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冷蔵庫は食材の備蓄庫
冷蔵庫
備蓄庫

日常備蓄 をしましょう
首都直下地震等の発生によりライフラインや物流が止まった場
合、食糧の確保が困難になります。
在宅避難ができる場合、普段使用している食料・生活用品を少し
多めに備える「日常備蓄」が重要です。「普段使用していないもの
を用意する特別な準備」と比べて、管理・継続がより簡単です。
災害がくるそのときのために、日ごろから備えましょう。
［問合せ］防災課防災事業係 ☎内線４１８
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令和元年６月︑山形県沖
を震源とする震度６強を観
測した大きな地震が発生し
ました︒この地震で被害に
遭われた方に︑心よりお見
舞い申し上げます︒
﹁首都直下地震﹂は 年
以内に ％の確率で発生す
ると言われています︒
いつ発生するかわからな
い災害から身を守るために
は︑自分の身は自分で守る
﹁自助﹂が必要です︒
首都直下地震が発生した
場合︑電気・ガス等のライ
フラインや物資の供給が止
まり︑食料や生活用品等の
確保が困難になる可能性が
あります︒また︑過去の震
災等の避難所では﹁支援物
資が行き渡らない﹂︑﹁トイ
レが使えない﹂等の問題も
ありました︒
これらの問題から︑家が
無事で︑地域に危険がない
場 合 は︑ 自 宅 に と ど ま る
﹁在宅避難﹂を行うととも
に︑自宅で生活する上で必
要な食料品や生活用品の備
蓄を行うことが重要です︒
区では︑家具転倒・落下
防止器具の設置・購入費の
助成等により︑区民の皆様
の在宅避難を支援するとと
もに︑７日分の飲料水や食
料︑携帯トイレの備蓄を推
奨しています︒各家庭で︑
命と財産を守るための備え
を進めていただくようお願
いいたします︒
今後も︑災害で一人の犠
牲者も出さないまちを目指
して防災対策を推進して参
り ま す の で︑ 皆 様 の ご 理
解・ご協力をお願いいたし
ます︒

▶日ごろの備えを万全に
70

30

荒川区長
に し か わ

た い い ち ろ う

西川 太一郎

〜区政は区民を幸せにするシステム〜

2

No.1663 令和元年（2019年）９月１日号

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

災害がくるそのときのために、
日ごろから備え
備えましょう
［申込み・問合せ］指定があるもの以外は防災課防災事業係 ☎内線４１８

備えよう

日常備蓄（ローリングストック法）

付けよう
家具・家電等の転倒防止器具

感震ブレーカー（電気を自動的に止める器具）

家具等が倒れ、けがをすることや避難の妨げになる
ことを防ぐためには、家具類を転倒・落下防止器具で
固定することが効果的です。区では、家具類の転倒・
落下防止器具等の助成を行っています。
（突っ張り棒）
▶Ｌ字金具（上向き取り付け） ▶ ポール式器具

地震発生時の「通電火災※」を防ぐためには、強い揺れを感
知した際にブレーカーを落とし、電気を自動的に止める「感震
ブレーカー」等の設置が効果的です。

食料３食分、

［対 象］

▶ 粘着シート（マット式）

※簡易型以外の感震ブレーカーの取り付け工事や無料配付対象世帯以外の方に
は、費用の一部を助成しています

▶ ストッパー式

防災ベッド

主菜（肉、野菜等）

地震で住宅が倒壊しても睡眠スペースを守ってくれる装置です。設置
工事費の助成を行っています（限度額50万円〈設置費の９／10〉）。
［申込み・問合せ］防災街づくり推進課防災街づくり係 ☎内線２８２６

