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3月21日
No.1682

荒 川 区

☎
（3802）
3111 FAX（3802）6262

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

３面◆荒川区教育委員会褒賞

８面◆新型コロナウイルス感染症
を予防しましょう

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

訪れを
感じて

春
の

▶日暮里南公園（昨年の様子）
新型コロナウイルス感染症の影響により、次号以降、発行日・紙面内容を変更する場合があります

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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No.1682 令和２年（2020年）３月21日号

令和２年度
荒川区企業支援メニュー

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

がんばる中小 企 業 を 応 援します

区では、経営基盤の強化、販路の開拓、人材の育
成・確保等さまざまな支援事業を用意しています。
各種補助金に関する相談窓口もあります。令和２年
度分の申請は、４月１日㈬から開始します。
事業名

対

象

問合せ

区内に本社がある中小企業等
▶①〜⑥、⑰……………………経営支援課産業活性化係 ☎内線４５８
▶⑦〜⑯、⑱、㉑〜㉓……………経営支援課経営支援係 ☎内線４５９
▶⑲、⑳……………………………産業振興課商業振興係 ☎内線４６８

事業内容

対象経費

補助・利用内容

① 産学連携研究開発支援

共同研究・委託研究の実施に際し
対象経費の３分の２
大学等と産学連携により新製品・新技術を開発する際の経費
て、大学等に支出した研究経費、
（限度額300万円）
を補助
委託費

② 試験研究機関活用支援

公設試験研究機関および区が指定
対象経費の２分の１
新製品・新技術を開発するために試験研究機関を利用した際
する民間試験研究機関における機
（限度額５万円）
の経費を補助
器利用、依頼試験等に要する経費

③ 企業課題相談支援

教員の相談費用を区が原則として
各支援機関につき、対象経費
区が連携協定を締結する大学等の教員への技術課題・経営課 全額負担
全額
（限度額は20万円）また
題等の相談
※遠隔地への派遣等、実費負担が発
は年度内10回以内

④ 高度特定分野専門家派遣

専門家の派遣費用を区が原則とし
区内企業が抱える、高度で専門的な知識やノウハウを必要と
１企業・１団体または個人
て全額負担
する課題を迅速に解決するために、事業再生・知的財産・技
につき、全分野の専門家を
※特別区域外への派遣等、実費負担
術開発・デザイン等のさまざまな分野の専門家を無料で派遣
合わせて年度内10時間まで

生する場合あり

が発生する場合あり

対象経費の２分の１
（限度額10万円）

⑤ 魅力発信動画製作補助

製品や技術力等、自社の強みをインターネットでＰＲするた
動画製作事業者への委託費
めの動画の製作費用を補助

⑥ クラウドファンディング活用補助
【令和２年度新規】

手数料の２分の１
クラウドファンディングサービスを利用した際に、サービス クラウドファンディングサービス
（限度額20万円）
運営事業者に支払う手数料の一部を補助
運営事業者に支払う手数料

⑦ 新製品・新技術開発補助

開発に要する材料・工具等の購入
令和２年度中に着手し、令和４年３月末までに開発が完了で
費、大型機械装置の賃借料、市場 対象経費の２分の１
きる先駆的な新製品、新技術を開発する際の経費を補助
調査や分析のためのマーケティン （限度額200万円）
※専門機関による審査があります（申込期限９月30日）
グ調査費等の直接的経費

⑧ 産業財産権取得補助

取得が見込める特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願 産業財産権取得に要する出願料・ 対象経費の２分の１
料等の経費の補助
登録料等の経費、弁理士費用
（限度額15万円）

⑨ ISO 認証取得補助

ISO 認証取得に要する審査登録機
令和４年３月末までに取得が見込める ISO9000シリーズ認
関の審査、内部監査員養成のため 対象経費の４分の１
証、ISO14000シ リ ー ズ 認 証、ISO27000シ リ ー ズ 認 証、
の研修、コンサルタントによる指 （限度額50万円）
ISO22301認証、ISO50001認証に要する費用を補助
導等に要する経費

⑩ 見本市等出展補助

※１企業１回限り

※１企業年度内１回まで

対象経費の２分の１
出 展 料、 展 示 装 飾 費、 搬 送 委 託 （限度額20万円）
国内・外で行われる販路拡張のための見本市・展示会・フェ
費、パンフレット作成費、通訳費 ※国内展示会で初めて利用する
ア等への出展料等を補助
場合および国外展示会へ出展
（国外展示会出展の場合のみ）
する場合の限度額は30万円

⑪ セミナー・研修受講補助

⑫ 中小企業倒産防止共済加入助成

経営力強化等をテーマとして、公的支援機関等が実施するセ
受講料、開催経費
ミナーの受講や、企業内研修の開催に要する費用を補助
「中小企業倒産防止共済制度（経営セーフティ共済）」に新
たに加入する際の掛金を補助
※申請期間は新規加入日から６か月以内

⑬ 小規模企業共済加入助成
⑭ 中小企業退職金共済加入助成

荒川区製造業等経営力向上支援

⑮ 生産性向上設備投資補助

⑯ 女性活躍環境整備補助

※申請期間は新規加入日から６か月以内

「中小企業退職金共済制度」に新たに加入する際の掛金を補助
※申請期間は共済契約後２年以内

対象経費の２分の１
（限度額月額２万円）
対象経費の２分の１
（限度額月額１万円）

「小規模企業共済制度」に新たに加入する際の掛金を補助
加入月から12か月の掛金

生産活動、販売活動、役務提供
活動その他収益を得るために直
接的に必要であり、かつ計画期
設備等の購入に要する経費
間３年で年平均１％以上の労働
生産性の向上につながる設備等
区 内 で ５ 年 以 上、製 造 業 等 の設置
（商業またはサービス業を 女性が働きやすい職場環境を整
除く）を営む中小企業者
備するために必要な設備等の設 環境整備に要する経費
置
ＩＣＴを用いて、販路拡大につ
なげるために必要なシステムの
システム導入等の初期導入経費
構築および会計・人事・総務シ
ステム等の導入

⑰ ＩＣＴ導入補助

⑱ 小規模事業者設備等更新補助

加入月から６か月の掛金

対象経費の２分の１
（限度額セミナー受講３万
円、企業内研修開催10万円）

荒川区商業・サービス
業経営力向上支援

区 内 で10年 以 上、 製 造 業
生産活動、販売活動、役務提供
等（商業・サービス業を除
活動その他収益を得るために直 設備等の購入に要する経費
く）を営む、従業員20人以
接的に必要な設備等の更新
下の小規模事業者

