 荒川区自殺対策計画」を策
定しました。荒川区ホームページや
障害者福祉課でご覧いただけます。

一人で悩まず相談してみませんか
■東京いのちの電話（24時間）
■東京都自殺相談ダイヤル（午後２時～午前５時30分）
■東京自殺防止センター（午後８時～午前５時30分）
※㈫は午後５時～午前２時30分。㈭は午後８時～午前２時30分

■よりそいホットライン（24時間）

☎０１２０（２７９）３３８

障害者福祉課こころの健康推進係（区役所１階） ☎内線２３７８

喜多方日中線歩行者道路のしだれ桜鑑賞ツアー

ホテルグリーンパール那須
期

間 ４月21日㈫～23日㈭ ※２泊３日（朝食２回、昼食２回、夕食２回付）

最少催行人数 20人
▶１日目…荒 川区役所（午前10時出発）→あしかがフラワ
ーパーク（見学・車内昼食）→ホテルグリーンパ
ール那須（午後３時到着予定）
▶２日目…⃝志ぐれ亭（昼食） ⃝ほまれ酒造（見学）
内
容
⃝喜多方日中線記念自転車歩行者道しだれ桜鑑賞
▶３日目…ホ テルグリーンパール那須（午前10時出発）→
道の駅うつのみやろまんちっく村（休憩・自由昼
食）→荒川区役所（午後３時到着予定）
１人分（１室を２～６人で利用した場合）
▶Ａ室…３万7820円 ▶Ｂ室…３万5520円
用 ▶Ｃ室…３万3200円

費

会

種 別
こころの一般健康相談

予約制

健康相談

期 日

受付時間

２日㈪

午後１時45分～３時15分

５日㈭

午後１時30分～３時

随時

午前９時～午後５時

19日㈭
３日㈫

午後１時～３時

５日・12日・19日・ 26日
午後１時30分～３時30分
の㈭

エイズに関する相談・検査

健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

相談

随時

午前８時30分～
午後５時15分

検査 11日㈬（予約制） 午前10時～11時

▶ものわすれ相談（予約制）

対

象

健康推進課歯科担当
☎内線４２３
健康推進課栄養担当
☎内線４２３
保健予防課感染症予防
係専用電話
☎（３８０５）９４６７

物忘れが気になる、65歳以上の方

相談時間

会場
申込み
峡田ふれあい館 荒川地域包括支援センター ☎（５８５５）３３２３
午後１時30分～３時
西日暮里地域包括支援センター ☎（３８０７）３８２８

▶難病相談室（予約制）
会場・申込み

日時
対象
内容

９月１日㈫～30日㈬

申込方法・問合せ

▶電話…３月10日㈫午前10時からホ
テルグリーンパール那須へ
☎０２８７（７６）２８８３
▶施設予約システム…３月11日㈬午
前０時から荒川区ホームページで

ホテルニューアカオ

６月１日㈪～30日㈫

▶電話…３月10日㈫午前９時からホ
テルニューアカオ東京予約センタ
ーへ☎（５８４６）９１３３

子育てハッピー講座
会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階
日４月６日㈪・７日㈫ ※各日とも内容は同じ
時午後１時30分～３時
内離乳食の話と試食、スキンケア、口の手入れ
持スプーン 申健康推進課栄養担当☎内線４２３

７～９か月児（令和元年６月～８月生まれ）

午前９時30分～11時

６日・27日の㈮

障がい者歯科相談

利用期間

４～５か月児（令和元年11月生まれ）

午後１時15分～２時45分

５日㈭

歯科相談（３歳未満児）
栄養相談

申込み・問合せ

６日・13日・27日の㈮ 午後１時から

ママのこころの相談

期 日
６日㈮
26日㈭

がん予防・健康づくりセンター

ホテルグリーンパール那須

申込方法・問合せ

☎０２８７（７６）２８８３

９日㈪・16日㈪・19日㈭・
午後２時～３時30分
27日㈮

アルコール・薬物依存
症相談
母親学級（妊婦）

場

区民保養所予約受付開始日

利用期間

※宿泊・往復バス・ツアー代、保険料、入湯税を含む
※１人で参加する場合は割増料金となります

申込み・問合せ ホテルグリーンパール那須

３月の健康相談

☎（３２６４）４３４３
☎０５７０（０８）７４７８
☎（５２８６）９０９０

荒川区医師会館（西日暮里６ - ５ - ３） ☎（３８９３）２３３１

 月21日㈯午後１時30分～３時
３
神経難病の方、その疑いのある方
専門医・保健師・相談員等による在宅療養上の医療・福祉・介護相談

日３月24日㈫ 時午後１時30分～３時
人50人（申込順）
内離乳食の話と試食、事故予防、歯の手入れ
持スプーン
申３月２日㈪から、健康推進課栄養担当へ
☎内線４２３