ダウンロードしよう
菓子類（チョコレート等）

レトルト食品
缶詰

確認しよう
14：01

栄養補助食品

荒川区防災アプリ

家族との連絡方法の確認

スマートフォン等で避難場所等を確認できる「荒川区防災アプリ」をダウ
ンロードし、災害時に活用しましょう。

家族との待ち合わせ場所や避難方法、ま
た、 大 規 模 災 害 発 生 時 に NTT が 開 設 す る
「災害用伝言ダイヤル」( 番号１７１ )・各携
帯電話会社が設置する災害用伝言板のアクセ
ス方法等を、事前に確認しましょう。

▶ ダウンロードの方法
アップ

醬油

米

ティッシュペーパー
トイレットペーパー
ウェットティッシュ
生理用品

調味料（しょうゆ、塩等）

野菜ジュース

しお

水（飲料水、調理用等）

氷は溶かして飲料水
として活用できます
主食（無洗米、麺等）

冷凍したパン・ご飯・野菜等は
自然解凍により食べることもできます

□ 粉ミルク・液体ミルク
□ 離乳食
□ おしり拭き

□ おむつ
□ おかゆ等の柔らかな食品・高齢者用食品

□ 補聴器用電池
□ 入れ歯洗浄剤

※リストは一例です。お子さんの月齢や家庭の状況に合わせて備えましょう

10月の日曜開庁日を 令和元年度荒川区議会定例会・
９月会議 が開かれます
一部変更します
開庁日 10月６日・27日の㈰
時 間 午前９時〜正午
場 所 区役所本庁舎１・２階、南千住区民事務所

プレイ

荒川区防災地図
▲ iOS 用

ア ン ド ロ イ ド

▲ Android 用

▲トップ画面イメージ

参加しよう
避難所開設・運営訓練
町会・自治会ごとに指定した区立小・中学校等の会場で、避難所開
設・運営訓練を行います。

令和元年度荒川区議会定例会・９月会議は、９
月９日㈪〜10月11日㈮の会議期間で開かれる予
定です。
この９月会議では、区政全般にわたり、議員か
ら区長等に対して一般質問が行われるほか、条例
等の議案と平成30年度決算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
ＣＡＴＶマイチャンネルあら
か わ（ 地 デ ジ11c h） で、「 決
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

避難所運営組織の役割・行動確認
避難者カードを活用した避難訓練
避難所（備蓄倉庫や体育館等）の見学
災害用資器材の取り扱い訓練
炊き出し訓練（炊き出しに必要な資器材の取り扱い、備蓄食料の調理や試食）

10月１日から

防災センター２階防災課
区役所１階総合受付・４階広報課
各区民事務所
※荒川区ホームページからもダウンロード可

年金生活者支援給付金制度 がはじまります

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給さ
れるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。詳細は、厚生労働省ホームページ（右下の二次元バーコード）をご覧ください。
◆老齢基礎年金を受給している方
次の要件をすべて満たす方
▶65歳以上
▶世帯全員が特別区民税・都民税非課税
▶年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
◆障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
▶前年の所得額が約462万円以下

届出・相談・問合せ
問合せ 議会事務局企画調査係 ☎内線３６１６

地震発生時
の一時集合場
所や広域避難
場 所、 避 難 所
等を記載して
います。
日ごろから
この地図を活
用して、避難方法等を確認しましょう。

▶ 配布場所

▶ 訓練の内容

請求手続き

※11月以降は、通常どおり第２・４㈰に開庁します

グーグル

※ダウンロードは無料です（通信料は本人負担）
※ダウンロード済みの方は、アップデートしてください

対象となる方

区役所本庁舎のレイアウト変更工事に伴い、開庁
日を10月13日㈰から６日㈰に変更します。
詳細は、荒川区ホームページをご覧ください。

ストア

App Store、Google Play から「荒川区
防災アプリ」で検索
二次元バーコード（右）を読み込む

※各避難所訓練の日程は、天候等の状況等により、変更となる場合がありますので、
荒川区ホームページで確認してください

▶子ども・高齢者はこちらも備えましょう

問合せ 総務企画課企画係 ☎内線２１１８

65歳以上のみの世帯
世帯全員が特別区民税・都民税非課税
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方、または要介護４以上の認定を受けてい
る方がいる世帯