対象経費の２分の１
（限度額
は従業員１人につき２万円）

対象経費の４分の１
（限度額100万円）
※20万円以上のもの

対象経費の４分の１
（限度額20万円）
※５万円以上のもの

対象経費の４分の１
（限度額70万円）
※20万円以上のもの

販売活動、役務提供活動その他
事業活動に直接的に必要であ
設備・備品・ＩＴツールの購入に
⑲ 設備・備品・ＩＴツール導入補助
り、集客力や労働生産性向上に
要する経費
対象経費の４分の１
つながる設備・備品・ＩＴツー
区内で５年以上、商業・サー
（限度額100万円）
ルの導入
ビス業を営む中小企業者
※５万円以上のもの
女性が働きやすい職場環境を整
⑳ 女性活躍環境整備補助
備するために必要な設備等の設 環境整備に要する経費
置

モノづくり企業地域
共生推進補助

㉑

操業環境改善
【令和２年度新規】

住民受入環境整備
㉒
【令和２年度新規】
耐震補強
㉓
【令和２年度新規】

防臭、防音、防振のための設備改修等

設備改修等に要する経費

緑道やオープンスペースの整備等

整備等に要する経費

耐震診断や耐震工事等

対象経費の４分の３
（限度額375万円）

対象経費の３分の２
耐震診断や耐震工事等に要する経 （限度額1400万円）
※工事内容ごとに上限額があり
費
ます。詳細は、お問い合わせ
ください

※原則として事前申請制です。ご利用の場合は、あらかじめご相談ください
※⑮と⑱の併用は不可。⑮〜⑱、⑲・⑳は、記載のほか、限度額は合算して100万円まで。㉑〜㉓は、同一年度に利用できるのは、いずれか一つのみ。⑤〜⑧、⑩、⑮〜⑰、⑲、⑳は、
経営革新計画承認等による補助額の増額等の特例があります
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荒川区教育委員会では、学校の課外活動、生涯学習、スポーツ等
の分野で活躍した皆さんに「荒川区教育委員会褒賞」を贈り、その
功績を称えています。令和元年度の受賞者は、次の皆さんです（敬
称略）。
問合せ 教育総務課庶務係 ☎内線３３１３

文 化 部 門
英語検定
▪貞苅七海（瑞光小３年）
▪伊能伽哉子（瑞光小４年）
▪岡光姫（瑞光小５年）
▪溝口日哉（瑞光小５年）
▪小谷野真桜（瑞光小６年）
▪中村久遠（瑞光小６年）
▪羽川真奈（瑞光小６年）
▪福井くらら（汐入小５年）
▪武藤晃明（汐入小５年）
▪飯塚葵（汐入小６年）
▪髙橋勇人（汐入小６年）
▪野上裕貴（汐入小６年）
▪広瀬美南（汐入小６年）
▪𠮷識礼人（汐入東小４年）
▪江﨑嘉為（汐入東小５年）
▪宮入瑚武（汐入東小５年）
▪疋田脩人（汐入東小６年）
▪安柾昱（峡田小６年）
▪大原崇臣（峡田小６年）
▪遠藤美咲（第三峡田小６年）
▪金銅咲良（第四峡田小６年）
▪冨岡詩恩（尾久第六小５年）
▪次田心結（尾久第六小６年）
▪曾羽豊（赤土小３年）
▪渡邉真央（赤土小６年）
▪竹縄葵（尾久宮前小６年）
▪谷野慧知
（第一日暮里小６年）
▪三友奏人
（第二日暮里小３年）
▪髙橋賢人（ひぐらし小４年）
▪森結衣（ひぐらし小５年）
▪栁澤璃子（聖学院小４年）
▪徐マイケル（第四中２年）
▪南龍一（第四中２年）
▪池田マリア（第四中３年）
▪徳原恵梨（第四中３年）
▪カデルプラキャト
（第五中３年）
▪ SujalPaini（第七中３年）
▪盧語軒（第九中３年）
▪中山心吾
（南千住第二中３年）
▪石原希（原中３年）
漢字検定
▪田悠徹（汐入東小５年）
▪大越修造（汐入東小６年）
▪疋田脩人（汐入東小６年）
▪朱健維（第三瑞光小４年）
▪吉開くるみ
（第三瑞光小４年）
▪山口湊央（第三瑞光小５年）
▪岩﨑有瑠萌
（第三瑞光小６年）
▪髙草木咲良
（第三瑞光小６年）
▪竹下怜（第三瑞光小６年）
▪林栞愛（第三瑞光小６年）
▪槌田泰己（峡田小６年）
▪前田有莉奈
（第四峡田小６年）
▪高橋佑（第五峡田小４年）
▪伊達統真（尾久小６年）
▪中島眞佳（尾久宮前小６年）
▪塩島理史
（第三日暮里小６年）
▪服部文音（第三中３年）
▪松井珊吾（第三中３年）
▪瀧澤莉々咲（第四中３年）
▪三宅伶名（第四中３年）
▪小林陽香（第九中３年）
▪増田紗佳（尾久八幡中３年）
▪谷川幸穗
（南千住第二中２年）
▪渡邊結月
（南千住第二中２年）
▪髙橋京介（原中３年）
数学検定
▪田悠徹（汐入東小５年）
▪筒井優（第一中２年）
▪草野仁（第一中３年）
▪篠田来叶（第三中２年）
▪清野小春（第三中２年）
▪大場椋太（第三中３年）
▪川嶋勇輝（第三中３年）
▪鈴木舶之介（第三中３年）
▪服部文音（第三中３年）
▪藤江王栄（第三中３年）
▪棟方佑人（第三中３年）
▪渡邉彩斗（第七中３年）
▪小寺凜平（第九中３年）
▪小林陽香（第九中３年）
▪新野星（第九中３年）
▪青山皓太
（南千住第二中３年）
▪後藤美雪
（南千住第二中３年）
▪小泉桜嘉（原中３年）
ス ジ ャ ル パ