11～13か月児（平成31年３月～令和元年５月生まれ）
日４月14日㈫ 時午後１時30分～３時
人50人（申込順）
内幼児食の話と試食、遊び方、歯の磨き方
持スプーン、お子さんの歯ブラシ
申３月16日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３

イヤイヤ期（平成30年１月～９月生まれ）

日４月６日㈪ 時午前10時～11時 人30人（申込順）
内親子が健やかに過ごす方法、トイレトレーニング
申３月２日㈪から、健康推進課保健相談担当へ
☎内線４３４

No.1680 令和２年（2020年）３月１日号

荒川区医師会
こどもクリニック

場所・問合せ

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

所在地
電 話
南千住６－５３－８
（３８９１）４６３９
町屋１－１－９
（３８９５）５４００
西尾久７－２５－３
（５８５５）０９７９
東日暮里６－５０－１４ （３８９１）１０６２
町屋３－２７－９
（３８１９）３１２３
東日暮里６－５０－１４ （３８９１）１０６２
南千住６－４７－１１ （３８９１）２９４５
町屋８－７－２
（３８９２）５３２４
東尾久２－９－１３
（３８９５）８４６２
東日暮里６－５１－８ （３８９１）１１７０

１日㈰

日曜日柔道整復施術
期 日
３月１日㈰
３月８日㈰

２日㈪～８日㈰

チャンネル

地デジ11c h

16日㈪～22日㈰

電 話
（３８０５）０３２３
（３８０９）３７３０

（番組内容は変更になる場合があります）

23日㈪～29日㈰

９日㈪～15日㈰

16日㈪～22日㈰

23日㈪～29日㈰

人

内

30日㈪・31日㈫

30日㈪・31日㈫

子ども虐待を防ぐために
▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ
喫煙者だった医者が教 喫煙者だった医者が教
子規・漱石 句あわせ in 子規・漱石 句あわせ in
ふれあいジョイントコ
※９日㈪～15日㈰の放送時間は、正午・午後 ～地域における支援と児
えるちょっとがんばる えるちょっとがんばる
日暮里（前編）
日暮里（後編）
ンサート（前編）
童相談所の役割（後編）
禁煙術（後編）
４時から各57分
禁煙術（前編）

講

持

持ち物

２日㈪～８日㈰

対

講師

１日㈰

所在地
西日暮里５－３３－３
西尾久５－７－２５

荒川区議会放送「令和元
特 地域密着あらかわ満
特 ・ 手 佐藤駿選手の日
年度定例会・２月会議
行 社会福祉協議会の取
予算に関する特別委員
点メニュー
本ボッチャ選手権大
会～総括質疑」放送のた 行 戸籍住民課からのお
り組み
会に密着
行 ・ 手 特殊詐欺にご用心
め、
「こんにちは荒川区」 知らせ
はお休みします。

ひき もの

（午後４時・７時から各57分）

施術所名
整容館整骨院
髙見澤接骨院

９日㈪～15日㈰

☎（３８９３）２３３１
☎（３８０５）６６０１
☎（５２７２）０３０３
☎（３２１２）２３２３

［施術時間］▶午前９時～午後１時 ▶午後３時～午後７時

番 組 案 内

▶ウイークリーニュース ▶区からのお知らせ
特 荒川マイスター～木 特 障がい者スポーツフ
▶荒川ころばん体操・あらみん体操
工挽物・渡辺敏伸さん ェスティバル
▶休日診療当番医
行 令和元年度区政世論 行 荒川区観光アプリ～
特…特集 行…荒川区行政ナビ
調査
あらかわさんぽ
手…手話付き放送

▶あ らか わ 情 報 スクエ ア

●荒川区医師会
●荒川区歯科医師会
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞

問合せ

所

内容

▶こ ん に ち は 荒 川 区

電 話
（３８９４）３７５０
（３８９２）６３６２

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

マイチャンネルあらかわ

（午前９時、正午、午後６時・９時から各57分）

所在地
西日暮里６－３４－５
町屋１－４－２

定員

ＣＡＴＶ

医療機関名
久木留医院
堀メディカルクリニック
尾久駅前内科クリニック
春田内科医院
木田医院
春田内科医院
金子医院
武田内科小児科クリニック
斉藤医院
蓮沼医院