テレビ底面

ઃ࠘ἚỶἾ

携帯トイレは水なしで
使えて、
可燃ごみとして
捨てることもできます

入

65歳以上のみの世帯に対して、安全な調理器を購入した際の費用の助成を行ってい
ます。令和２年３月31日までに申請してください（限度額２万円〈購入費の１／２〉）。
［申込み・問合せ］高齢者福祉課高齢者福祉係 ☎内線２６７５

食品用ラップフィルムは食器に
敷くと、洗い物を減らせます
カセットコンロは
冷蔵・冷凍庫の食材や
非常食を調理できます

入

下記のいずれかに該当する方に、簡易型感震ブレーカーと自動点灯ライトを無料で
配付します。防災課・各区民事務所で申請を受け付けています。

カセットコンロ・ガスボンベ
懐中電灯
携帯トイレ
ラジオ

ププ
ラッ
ラップ
ラップ

入

IH 調理器・Si センサー付きガスコンロ

持病の薬・常備薬
使い捨てカイロ
ライター
乾電池
ゴミ袋・大型ビニール袋
食品用ラップフィルム

ᘥ
ắỚ

携帯トイレ５回分

入
入

※通電火災とは、大規模地震等によって停電とともに、電気ストーブ等の
家電製品が移動等した後、可燃物に触れた状態で電気が復旧した際等に
発生する火災です

備蓄量の目安（大人１人、１日あたり）

飲料水３ℓ、
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◀自動点灯ライト

冷蔵・冷凍庫の食材が日常備蓄になります

首都直下地震等に備えて７日分の食料等を備蓄しましょう。普段から食
料等を少し多めに購入し、日常的に消費しながら保存していく「日常備蓄
（ローリングストック法）」が効果的です。いざという時、冷蔵・冷凍庫
の食材から食べ始めると数日間は過ごせます。この方法なら、普段はあま
り食べないもの（乾パン等）を特別に準備する必要がありません。

No.1663 令和元年（2019年）９月１日号

▶平成31年４月１日以前から年金を受給している方
日本年金機構が請求手続きの案内を９月上旬から順次送付します。
同封の「年金生活者支援給付金請求書（はがき）」に記入のうえ、提
出してください。
▶平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて、荒川年金事務所または国保年金課で請
求手続きをしてください。

▶日本年金機構給付金専用ダイヤル ☎０５７０（０５）４０９２（ナビダイヤル） ※050から始まる電話からは、☎（５５３９）２２１６
▶荒川年金事務所 ☎（３８００）９１５１ ▶国保年金課国民年金係（区役所１階） ☎内線２４１３
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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

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
ゆいの森あらかわが休館
日10月７日㈪〜11日㈮ 内特別整
理 問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９

内

日９月２日㈪ 所南千住１ -10- １
※併設の高齢者みまもりステーショ
ンも移転します 問高齢者福祉課地
域包括支援係☎内線２６７４

定員

人

南千住西部地域包括支援セ
ンターが移転

内容

住民税申告受付窓口を開設
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

日９月11日㈬〜13日㈮ 時午前８
時30分〜午後５時15分 持▶申告
書 ▶印鑑 ▶個人番号確認書類
▶本人確認書類 ▶平成30年中の
収入金額がわかるもの（源泉徴収
票、支払者の証明書等） ▶平成30
年中に支払った国民年金保険料、生
命保険料、地震保険料等の領収書・
証明書等、医療費控除の明細書
※収入がなかった方も、非課税証明
書等が必要な方は申告してください
所・問税務課課税係（区役所２階）
☎内線２３１６