イ

ニ

珠算・暗算検定
▪唐澤ひなた（瑞光小５年）
▪小林歌里（瑞光小６年）
▪中村久遠（瑞光小６年）
▪髙野遼介（第三瑞光小３年）
▪杉平笑和（第三瑞光小４年）
▪掛田結心（第三瑞光小５年）
▪鈴木勝也（第三瑞光小５年）
▪山口湊央（第三瑞光小５年）
▪竹下怜（第三瑞光小６年）
▪梶岡煌大（汐入小３年）
▪内門洋翔（汐入小４年）
▪柴山二湖（汐入小６年）
▪小村柚芽（汐入東小５年）
▪加島佑果（汐入東小６年）
▪河野瑞月（汐入東小６年）
▪國生陽美（汐入東小６年）
▪清水百音（汐入東小６年）
▪小谷美織（峡田小４年）
▪濱田慶太（峡田小４年）
▪小泉文那（第四峡田小６年）
▪清水苺香（第五峡田小５年）
▪鈴木義智（赤土小２年）
▪松﨑蒼侑（赤土小４年）
▪吉村高輝
（第六日暮里小４年）
▪橋本慧（第六日暮里小５年）
▪木村亮太（ひぐらし小３年）
▪今井亮介（ひぐらし小６年）
▪並木萌子（第三中３年）
料理検定
▪稲上翔子（瑞光小２年）
▪山田留里花（瑞光小４年）
▪古川琉偉（第三瑞光小２年）
▪田中万葉（第三瑞光小４年）
▪山口莉里亜
（第三瑞光小４年）
▪髙草木美月
（第三瑞光小５年）
▪古川琉斗（第三瑞光小５年）
▪京藤愛香（汐入小３年）
▪柄澤怜花（汐入東小４年）
▪坂井照（第六瑞光小２年）
▪伊藤愛梨（第六瑞光小５年）
▪塚田彩歌（第二峡田小５年）
▪大山愛夢（第三峡田小４年）
▪中島花美（第四峡田小３年）
▪矢田小晴（第四峡田小６年）
▪野口小春（第九峡田小３年）
▪遠藤李江（尾久小３年）
▪若山温（尾久小４年）
▪荻原志織（尾久小６年）
▪古島芽依（尾久小６年）
▪渡邊深優（尾久小６年）
▪川良日菜（尾久西小３年）
▪小松優里（尾久西小６年）
▪小野田和歌
（尾久第六小６年）
▪西村和弥（尾久第六小６年）
▪櫻井優輝（赤土小５年）
▪青山文緒（大門小５年）
▪長岡沙季（尾久宮前小３年）
▪柳瀬絢音（尾久宮前小４年）
▪渡辺日奈（尾久宮前小４年）
▪片岡めぐみ
（尾久宮前小５年）
▪川嶌光（尾久宮前小６年）
▪大野晴菜
（第一日暮里小３年）
▪海老澤柑菜
（第二日暮里小３年）
▪藤井智城
（第二日暮里小５年）
▪櫻田苺依
（第三日暮里小５年）
▪山本桃歌
（第三日暮里小５年）
▪大村恒稀
（第六日暮里小４年）
▪宮原衣千子
（ひぐらし小５年）
▪庄睿（原中２年）
▪篠田夏海（諏訪台中１年）
防災検定
▪岡田優人（第一中２年）
▪佐藤律太（第九中１年）
▪江連隆太（尾久八幡中３年）
▪加藤秋（荒川工業高１年）
▪下田望友（城東高１年）
▪五十嵐健人
（東京工業大学附
属科学技術高１年）
▪工藤汰朗（日本橋高１年）
調べる学習
▪水落菜月（汐入小６年）
▪太田智教（尾久小３年）
▪若山温（尾久小４年）
▪冨岡知紗都（尾久小５年）
▪水口巴乃（赤土小２年）
▪野村美月（赤土小３年）
▪山﨑大河（赤土小３年）
▪水口仁乃（赤土小５年）

▪渡邉真央（赤土小６年）
▪小林瑠璃（尾久宮前小３年）
▪津端瞳和（ひぐらし小５年）
▪宮原衣千子
（ひぐらし小５年）
▪齊藤百香（第三中１年）
▪末永夢（第三中２年）
▪張玲菜（第三中２年）
▪村松夏芽（第三中２年）
▪高橋歩菜（第三中３年）
▪竹田侑平（第三中３年）
▪立石美琴（第三中３年）
▪永岡真奈（第三中３年）
▪並木萌子（第三中３年）
▪米山実穂（第三中３年）
▪湯澤希心（第七中１年）
▪久保田瑚々
（南千住第二中２年）
▪飛田弥和（諏訪台中１年）
▪畑中実（諏訪台中１年）
作文
▪上羽宏明（瑞光小３年）
▪小泉明日香
（第三瑞光小６年）
▪宮田竜乃介（赤土小４年）
▪寺内彩夏（尾久宮前小６年）
標語
▪余語玲羅（第三中１年）
▪小口慈久実（原中３年）
俳句
▪河城優志（瑞光小５年）
▪松澤澄（瑞光小６年）
▪坂井十和子
（第二瑞光小５年）
▪坂本陸翔（第四中２年）
▪作間蒼良（第四中２年）
▪李諒祐（第四中２年）
▪瀧澤莉々咲（第四中３年）
▪重田渉（開成高１年）
▪垂水文弥（開成高１年）
詩吟
▪青山文緒（大門小５年）
カルタ
▪飛田杏花
（台東区立根岸小４年）
書道
▪伊藤悠（汐入小４年）
▪三橋舞桜（赤土小６年）
▪及川侑香
▪林雅美
▪本田英之
▪溝口順子
絵画
▪岡田将知（第三瑞光小１年）
▪日下真緒（汐入小４年）
▪網野竣太（第五峡田小２年）
▪小田邉洋花（赤土小３年）
▪渡邉一輝（赤土小３年）
▪佐藤萌香（赤土小６年）
▪藤澤一真
（第三日暮里小３年）
▪菊地さら沙
（第六日暮里小６年）
▪中村都麦（第四中３年）
▪平田真菜実（第四中３年）
版画
▪野田凌万（第五峡田小５年）
ポスターコンクール
▪今瀬ひより
（尾久第六小６年）
▪齊藤百香（第三中１年）
▪笛木夏姫（諏訪台中２年）
ISO プログラム
▪秋山哲平
（筑波大学附属中１年）
数学オリンピック
▪東谷勇太（開成高２年）
▪宿田彩斗（開成高２年）
▪米田寛峻（開成高２年）
情報オリンピック
▪神尾悠陽（開成高１年）
▪米田寛峻（開成高２年）
プログラミング
▪上原直人（開成中３年）
▪＜ランダムな文字列＞
（開成高）
▪令で和るビ太郎（開成高）
科学コンテスト
▪浅野凪（南千住第二中２年）
▪池﨑響（南千住第二中２年）
▪齊藤碧（南千住第二中２年）
フォトコンテスト
▪深澤万里（荒川工業高１年）
吹奏楽
▪第一中学校吹奏楽部
▪尾久八幡中学校吹奏楽部
▪諏訪台中学校吹奏楽部
民謡民舞
▪田澤このか（諏訪台中３年）