医療機関名
西原歯科クリニック
山岸歯科医院

対象

３月

時

会場・場所

期 日
３月１日㈰
３月８日㈰

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
昼夜 科目
○ ○
内
内
○
３月１日㈰
○ ○
内
○
内・小
○
内
３月７日㈯
○ 内・小
○ ○ 内・小
○
内・小
３月８日㈰
○ ○ 内・小
○
内・小

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

【歯科】 午前９時～午後４時（電話受け付け）

▶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

日

象

※受診の際は､健康保険証を持参してください ※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください ※小さなお子さんは小児科を受診してください

【内科等】診療時間 ▶昼…午前10時～午後１時、午後２時～５時

期

対

日

時間

休日診療当番医

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

▶㈪～㈮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分まで

診療時間

小児科の平日準夜間・休日診療

☎０１２０（５３６）８８３

期日
（期間）

あらかわキッズ・マザーズコール24
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イン

その他の

組

ス

ト

ふれ あ い 館の催 し

費用の記載がないものは無料です

荒川区観光アプリ

配信開始

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。

区内のおでかけ・観光に役
立つおすすめの情報を検索で
きます。公園や観光スポット
を紹介しているほか、まちあ
るきのモデルコース検索、浮
世絵マップやスタンプラリー
等、散策を楽しむための機能
があります。

HP

ダウンロードの方法
二 次 元 バ ー コ ー ド（ 右 ）
を 読 み 込 み、App Store・
Google Play から「あらか
ア

グ

ー

グ

ル

プ

レ

ッ

プ

ス

ト

ア

イ

わさんぽ」をダウンロード

※ダウンロードは無料です（通信料は本人負担）

問合せ

観光振興課観光振興係 ☎内線４６１

ホームページアドレス

イベント情報
◆コーラス一日体験会
日３月21日㈯ 時午後１時～３時
所生涯学習センター 人100人（当日
の先着順） ￥300円 問はけたコー
ラス・平井☎（３８０５）００１０
◆岩手県遠野むかしばなし
日３月25日㈬ 時午後１時～２時30
分 所町屋区民事務所ひろば館
人25人（申込順） ￥500円 申昔話
村 ･ 近江☎・ふ（３８９２）６２６１

14：01

問

電子メールアドレス

３月１日から

申

問い合わせ先

石浜ふれあい館
８回） 時午前10時～11時30
分 対60歳以上の方 人25人
☎（３８０５）５３０１
（申込順）
◆リサイクルセンターで工作しよう
日３月25日㈬ 時午後１時30 町屋ふれあい館
分～４時 人10人（申込順）
☎（３８００）２０１１
※未就学児は保護者同伴で
◆メンズヨガ
日３月20日㈷ 時午後８時～
南千住駅前ふれあい館
９時 対20歳以上の男性
☎（３８０３）０５７１
人15人（ 申 込 順 ） 締 ３ 月19
◆高齢者フラダンス
日㈭午後６時
日４月９日～５月28日の㈭（全

荒木田ふれあい館
後４時 内作品展、歌のミニコン
サート ※出展者を募集します
☎（３８００）１９８１
◆ソシアルダンスパーティー
西日暮里ふれあい館
日３月８日㈰ 時午後２時～４
☎（３８１９）６９４５
時30分 人100人（ 当 日 の 先 着 ◆成人手芸講習会「傘入れ」
順） 持ヒールカバー
日３月18日㈬ 時午前10時～午
◆ピラティス
後３時 対20歳以上の方 人10
日４月14日～９月８日の第２・４
人（申込順） ￥800円
㈫（ 全11回 ） 時 午 後 ７ 時45分 ◆フラ・レッスン
～８時45分 対20歳以上の方
日４月２日～令和３年３月18日
人18人（ 抽 選 ） 締 ３ 月19日 ㈭
の第１・３㈭（全24回） 時午後
午後７時30分
７時30分～８時30分 対20歳以
上の方 人40人（申込順）
西尾久ふれあい館
締▶初心者…３月14日㈯ ▶経
☎（３８１０）６２１９
験者…３月16日㈪～23日㈪
◆西尾久ふれあい館ギャラリー
日３月15日㈰ 時午前11時～午