区民保養所予約受付開始日
◆ホテルグリーンパール那須
利用期間 令和２年３月１日㈰〜31日
㈫ 所栃木県那須郡那須町湯本213
申▶電話…９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…９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
利用期間 12月１日㈰〜令和２年１月
３日㈮ 所静岡県熱海市熱海1993250 申９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
……………………………………
問区民施設課施設計画係
☎内線２５３２

荒川区自殺対策計画（素案）
への意見を募集
素案の閲覧 区役所１階障害者福祉課・
地下１階情報提供コーナー、荒川区
ホームページ 締９月17日㈫必着
意見の提出 持参・郵送・ファクス・
電子メールで、４面上段を参照し①
〜④の記入事項と⑤素案への意見を
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所１階障害者福祉課こころの健康推
進係へ☎内線２３７８
ふ（３８０２）０８１９
め syouhuku@city.arakawa.
tokyo.jp

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９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９月18日㈬ 時午後１時30分〜
３時
◆弁護士による権利擁護相談
日９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

子育て・教育
就学援助「入学準備金」を
小学校入学前に支給
就学援助のうち「入学準備金」を
入学前の２月末に支給します。
詳細は、９月中旬に送付予定の
「学校案内」に同封する申請書・案
内書をご覧ください。
対令和２年度に小学生になるお子さ
んの保護者（所得制限あり） 締10
月31日㈭
申郵送で、申請書を返送用封筒に入
れ、〒116-8501（住所不要）荒川
区役所３階学務課学事第二係へ
☎内線３３３８

キッズクーポンを配付
対４月１日現在、区内で満２歳以下
のお子さんを在宅で養育する保護者
（保育園・認証保育所・保育ママ等
の利用者、４月２日以降の出生・転
入者を除く） 内・ 配付方法 ▶０・１
歳児…絵本交換券（郵送） ▶２歳
児…こども商品券（民生委員・児童
委員等による家庭訪問、９月上旬に
案内を送付）
問子育て支援課管理調整係
☎内線３８１２

夏休み理科作品展
日９月12日㈭〜17日㈫ 時午前９
時〜午後４時30分（17日は正午ま
で） 内区立小学校在学の児童が制
作した理科に関する作品の展示
所・問教育センター
☎（３８０２）５７２０

高齢者
荒川老人福祉センターの催し
◆スマートフォン・タブレット相談
室
日９月24日㈫ 時午後１時〜２時
30分（受け付けは午後０時50分ま
で） 人24人（当日の先着順）
内基本操作に関する質問や相談
持インターネット接続が可能な状態
の端末機器、筆記用具
◆おりがみ講座
日10月８日㈫ 時午前10時〜11時
30分 人20人（ 抽 選 ） 内 小 物 入
れ ￥300円 締９月７日㈯必着
……………………………………
所荒川老人福祉センター 対区内在

住で60歳以上の方
申往復はがき・ファクス・電子メー
ルで、４面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤年齢⑥ファクス番号を、
〒116-0002荒 川 区 荒 川 １ -34- ６
荒川老人福祉センターへ
☎（３８０２）１６６６
ふ（３８０２）１６８３
め starts-from60@arakawashakyo.or.jp

いきいきボランティア
ポイント制度説明会
区が指定する介護・子育て支援施
設等でボランティア活動を行うと、
現金に交換できるポイントがたまる
制度の説明会です。
日９月27日㈮ 時午前10時〜正午
所区役所３階305会議室 対区内在
住で、65歳以上の方 人30人（申
込順） 締９月26日㈭
申介護保険課介護給付係
☎内線２４３２

介護
介護者教室「感染症予防」
日９月20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９月２日㈪〜20日㈮に東日暮里
在宅高齢者通所サービスセンターへ
☎（３８０５）６１２１

障がいのある方
都内各重症心身障がい児（者）
通所施設の通所者を募集
日令和２年４月１日以降 対重症心
身障がい児（者） 人若干名（選考）
内児童発達支援、生活介護
申９月２日㈪〜27日㈮に障害者福
祉課相談支援係へ ☎内線２６８５