演劇
▪尾久八幡中学校演劇部
新聞スクラップ
▪井出村真衣（第九中２年）
▪中村隼土（第九中２年）

スポーツ部門
鉄人レース・イン・汐入
▪太宰剛（汐入東小２年）
▪射殘紗葉（汐入東小３年）
▪太宰杏華（汐入東小４年）
▪國生陽美（汐入東小６年）
▪高田隆太（第五峡田小６年）
▪小泉玲紗（尾久西小２年）
▪寺西美知（赤土小５年）
水泳
▪寺西美知（赤土小５年）
▪沖山悠太（第一中３年）
▪ロイド珠里亜
（第七中１年）
▪大和田幸那
（南千住第二中１年）
▪服部暖大
（南千住第二中３年）
▪櫻井俊作（暁星中１年）
▪上川颯斗
（台東区立忍岡中３年）
▪内山弘士
▪大内陽平
▪小泉結城
▪鈴木晶太
▪中川正之
▪首都大レジェンド
駅伝
▪生井沢琉偉（汐入東小６年）
▪超マッハＸ
陸上競技
▪遠藤潤喜（瑞光小６年）
▪岩山優梨愛（第一中１年）
▪須田光浬（第一中１年）
▪渡邊守（第一中２年）
▪田中洸瑠（第一中３年）
▪頓宮櫻子（第一中３年）
▪深見哲志（第一中３年）
▪第一中学校女子
▪第一中学校２年生女子
▪第三中学校１年生女子
▪小島沙恵良
（尾久八幡中３年）
▪瀧澤由依（尾久八幡中３年）
▪尾久八幡中学校３年生女子
（南千住第二中２年）
▪飯國新太
▪大川昌樹
（南千住第二中２年）
▪佐野文香
（南千住第二中２年）
▪渡邉葵菜
（南千住第二中２年）
▪南千住第二中学校
▪木下敬心（諏訪台中２年）
▪相原悠人（諏訪台中３年）
▪石田啓（諏訪台中３年）
▪早川楓馬（諏訪台中３年）
▪諏訪台中学校１年生男子
▪諏訪台中学校１年生女子
▪諏訪台中学校２年生男子
▪諏訪台中学校３年生男子
▪齋藤みのり
▪谷田部美華
一輪車
▪渡邉空南（瑞光小４年）
▪山田湖桃（第五峡田小５年）
▪身浦愛結（第五峡田小６年）
▪髙橋実杏（諏訪台中１年）
柔道
▪石本斗真（赤土小２年）
▪押田祐希（第九中２年）
剣道
▪今津久雄
フェンシング
▪羽石祐丹（瑞光小４年）
空手
▪高橋琥珀（瑞光小６年）
▪鈴木逸星（汐入小２年）
▪髙岡玲奈（汐入小２年）
▪小杉柊太（汐入小３年）
▪末永照（汐入東小５年）
▪竹屋結翔（汐入東小５年）
▪小泉裕海（第五峡田小６年）
▪秋山丈侑
（第三日暮里小６年）
▪小林蓮奈（第一中１年）
▪花井杏霞（第三中１年）
▪髙岡珠里
（南千住第二中１年）
レスリング
▪山本悠人（汐入東小６年）
▪菊地一瑳（埼玉栄中３年）

わんぱく相撲
▪柳澤芽奈（第二峡田小２年）
▪手塚陽葵（第二峡田小５年）
▪第二峡田小学校
（第一日暮里小５年）
▪北久保秀隆
▪小林春佳
（第三日暮里小６年）
バトン
（第七峡田小２年）
▪須賀愛結佳
▪末次美結（第七峡田小５年）
▪輿石真緒（第七中１年）
▪ＭＫＥシャイニングスター
▪南千住 Dream Sisters ☆ MIDDLE
▪南千住 Dream Sisters ☆ HERO
ドッヂビー
▪杵島希（汐入小４年）
▪富山琥珀（汐入東小４年）
▪柏原ことみ
（尾久第六小６年）
▪ＳｐｅｅｄＳｈｏｔ
▪ウエストシックス
▪ウエストシックス 冿
キンボール
▪ＺスターＨＡＰＰＹ
▪Ｚスターロケラン
▪あらかわＫＣクローバー
▪あらかわＫＣタイガー
▪汐入ペンギンズおっさんず
▪宮前タートルズＦＬＡＳＨ
サッカー
▪尾久八幡中学校特別支援学級
ドリブルシュートチーム
▪ＦＣリガール
フットサル
▪ＬＡＲＧＯ . ＦＣ（Ｕ -15）
ソフトテニス
▪原中学校女子ソフトテニス部
▪市川克己
▪熊谷信夫
▪小松代智夫
▪鈴木節子
▪鈴木司
卓球
▪永田斗真（尾久小６年）
▪原圭佑（尾久八幡中２年）
▪尾久八幡中学校男子卓球部
バドミントン
▪深尾優太（汐入東小６年）
▪高橋冴（第一中３年）
▪第一中学校バドミントン部
▪國弘一葉（第三中２年）
▪深尾日向子（第三中３年）
▪猪口笑愛（諏訪台中２年）
▪横山美紅（諏訪台中２年）
▪大串綺理（諏訪台中３年）
バレーボール
▪第四中学校男子バレーボール部
▪原中学校バレーボール部
▪町屋クラブ
ビーチボール
▪尾久六．８
▪Ｋｉｄｓ．８
▪Ｗａｖｅ ｅｘ
▪エックス
▪東京ＢＯＺＥ
▪西尾久エイトロアーズ
▪ハーモニー星
▪ピーチ・マムＡ−Ｚ
▪ピンクラビット
▪ｍｉｓｓｙ
野球
▪南千住ペガサス
▪荒川ジャンプ
▪荒川コンドル
ソフトボール
▪佐藤千愛姫（大門小６年）
スキー
（第一日暮里小４年）
▪山ノ井太郎
スピードスケート
▪宇田一稀（汐入東小６年）
スポーツ大会
▪東里琉成（尾久小５年）
チアリーディング
▪吉海結衣（汐入東小３年）
▪武廣若菜（第七峡田小５年）
釣魚
▪四方田正司
▪荒川区釣魚連合会
トランポリン
▪大熊七翠（尾久小３年）
ド
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No.1682 令和２年（2020年）３月21日号

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

期日
︵期間︶

日

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

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

費用の記載がない事業は無料です
問い合わせください。
申国保年金課国民年金係（区役所１
階）☎内線２４１１

お知らせ
ガ

介護

ー

「ＧＡＨに関する区民アンケ
ート調査」の集計結果を公表
区では「幸福実感都市あらかわ」
の実現に向けて荒川区民総幸福度
（ＧＡＨ）の向上に関する取り組み
を進めています。幸福度調査の結果
を行政評価の指標や施策の立案等に
活用することで、より良い区政運営
につなげていきます。
集計結果の閲覧 区役所地下１階情報
提供コーナー、各区民事務所等、荒
川区ホームページ
問総務企画課企画係☎内線２１１５

令和２年度版あらかわ区政
経営戦略プランを策定
区では、効率的・効果的な区政運
営を実現するため、行財政改革に取
り組んでいます。協働・業務・財
務・人事の取り組みを具体的・戦略
的に進めるための計画として、「令
和２年度版あらかわ区政経営戦略プ
ラン」を策定しました。
プランの閲覧 区役所地下１階情報提
供コーナー、各区民事務所等、荒川
区ホームページ
問総務企画課企画係☎内線２１１８

