
令和２年度 幼稚園・こども園の園児募集
対　　象 区内在住の３～５歳のお子さんと保護者
申込方法 11月５日㈫・６日㈬午後２時～４時に各区立幼稚園・汐入こども園で

園　　名 所　在　地 電話番号
南千住第二幼稚園 南千住８-２-１ （３８９１）５７０１
南千住第三幼稚園 南千住１-13-17 （３８０２）１９９２
町屋幼稚園 町屋８-19-12（第七峡田小内） （３８９５）３５７１
花の木幼稚園 荒川５-41-４ （３８９２）８２９２
尾久幼稚園 東尾久１-36-３ （３８９５）０６５０
尾久第二幼稚園 西尾久８-26-９（尾久第六小内） （３８００）１６５５
日暮里幼稚園
※預かり教育実施園 東日暮里６-49-21 （３８０７）１５１５

東日暮里幼稚園 東日暮里３-10-17（第三日暮里小内） （３８０１）１４３３
汐入こども園 南千住８-９-３（汐入東小内） （３８０１）７２８５
※各園の募集園児数・保育料等は、入園案内をご覧ください
※ 汐入こども園の長時間保育（０歳～５歳児）は、認可保育園の園児募集時に受け付けます

申込方法 11月１日㈮から、各私立幼
稚園等・認定こども園で

●私立幼稚園等
園　　名 所　在　地 電話番号

北豊島幼稚園 東尾久６-34-24 （３８９５）７０２８
真成幼稚園 東日暮里２-14-２ （３８９１）４３９５
道灌山幼稚園 西日暮里４-７-15 （３８２７）９２６９
友の季ひまわり幼稚園 町屋１-10-12 （６４５８）２１３９
黒川学園黒川幼稚舎 荒川７-７-10 （３８９１）１３３７
●認定こども園

園　　名 所　在　地 電話番号
ワタナベ学園 町屋２-15-５ （３８９２）２６０２
※ 各園で預かり保育（延長保育）を実施しています。詳細は、各園へお
問い合わせください

※新２号認定を受けた方は、預かり保育の無償化の対象です

私立幼稚園等・認定こども園

▶各区立幼稚園・汐入こども園
　…………学務課学事第一係 ☎内線３３３２
▶私立幼稚園等・認定こども園
　…子育て支援課管理調整係 ☎内線３８１２

問合せ　日暮里幼稚園では、夏休み等の長期休業中も含めて、在園児を対象に午
後６時までの預かり教育を実施しています。

預かり教育について

認可保育園・私立幼稚園等の給食費を補助します認可保育園・私立幼稚園等の給食費を補助します
問合せ

認可保育園・認定こども園………保育課保育管理係　☎内線３８２８
私立幼稚園…………………子育て支援課管理調整係 ☎内線３８１２
汐入こども園………………………学務課学事第一係 ☎内線３３３２

　10月１日より、幼児教育・保育の無償化に伴い給食費が下記のよう
に変わります。給食費の負担を軽減するため、区の公費で補助します。
　詳細は、荒川区ホームページをご覧ください。