締

申込方法（申込先）

⃝申 込期間の指定がない申込順の事業は、３月１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

ケーブルテレビの申込み・問合せ

▶東京ケーブルネットワーク荒川サービスステーション☎０８００（１２３）２６００
▶荒川ケーブルテレビ
☎（３８９４）３８８８

締め切り

番

ク

費用

ネ

▶あらまるNEXT （区内情報番組）
放送時間 毎日午前６時・８時30分、午後１時30分から
▶あらぶんちょ！（荒川区・文京区・千代田区内の地域情報番組）
放送時間 毎日午前11時、午後２時・５時から

￥
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う イベント等中止 のお知らせ
都内で新型コロナウイルスの感染者が複数確認されています。今後、
感染が拡大する可能性があるため、区が実施するイベント等のうち、不
特定多数の人の接触、対話や飲食による交流・懇親等が想定されるこ
と、対象者が高齢者や妊産婦、未就学児等であること、開催場所が閉鎖
期日（期間）

３月１日㈰

事業名
出産を迎える方のための読み聞かせ講習会
ふれあい館・ひろば館交流フェスタ
それいけ！アンパンマン ショー
荒川フリーマーケット
あらＢＯＳＡＩ2020
ぼ

う

さ

い

３月２日㈪～27日㈮
エコ生活実践講座
の全12回
３月４日㈬
認知症予防と食生活講座
認知症介護教室「見方を変える 認知症
３月５日㈭
ケアのヒントを学ぼう」
都電ＤＥ俳句
大人のためのおはなし会
３月６日㈮
区民カレッジ特別演奏会
「弦楽四重奏の夕べ～ Spring コンサート」
３月６日・13日の㈮ リハビリ講習会「音楽運動療法」
３月６日㈮・16日㈪ 障がい者地域自立生活支援セミナー
認知症予防に役立つ図書館活用術
スウェーデンと日本の高齢者の生活を
３月７日㈯
見つめて
アクト21交流のつどい
映画「見上げてごらん夜の星を」上映
会
デ

ス

プ

リ

ン

グ

された空間であること等を考慮し、下表のとおり、３月分のイベント等
の中止をお知らせします。
※内容は２月21日現在。
最新の情報は荒川区ホームページ・区報等でお知らせします
※その他のイベント等については、各担当課・施設等にお問い合わせください

場所
ゆいの森あらかわ２階会議室
サンパール荒川大ホール
あらかわ遊園アリスの広場
荒川公園（区役所前）
あらかわ遊園運動場

問合せ
ゆいの森あらかわ ☎（３８９１）４３４９
区民施設課施設支援係 ☎内線２５３４
荒川遊園課管理運営係 ☎（３８９３）６００３
清掃リサイクル推進課啓発指導係 ☎内線４４９
防災課防災事業係 ☎内線４１８
ＮＰＯ法人エコ生活ひろめ隊
☎０７０（６５２１）７６５１