慰霊巡拝の参加者を募集
対都内在住で、慰霊巡拝を行う地域
の戦没者の遺族で原則80歳以下の
方 巡拝予定地 旧ソ連（カザフスタ
ン共和国、イルクーツク州・ブリヤ
ート共和国、ハバロフスク地方・ユ
ダヤ自治州、沿海地方）、中国東北
地方（旧満州地域全域）、東部ニュ
ーギニア、インドネシア、ビスマー
ク諸島、ミャンマー、トラック諸
島、フィリピン、硫黄島
問福祉推進課地域福祉係
☎内線２６１６

国民年金保険料の学生納付
特例制度
学生納付特例制度とは、前年の本
人の所得が基準額以下の学生が、申
請により承認されると、保険料の納
付が猶予される制度です。
４月１日㈬から、令和２年度分の
申請受付が始まります。詳細は、お

暮らし
社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
日４月１日㈬ 時午後１時30分〜
３時
所・申あんしんサポートあらかわ
（荒川区社会福祉協議会内）
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会
日４月３日㈮ 時午後６時30分〜
８時30分 所サンパール荒川４階
第２集会室 締４月２日㈭ ※当日
も午後８時まで会場で受け付け
申東京司法書士会北・荒川支部・本
間☎０９０（８１７５）１１７５
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前10時
〜午後５時

肝炎ウイルス検査を
受診しましょう
所荒川区医師会に加盟している肝炎
検査実施医療機関 対区内在住で、
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を未受
診の方 内血液検査 申電話で、
「無料の緊急肝炎検査受診希望」と
実施医療機関へお知らせください
※実施医療機関は、荒川区ホームペ
ージをご覧いただくか、お問い合わ
せください
問保健予防課感染症予防係
☎内線４３０

一般財団法人自治
総合センターは、宝
くじの社会貢献広報
のために、コミュニ
ティ助成事業を行っ
ています。区が事業活用の募集をし
たところ、今回、大西町会が助成
（曳太鼓の修繕と貸し出し用子ども
はんてんの整備）を受けて実施しま
した。
問区民課荒川地域事務係
☎内線２５３３

認知症介護者交流サロン
日４月４日㈯ 時午後１時〜３時
所荒川山吹ふれあい館２階会議室
申銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・江口
☎・ふ（３８００）３３４６

仕事・人材募集
にこにこサポート協力会員
を募集
日常生活にお困りの方に、家事や
付き添い等の介助・見守りを行う協
力会員を募集します。
報酬 750〜950円（１時間）
※活動内容・時間帯により変動
◆説明会
日４月21日㈫ 時午後１時30分〜
３時 所荒川区社会福祉協議会３階
会議室 人15人（申込順） 締４月
20日㈪
申荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

「あらかわ俳壇小中学生ス
ペシャル」作品を募集
対小・中学生 ※投句者全員に俳句
グッズ、特選・入選者には俳句グッ
ズセットを差し上げます
兼題 桜、蝶、しゃぼん玉、当季雑
詠 選者 現代俳句協会副会長・対
馬康子氏 投句箱の設置場所 区役所３
階文化交流推進課、サンパール荒
川、あらかわエコセンター、ホテ
ルラングウッド１階（東日暮里５
-50- ５）、ゆいの森あらかわ、町屋
文化センター、生涯学習センター、
アクト21、各図書館・図書サービ
スステーション ※投句数の上限は
ありません。応募原稿は返却せず、
著作権は荒川区に帰属します
締４月６日㈪
申はがき・ファクス・各投句箱・荒
川区ホームページで、４面上段を参
照し①〜④の記入事項と⑤作品（ふ
りがな）⑥保護者の氏名⑦学校名⑧
学年を、〒116-8501（住所不要）
荒川区役所文化交流推進課文化振興
係へ☎内線２５２１
ふ（３８０２）４７６９

講座・催し

官公署

区民カレッジ

国税専門官を募集

◆日本漢詩再発見〜古代から現代ま
で
日５月９日・30日、６月６日・20日、
７ 月 ４ 日・25日、８ 月 １ 日・29日 の
㈯（全８回） 時午後１時〜３時
講早稲田大学名誉教授・村山吉廣氏
ほか ￥800円 締４月25日㈯必着
◆バイオリンが奏でるクラシック音
楽の世界
日５月17日、６月21日、７月26日、
９ 月20日、10月11日、11月22日 の

次のすべてを満たしている中小企業者
区内に住所または事業所がある
区内で引き続き１年以上同一事業を営んでいる
申込日までに各種税金を完納している
東京信用保証協会の保証対象業種である
許認可等を要する事業は、その許認可を得ている

日▶１次試験…６月７日㈰ ▶２次
試験…７月８日㈬〜７月17日㈮の
指定日 対大学卒業程度
受験案内の配布 東 京 国 税 局（ 中 央 区
築 地 ５ - ３ - １）、 荒 川 税 務 署、 人
事院ホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）
申３月27日㈮〜４月８日㈬に人事
院ホームページで
問東京国税局人事第二課試験係
☎（３５４２）２１１１

主な中小企業融資制度の種類
融資名

経営支援課融資係（区役所６階） ☎内線４６７

区では、区内中小企業者を支援するために、低金利な融資をあっせん
しています。金融機関や東京信用保証協会が審査・融資し、区が金利の
一部や信用保証料の全額または一部を補助します。

対 象

対介護保険被保険者証の認定の有効
期間が４月30日㈭で、サービスの
継続を希望する方 申２月末に送付
した申請書を持参し、できるだけ３
月中に区役所２階介護保険課または
区内の地域包括支援センターへ
問介護保険課介護認定係
☎内線２４３３

宝くじコミュニティ助成制度

区の 中小企業融資制度 のご活用を
申込み・問合せ

介護保険の更新申請を

㈰（全６回） 時午後１時〜２時30
分 講元読売交響楽団バイオリン奏
者・立林勉氏 締４月28日㈫必着
……………………………………
所生涯学習センター 対区内在住・
在勤・在学で、18歳以上の方
人70人（抽選）
申往復はがきで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項を、〒116-0002
荒川区荒川３ -49- １生涯学習セン
ターへ☎（３８０２）２３３２

運転資金
普通
設備資金
融資
小規模企業資金
施設・設備近代化
事業承継支援
季節資金
特別
経営基盤強化
融資
小規模企業特別支援
環境保全対策融資
経営改善借換

融資
限度額

本人
負担
金利

2000万円
1.4%
2500万円
2000万円 0.6%
1500万円

資金使途
運転
設備
運転・設備・併用
設備
運転・設備・併用
運転

0.5%
500万円
1250万円
運転・設備・併用
500万円
0.6%
1500万円
設備
（一部運転適用）
3000万円
運転（借換）
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りょく
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か