無料

園に支払う給食費に対し月額7500円まで区が補助

認可保育園・汐入こども園の３歳児以降のクラスを利用の方

私立幼稚園を利用の方

スポーツにチャレンジしようスポーツにチャレンジしよう

問合せ スポーツ振興課スポーツ事業係 ☎内線３３７４

あらかわ遊園スポーツハウス ☎（３８００）７３３３

10月14日㈷ スポーツ施設の一部無料開放 ※小学３年生以下の方は保護者同伴で

施設名 時　間 備　考

温水プール（２時間） 午前９時～午後８時30分午前９時～午後８時30分  おむつがとれていない おむつがとれていない
お子さんは不可お子さんは不可

施設名 時　間 備　考

トレーニングルーム（３時間） 午前９時～午後８時30分午前９時～午後８時30分
▶中学生以下は不可▶中学生以下は不可
▶室内用運動靴を持参▶室内用運動靴を持参

アリーナ（３時間） ▶室内用運動靴を持参▶室内用運動靴を持参

費　用 無料

持ち物 運動ができる服装、運動靴（室内で行う種目は室内用運動靴）
※ 参加種目の用具をお持ちの方は、持参してください

申込方法 当日各会場で受け付け※ 希望多数の場合は参加できないことがあります

10月13日㈰ スポーツ教室＆イベント　普段スポーツをしていない方や初心者でも気軽に参加できます。

種　目 時　間 会　場
◆区民ラジオ体操会 午前６時10分～６時40分午前６時10分～６時40分 荒川公園（区役所前）荒川公園（区役所前）

体力テスト
▶▶13日㈰… 午前９時～　13日㈰… 午前９時～　

11時30分11時30分
▶▶14日㈷… 午後２時～　     14日㈷… 午後２時～　     

４時30分４時30分
あらかわ遊園スポーツハウスあらかわ遊園スポーツハウス

◆ゲートボール 午前９時30分～午後２時午前９時30分～午後２時 東尾久運動場（小広場）東尾久運動場（小広場）
◆ソフトテニス 午後１時～５時午後１時～５時 東尾久運動場（テニスコート）東尾久運動場（テニスコート）
バドミントン教室 午後１時～３時午後１時～３時 首都大学東京荒川キャンパス首都大学東京荒川キャンパス

(東尾久７-２-10)(東尾久７-２-10)ビーチボール 午後３時～５時午後３時～５時
卓球 午後１時～３時午後１時～３時 あらかわ遊園スポーツハウスあらかわ遊園スポーツハウス
剣道 尾久小学校尾久小学校

種　目 時　間 会　場
◆軟式野球（小学生） 午後１時～３時30分午後１時～３時30分 南千住野球場南千住野球場

◆テニス（硬式） ①午後１時～３時①午後１時～３時
②午後３時～５時②午後３時～５時 荒川自然公園（テニスコート）荒川自然公園（テニスコート）

こども釣り教室
対象　小・中学生
定員 40人
※小雨決行
※釣りざおを貸し出します

①午後０時45分～①午後０時45分～
　　　１時45分　　　１時45分
②午後２時～３時②午後２時～３時
③午後３時15分～③午後３時15分～
　　　４時15分　　　４時15分

荒川公園（区役所前）荒川公園（区役所前）
受付時間…①は15分前から受付時間…①は15分前から
　　　　　②③は30分前から　　　　　②③は30分前から

ミニバスケットボー
ル教室（小学生） 午後１時～４時午後１時～４時

都立産業技術高等専門学校都立産業技術高等専門学校
荒川キャンパス荒川キャンパス
（南千住８-17-１）（南千住８-17-１）

※◆の教室・イベントは、雨天の場合に中止になることがあります※◆の教室・イベントは、雨天の場合に中止になることがあります

体 育 の 日

午前９時30分～11時午前９時30分～11時時　間 サンパール荒川大ホールサンパール荒川大ホール会　場

各区立幼稚園・汐入こども園

ボッチャ教室ボッチャ教室を開催します
 期　日 10月13日㈰
会　場 首都大学東京荒川キャンパス

時　間 午前９時～正午

●●●●●●●●●荒川区民体育大会開会式

入園案内等の配布 ㈪～㈮の午後２時～４時に各区立幼稚園・汐入こども園へ
※㈷等を除く
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人
口

日本人
男 98,365人

前
月
比

－25 
前
年
同
月
比

330 
女 99,327人 －34 534 
計 197,692人 －59 864 

外国人
男 9,203人 －86 －3 
女 9,964人 －42 282 
計 19,167人 －128 279 

総人口 216,859人 －187 1,143 

世
帯

日本人のみ
の世帯 103,360世帯

前
月
比

－29 
前
年
同
月
比

1,160 
外国人のみ
の世帯 11,281世帯 －162 139 
日本人と
外国人の
混合世帯

2,354世帯 4 29 

総世帯 116,995世帯 －187 1,328 

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）