あらかわエコセンター
区役所北庁舎１階101会議室
夕やけこやけふれあい館４階レクホール

高齢者福祉課介護予防事業係

☎内線２６６６

都電荒川線三ノ輪橋停留場
日暮里図書館地下１階おはなしの部屋

文化交流推進課文化振興係 ☎内線２５２１
日暮里図書館 ☎（３８０３）１６４５

サンパール荒川小ホール

生涯学習センター

荒川たんぽぽセンター

荒川たんぽぽセンター

ゆいの森あらかわゆいの森ホール
アクト21

高齢者福祉課介護予防事業係 ☎内線２６６６
あべクリニック東京都認知症疾患医療センター
☎（５６１５）３０２０
アクト21 ☎（３８０９）２８９０

ゆいの森あらかわゆいの森ホール

ゆいの森あらかわ

サンパール荒川５階第７集会室

☎（３８０２）２３３２
☎（３８９１）６８２４

☎（３８９１）４３４９

特別養護老人ホームグリーンハイム荒川１階ホ
グリーンハイム荒川 ☎（３８０２）７５６１
ール
xChange～キッズ・ベビーのための子ど
NPO 法人エコ生活ひろめ隊
あらかわエコセンター３階
も服交換会
☎０７０（６５２１）７６５１
地域活動報告者交流会
区役所３階304・305会議室
高齢者福祉課地域包括支援係 ☎内線２６７１
荒川コミュニティカレッジ公開講座
サンパール荒川６階荒川コミュニティカレッジ研 荒川コミュニティカレッジ事務局
「子育て中の家計管理と将来設計につい
修室
☎（５６１５）４８８４
３月10日㈫
て学ぼう」
荒川ふれあい寄席
荒川山吹ふれあい館
区民施設課施設支援係 ☎内線２５３４
児童相談所と区民の連携を考える
区役所３階304・305会議室
生涯学習課生涯学習事業係 ☎内線３３５４
認知症サポーター養成講座
夕やけこやけふれあい館４階レクホール
高齢者福祉課介護予防事業係 ☎内線２６６６
３月12日㈭
講演会「在宅医療ってなんだろう」
ムーブ町屋３階ムーブホール
高齢者福祉課地域包括支援係 ☎内線２６７１
３月13日㈮
環境美化マナーアップキャンペーン
ＪＲ日暮里駅東口
環境課環境保全係 ☎内線４８３
アクロスあらかわステージ発表会
アクロスあらかわ
アクロスあらかわ ☎（３８０３）６２２１
荒川区国際交流協会事務局（文化交流推進課内）
国際交流バスハイク
千葉県夷隅郡大多喜町
☎（３８０２）３７９８
３月14日㈯
認知症介護教室「本人の声から認知症 尾久生活実習所あらかわ希望の家（本所）地
高齢者福祉課介護予防事業係 ☎内線２６６６
介護について考えよう」
下１階多目的ホール
障がいのある当事者
（ピアカウンセラー）
荒川たんぽぽセンター
荒川たんぽぽセンター ☎（３８９１）６８２４
による相談
環境区民の集い～リアル暴風雨体験
東京消防庁本所防災館（墨田区横川４ - ６ - ６） 環境課環境推進係 ☎内線４８２
荒川ぼうさいの会・竹内
尾久ふれあい館５階調理実習室
大人向けポリ袋調理「ポリ COOK」
☎０９０（５３３９）３７８５
３月15日㈰
あらかわ遊園スポーツハウス
ヨーガ体験会
あらかわ遊園スポーツハウス地下１階アリーナ
☎（３８００）７３３３
フリーマーケット
南千住駅前ふれあい館
南千住駅前ふれあい館 ☎（３８０３）０５７１
３月16日㈪～19日㈭ 早春花展・文化教室
荒川公園展示場（区役所前）
生涯学習課生涯学習振興係 ☎内線３３５１
３月16日・23日の㈪ お口と食事の元気塾
ゆいの森あらかわ２階会議室
高齢者福祉課介護予防事業係 ☎内線２６６６
３月21日㈯
自転車シミュレータ教室
荒川自然公園交通園
荒川警察署 ☎（３８０１）０１１０
ウオーキングイベント
尾久ふれあい館４階レクホール
スポーツ振興課スポーツ事業係 ☎内線３３７４
３月22日㈰
特別養護老人ホームグリーンハイム荒川１階
すずめ喫茶・衣類販売
グリーンハイム荒川 ☎（３８０２）７５６１
ホール
荒川さつき会館子どもお楽しみ会
荒川さつき会館
荒川さつき会館 ☎（３８０２）２０５０
荒川コミュニティカレッジ公開講座
３月24日㈫
サンパール荒川６階荒川コミュニティカレッ 荒川コミュニティカレッジ事務局
「学びでつながるまちを楽しむ大人の学
ジ研修室
☎（５６１５）４８８４
び体験会」
３月26日㈭
皇居東御苑 桜の観察会
皇居大手門（千代田区千代田１ - １）
環境課環境推進係 ☎内線４８２
荒川コミュニティカレッジ公開講座
荒川コミュニティカレッジ事務局
３月27日㈮
サンパール荒川小ホール
「金原亭小駒氏による落語入門講座」
☎（５６１５）４８８４
尾久交通安全のつどい
アクト21ホール
尾久警察署 ☎（３８１０）０１１０
３月28日㈯
大人のおはなし会
ゆいの森あらかわ２階会議室
ゆいの森あらかわ ☎（３８９１）４３４９
にっぽり春まつり（音楽フェス2020、交
３月28日㈯・29日㈰
日暮里駅前イベント広場
文化交流推進課都市交流係 ☎内線２５２４
流都市フェア）
３月８日㈰

家族説明会 家族交流会
エ

ク

ス
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ェ

ン

ジ

ク

ッ
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問合せ 広報課広報係 ☎内線２１３２
32
38
－3
67

1,239

前年同月比

日本人のみ
103,521世帯
の世帯
外国人のみ
11,408世帯
の世帯
日本人と
外国人の
2,366世帯
混合世帯
総世帯
117,295世帯

前月比

476
593
1,069
41
201
242
1,311

世帯

35
42
77
47
8
55
132

前年同月比

（

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）

前月比

男 98,470人
日本人 女 99,455人
計 197,925人
男
9,322人
外国人 女 10,031人
計 19,353人
総人口
217,278人

人口

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/

人口と世帯
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