あらかわ「緑
「緑・花」大賞の候補を募集
美しいガーデニングや緑のカーテン等の花と緑を表彰
します。

対

条

▲前回の大賞受賞「緑・花」

締 切 り
表

区内の住宅（戸建・共同住宅）や事業所、学校、
幼稚園等で作り育てられている花や緑
象
（例）庭、花壇、ハンギングバスケット、プランタ
ー、緑のカーテン等
▶自分の敷地または管理者の許可を受けている
件 ▶過去３年以内に大賞を受賞していない

審査方法

彰 賞状と記念品の贈呈

応募方法

※自薦・他薦は問いません。詳細は、応募用紙・荒川区
ホームページをご覧ください

選考審査会が美しさやデザイン性等（緑のカーテ
ンは完成度、効果）を審査

９月18日㈮必着

区役所１階総合案内・北庁舎２階道
路公園課、各区民事務所等で配布す
る応募用紙に必要事項を記入し、持
参・郵送・電子メールで、〒1168501（住所不要）荒川区役所北庁
舎２階道路公園課緑化推進係へ
めdouro-kouen@city.arakawa.
tokyo.jp
※応募用紙は、荒川区ホームページから
もダウンロード可

申込み・問合せ 道路公園課緑化推進係 ☎内線２７５２

荒川公園

尾久の原公園シダレザクラのある風景
写真コンクール
平成

題

材 「尾久の原公園のシダレザクラ」をテーマにした情景写真

年最優秀作品

東京ケーブルネットワーク株
式会社ホームページ（http://
www.tcn-catv.co.jp/） で ご
覧になれます。
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応募用紙 区役所北庁舎２階道路公園課、各区民事務所、尾久の原公
の配布 園管理事務所（荒川区ホームページからもダウンロード可）
締

桜の開花状況を
ライブ配信

切 ５月29日㈮（必着）

４月中旬まで
期 間

持参・郵送で、応募用紙と写真（カラープリント四つ切り
または A ４サイズ）を、〒116-8501（住所不要）荒川区
応募方法
役所北庁舎２階道路公園課内尾久の原公園シダレザクラの
会事務局へ ☎内線２７５２

問合せ

区 民 住 宅 の入 居 者 を 募 集
区民住宅
所在地
規模
開設年
町屋五丁目住宅
町屋５ - ９ - ２
22階建て124戸
平成10年
※ほかに共益費月額１万円。空き住戸については、お問い合わせください

申込み
問合せ

世帯人数
所得の範囲
２人 227万6000円〜622万4000円
▶現に住宅を必要としている
３人 265万6000円〜660万4000円
▶現に同居または同居しようとする親族（婚約者を含む） ４人 303万6000円〜698万4000円

対 象

次のすべてに該当する方

※５人以上の世帯は、お問い合わせください
がいる
▶申込者本人が、成年者（20歳未満の既婚者を含む）である
▶所得（収入額から必要経費等を差し引いた額、同居親族に所得がある場合は合算）が上表の
金額の範囲内である
▶申込者本人と同居または同居しようとする親族が住民税、健康保険料を滞納していない
▶申込者本人と同居または同居しようとする親族が暴力団員でない
▶外国人の方は、日本国に永住する資格を持っている

はつらつ脳力アップ教室

６５歳からの認知症予防教室
期 間

５月〜10月（会場により５月〜９月）

使用料を減額します
▪子育て世帯とその親世帯が区内で近居になる場合
町屋五丁目住宅に居住する世帯で、子育て世帯
（同居の18歳未満の子どもがいる世帯）とその親世
帯が区内で近居になる場合に使用料を減額します。
▪子どもが３人以上いる世帯
申込者（同居の親族を含む）と同居する扶養親
族（子に限る）のうち、18歳未満の子どもが３
人以上いる世帯の使用料を減額します。
減額する額 ２万円（月額）

認知症予防に興味があるが、何から始めたらいいかわ
からない。そんな方に向けた認知症予防の「きっかけづ
くり」の教室です。
楽しみながら、仲間と一緒に取り組んでみませんか。

会 場

※週１回程度、全18回

南千住駅前ふれあい館
３階 洋室２・３

曜 日
火

初回日
５月26日㈫

区内在住で、要支援・要介護の
認定を受けていない、おおむね
65歳以上の方

峡田ふれあい館
２階 洋室１・２

※詳細は、お問い合わせください

町屋ふれあい館２階 洋室

費 用

各回300円

水

５月13日㈬

締切り

４月20日㈪

尾久ふれあい館
４階 レクホール
夕やけこやけふれあい館
４階 レクホール１・２

金

５月15日㈮

対 象

※最少開催人数５人。１人１会場に限る

申込み・問合せ 高齢者福祉課介護予防事業係

☎内線２６６６

広報課報道映像係
☎内線２１３５

来所・電話で、区役所北庁舎２階施設管理課
管理・住宅係へ ☎内線２８２４

使用料（月額）
11万1600円〜14万2900円

表

※配信は午前６時〜
午後９時

※一部㈭

木

５月14日㈭

時 間
午前９時45分〜
11時45分

定員（抽選）
25人

各20人

５月 ７日㈭
午後１時〜３時
午前９時45分〜
11時45分

各25人
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区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

令和２年度

特別区職員採用試験・選考日程等
採用区分

試験区分
事務

採用予定数

主な受験資格

特別区人事委員会では、令和
２年度特別区職員採用試験・選
考を下表のとおり実施します
（Ⅲ類・経験者の試験・選考区
分等は未定）。

申込期間

第１次試験日 最終合格発表日

906人程度

土木造園（土木）48人程度
土木造園（造園） ６人程度 日本国籍を有する方で、平成元年４月２日〜平成11年４月１日までに生
建築
50人程度 まれた方
機械

16人程度

電気

21人程度
社会福祉士もしくは児童指導員の資
国籍を問わず、平成３年４月２日〜平 格を有する方または保育士となる資
87人程度
格を有し都道府県知事の登録を受け
成11年４月１日までに生まれた方
ている方

福祉
Ⅰ類
【一般方式】
心理

26人程度

学校教育法に基づく大学（短期大学
国籍を問わず、昭和56年４月２日以
を除く）の心理学科を卒業した方ま
降に生まれた方
たはこれに相当する方

７月30日㈭…
技 術 系（ 土 木
造 園〈 土 木 〉
・
４月２日㈭まで
土
木
造
園
〈
造
（消印有効）
園〉
・建 築・機
※インターネッ
５月３日㈷ 械・電気）
トは４月６日
８月６日㈭…
㈪午後５時ま
技術系以外
で
（受信有効）

食品衛生監視員および環境衛生監視
衛生監視（衛生）33人程度 日本国籍を有する方で、平成３年４
月２日〜平成11年４月１日までに生 員の両資格を有する方
衛生監視（化学） ５人程度 まれた方
―――――
保健師

78人程度

国籍を問わず、昭和56年４月２日〜
保健師の免許を有する方
平成11年４月１日までに生まれた方

Ⅰ類【土木・ 土木造園（土木） ８人程度 日本国籍を有する方で、平成元年４月２日〜平成11年４月１日までに生
建築新方式】 建築
６人程度 まれた方
事務、土木造園（土木）
、
土木造園（造園）
、建築、平成11年４月２日〜平成15年４月１日までに生まれた方
機械、電気

Ⅲ類

障害者（Ⅲ類）事務

経験者

７月30日㈭

９月13日㈰

平成元年４月２日〜平成15年４月１日までに生まれた方

事務
土木造園（土木）
土木造園（造園） １級職
建築
機械
電気
福祉
２級職
児童福祉
（主任）
児童指導
児童心理
児童福祉
児童指導
児童心理

昭和36年４月２日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従事歴
６月25日㈭〜
が直近10年中４年以上ある方
７月14日㈫
※インターネッ
11月20日㈮
ト は ７ 月16
日㈭まで
９月６日㈰
昭和36年４月２日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従事歴
が直近14年中８年以上ある方

３級職 昭和36年４月２日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従事歴
（係長級） が直近18年中12年以上ある方

ジ

ョ

ブ

試験案内の配布

区役所１階総合案内・４階職員課、各区民事務所、ＪＯＢコーナー町屋、特別区人事委員会事務局任用課

申込み・問合せ

〒102-0072千代田区飯田橋３ - ５ - １特別区人事委員会事務局任用課
ほ http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

問

職員課人事係 ☎内線２２３３

合

せ

☎（５２１０）９７８７

※各試験の詳細は、特別区人事委員会ホームページをご覧ください

広

告

広告内容の問い合わせは各事業所へ
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診療時間

小児科の平日準夜間・休日診療

休日診療当番医

▶㈪〜㈮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

場所・問合せ

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

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
医療機関名
陳内科クリニック
日暮里医院
磯医院
女性とこころのクリニック
小島医院
小堀クリニック
高橋医院
おいぬま内科
茂澤メディカルクリニック
さいとうクリニック
いがらしクリニック
白十字診療所

所在地
電 話
町屋１−１−９
（３８００）２７００
東日暮里６−６０−４ （３８０６）０３４５
南千住１−５６−１０ （３８０７）８１７１
町屋１−１−９
（５８５５）１２３３
西尾久２−３５−１
（３８９３）７３５５
西日暮里５−１１−８ （３８０５）８１８１
町屋３−２−１０
（３８１０）５６６５
西日暮里１−５２−１ （３８０７）０３２８
南千住３−４−１
（３８９１）１９５１
町屋２−６−１４
（３８９２）３１２５
西尾久１−３２−１６ （３８００）９６２９
西日暮里２−１９−１０ （３８０２）３９１１

期 日
３月22日㈰
３月29日㈰
問合せ

医療機関名
カネシマ歯科
イーストヒル歯科

所
所在地
荒川３−６１−４
荒川７−２０−１

●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＞

電 話
（３８０３）０７００
（３８０３）７４３１

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

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

日曜日柔道整復施術
期 日
３月22日㈰
３月29日㈰

［施術時間］▶午前９時〜午後１時 ▶午後３時〜午後７時

施術所名
みずき通り接骨院
浅川接骨院

所在地
電 話
西尾久３−２０−８
（５６９２）５４５５
西日暮里３−１７−１１ （３８２２）４９７０

「清里高原ロッジ・少年自然の家」
自然豊かな高原で、憩いのひとときをお過ごしください。

施設概要

販売価格 8000円

店

（防犯登録手数料を含む）
※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

内

販売台数 １店２台程度

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

問合せ

吉村モータース

荒 川 ２ −47− ７ （３８０３）５４５４

荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
ふ（３８０２）３８３１

内田輪業

荒 川 ３ −32− ９ （３８０６）４７５１

講

持

持ち物

４月29日 祝 〜令和３年２月７日

販売店 下表参照

人

講師

を利用してみませんか

期 日 ３月25日㈬

対

内容

リサイクル自転車を販売します

令和２年度

開設期間

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

定員

科目
内
内・小
内・小
婦
内
内
内
内
内
内
内・小
内・婦

時

対象

昼夜
○
○
○ ○
○
３月22日㈰
○ ○
○
○
３月28日㈯
○
○ ○
○
３月29日㈰
○ ○
○

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

象

会場・場所

▶夜…午後５時〜午後９時

期 日

対

日

※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

３月21日㈯

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

時間

荒川区医師会
こどもクリニック

☎０１２０（５３６）８８３

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24

7

サイクルショップアライ 町 屋 ３ − １ −14 （３８９５）４３０９

ふれ あ い 館の催 し

ヒ

▲りんご狩り

利用料金（１泊２日・２食）
▶15歳以上…5000円 ▶４〜14歳…3000円
※社会教育関係団体等…▶15歳以上…4400円
▶４〜14歳…2700円

プ

ホ

ッ

プ

電話・施設予約システムで
予約開始時期
利用日の２か月前から
費用の記載がないものは無料です

▲八ヶ岳と東沢大橋

イベント情報
◆コーチング勉強会「話し上手より
聴き上手になろう」
日４月１日㈬ 時午後７時30分
〜９時30分 所日暮里サニーホ

ール 人20人（申込順） ￥700
円 申コーチングスポット・森戸
☎（３８９５）５３５３
め a.morito@kra.biglobe.ne.jp
※午前８時〜午後８時

問

電子メールアドレス

※30人以上の予約は、利用日の３か
月前から
※施設予約システムは、利用人数に
関わらず２か月前から
※７月21日㈫〜８月31日㈪の利用
は、予約方法が一部異なります。
詳細は、後日区報等でお知らせし
ます

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。

申

問い合わせ先

予約方法

ッ

㈯（全９回） 時▶午前９時30
分〜10時30分 ▶午前10時45
分〜11時45分 対20歳以上の
方 人 各16人（ 抽 選 ） 締 ３
月31日㈫必着 申往復はがき
で、 講 座 名・ 住 所・ 氏 名（ ふ
りがな）・電話番号・年齢・希
望時間帯（返信面に住所・氏名
も）を、〒116-0002荒川区荒
川７ - ６ - ８荒川山吹ふれあい
館へ

申込方法
︵申込先︶

※いずれも食堂、浴室、トイレ等の
共用設備があります

東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆成人ＨＩＰＨＯＰ教室
日 ５ 月12日 〜 ７ 月14日 の ㈫
（ 全10回 ） 時 午 後 ８ 時15分
〜９時15分 対18歳以上の方
人25人（申込順） ￥500円
荒川山吹ふれあい館
☎（３８０５）２８６０
◆ヨガ教室
日 ５月２日〜８月22日の隔週

締

締め切り

申込期間の指定がない申込順の事業は、３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

費用

￥

▶清里高原ロッジ
宿泊室（和室12畳５室、９
畳 ベ ッ ド 付 １ 室 ）、 研 修 室
（55㎡）
▶清里高原少年自然の家
宿泊室
（ 和 室24.5畳10室 ）、
リーダー室
（和室10畳２室、
８畳２室）
、体育館
（バドミン
トンコート３面分）

宿泊者向けイベント
※10月以降のイベントについては、後日区報や荒川区ホームページ等でお知
らせします

日 程

内 容

５・６月

乳搾り体験とバター作り

７〜９月

果物・野菜収穫体験、大門ダム見学ツアー

申 込 み
問 合 せ

※ソフトクリームを配布

清里高原ロッジ・少年自然の家
☎０５５１（４８）２２９６

砂田厚美氏が文部科学大臣表彰を受賞
２月14日、砂田厚美荒川区少年団
体指導者連絡会書記が、長年にわた
り子ども会活動の活性化に努め、少
年団体のリーダーとして貢献したと
して、文部科学大臣表彰（社会教育
功労者）を受賞しました。
２月21日に西川区長を訪問し、受
賞を報告しました。

▲ 左から砂田厚美氏、西川区長

HP

ホームページアドレス

宿泊予約と一緒に申し込んでください。
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新型コロナウイルス感染症を予防しましょう
※３月11日現在の情報。状況が変化しているため、最新の情報をご確認ください

風邪や季節性インフルエンザ対策と同じように、手洗いや
咳エチケット等の対策が重要です。

予防ポイント
手洗いをしましょう
流水と石けんで手洗いを頻繁に行いましょう。特に外出後は、口・
鼻・目等に触る前に手洗いを徹底しましょう。
手のひら、手の甲、指先・爪の間、指の間、親指、手首をこすり洗い
して10秒以上水でよく洗い流しましょう。手洗い後は、清潔なタオル
等でよく拭きましょう。
また、アルコール消毒も有効です。

問合せ 保健予防課感染症予防係 ☎内線４３０

新型コロナウイルスとは
コロナウイルスは、人や動物の間で広く感染症を引き起こす
ウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで６種
類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことが
ある SARS-CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と
MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染
しても通常の風邪等の重度でない症状にとどまるとされていま
す。
令和元年12月以降、新型コロナウイルス（SARS-CoV- ２）に
関連した肺炎患者が発生しており、現在、日本を含む世界各地で
も患者が報告され、国内では、２月１日より新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）が指定感染症に指定されています。
サ

マ

ー

ー

ズ

ズ

コ

ビ

ッ

手の甲

指先・爪の間

指の間

ド

咳エチケットをしましょう
▶せきやくしゃみをする場合は、口・鼻をマスクやティッシュ等で覆い
ましょう。使用したティッシュはすぐに捨てましょう
▶せき等の症状がある場合は周りへの感染を予防するため、サージカル
マスク（不織布マスク）を着用しましょう
▶マスクをしていないときのせきやくしゃみは手ではなく、袖や上着の
内側で覆いましょう。手で覆ったときは、手に付着したウイルス等を
広げないように手を洗いましょう

飛まつ感染
感染者の飛まつ（くしゃみ・せき・唾等）と一緒にウイルス
が出され、未感染者がそのウイルスを口・鼻から吸い込んで感
染します。
※感染を注意すべき場所：お互いの距離が十分に確保できない屋内等で一
定時間を過ごす場合等

接触感染
感染者がくしゃみやせきを手で押さえた後、物に触れること
でウイルスが付きます。未感染者がウイルスのついた物に触れ
ることで、ウイルスが未感染者の手につき、その手で口・鼻・
目等に触れることで感染者に直接接触していなくても感染する
ことがあります。
※感染場所：電車やバスのつり革・ドアノブ・エスカレーターの手すり・
スイッチ等

マスクの着用

一般的な相談窓口

マスクをしていないときは…

次の症状がある方はご相談を

▶保健予防課感染症予防係
☎内線４３０

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続
けなければならない場合を含む）
強いだるさや息苦しさがある

※㈯・㈰・㈷等を除く。午前８時30分〜午後５時15分

▶東京都電話相談（コールセンター）
〇多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）による相談
☎（０５７０）５５０５７１ ※午前９時〜午後９時
〇聴覚障害のある方等の相談
ふ（５３８８）１３９６

※高齢者や基礎疾患等のある方は、上記が２日程度続く場合

▶保健予防課感染症予防係
☎（３８０２）４２４３ ※㈯・㈰・㈷等を除く。午前８時30分〜午後５時15分
▶都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎（５３２０）４５９２ ※午後５時〜翌朝午前９時。㈯・㈰・㈷は24時間

※あらかわ区報３月１日号８面・11日号４面にも中止のお知らせを掲載して
います。最新情報は、荒川区ホームページ（右記の二次元バーコード）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

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、区が実
施するイベント等を、下表のとおり中止します。
問合せ 広報課広報係 ☎内線２１３２
期日
（期間）

手首

外出する際は、人混みを避けましょう

感染経路

３月23日㈪

指先と手のひら
をねじり洗い

事業名

場 所

荒川区環境審議会

３月24日㈫〜31日㈫ タングラム展

問合せ

区役所４階庁議室

環境課環境計画係 ☎内線４８６

ムーブ町屋

ムーブ町屋 ☎（３８１９）７７６１

３月25日㈬

荒川区観光ボランティアガイドと行く
「桜めぐり
荒川自然公園等
と水処理場見学」

観光振興課観光振興係 ☎内線４６１

３月28日㈯

月イチギャラリートーク

荒川ふるさと文化館

荒川ふるさと文化館 ☎（３８０７）９２３４

３月31日㈫まで

荒川ばん座位体操
荒川老人福祉センター内イベント等

各会場

障害者福祉課相談支援係 ☎内線２６８５

ざ

い

荒川老人福祉センター 荒川老人福祉センター ☎（３８０２）１６６６

エ ク ス チ ェ ン ジ

４月12日㈰
４月29日㈷
４月30日㈭まで

xChange キッズ・ベビーのための子ども服交換会 あらかわエコセンター 環境課環境推進係 ☎内線４８２
第34回川の手荒川まつり
各ふれあい館内イベント等

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

６万4500部発行

（

（

〒116-8501

各ふれあい館

観光振興課観光振興係 ☎内線４６１
荒川区商店街連合会 ☎（３８０３）３００３
区民施設課施設支援係 ☎内線２５３４

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

発 行 荒川区
毎月１日・11日・21日

南千住野球場

第41回商業祭

荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

@arakawakukoho

☎（３８０２）３１１１

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

FAX（３８０２）
６２６２

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

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）

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