障がいのある当事者（ピア
カウンセラー）による相談
日９月14日㈯ 時午前10時〜午後
３時 所荒川たんぽぽセンター
内視覚障がい者、聴覚障がい者、肢
体不自由者による相談
申９月２日㈪から来所・電話・ファ
クスで、荒川たんぽぽセンターへ
☎・ふ（３８０７）８４８３

視覚障がい者向け料理教室
日９月23日㈷ 時午前10時〜午後
１時 所アクロスあらかわ 対区内
在住・在勤・在学の18歳以上で、
視覚に障がいのある方 人４人（抽
選） ￥500円 締９月17日㈫
申来館・電話・ファクス・電子メー
ルで、４面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤年齢⑥障がいの程度（等
級）を、アクロスあらかわへ
☎（３８０３）６２２１
ふ（３８０３）６２２２
め across@arakawa-shakyo.or.jp

障がい者向け水泳教室
日10月12日 〜11月16日 の ㈯（ 全
６回） 時午前９時30分〜10時30
分 所あらかわ遊園スポーツハウス
２階温水プール 対次のすべてを満
たす方 ▶小学生以上 ▶知的障が
いがある ▶介助者同伴で、着替え
等ができる 人15人（申込順）
持水着・スイムキャップ等
￥5700円（中学生以下は4710円）
申９月２日㈪（区外の方は３日㈫）
からあらかわ遊園スポーツハウスへ
☎（３８００）７３３３

産業・経営支援
販路開拓セミナー
日９月11日㈬ 時午後６時30分〜
８時30分 所ホテルラングウッド
５階「光」（東日暮里５ -50- ５）
対経営者等 人50人（申込順）
内効果的なマスメディア戦略 講わ
たべ経営支援事務所代表・渡部和義
氏
申経営支援課経営支援係
☎内線４５９

仕事・人材募集
見てみよう
〜モノづくり現場見学会
日９月５日㈭ 時午後１時〜４時
30分 所株式会社トネ製作所（町
屋８ -13- ６）、株式会社日興エボナ
イト製造所（荒川１ -38- ６）
対35歳以下の求職中の方 人10人
（申込順）
申日暮里わかものハローワークへ
☎（５８５０）８６０９

若者向けセミナー「ネガポ
ジ流自己分析 未来ワー
ク」
日９月10日㈫ 時午後２時30分〜
４時30分 所ムーブ町屋３階ムー
ブホール 対34歳以下の求職中の
方 人50人（申込順） 内グループ
ワーク中心の講演会 講ＮＰＯ法人
若者就職支援協会創業者・黒沢一樹
氏・立岡伸子氏
申日暮里わかものハローワークへ
☎（５８５０）８６０９

マンスリー就職面接会
日９月18日㈬ 時▶企業説明会…
午後１時30分〜２時15分 ▶就職
面接会…午後２時15分〜４時（受
け付けは午後１時〜３時30分）
※参加企業は２週間程度前に下記ホ
ームページに掲載 所東京芸術セン
ター21階天空劇場（足立区千住１ ４ - １） 持履歴書・職務経歴書
問ハローワーク足立事業所第二部門
☎（３８７０）８６１７
ほ https://jsite.mhlw.go.jp/
tokyo-hellowork/list/adachi.
html
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民生委員 ９月12日㈭まで
配付期間 ※不在の方は、９月27日㈮〜10月31日㈭に区役所２階高齢者福祉課で配付します

９月１日現在、区内在住の次のいずれかの方
白寿を迎える方（大正10年生まれ）
対
象
米寿を迎える方（昭和７年生まれ）
喜寿を迎える方（昭和18年生まれ）
問 合 せ 高齢者福祉課高齢者福祉係 ☎内線２６７７

２万円分
１万円分
3000円分

締

申

問

日 ９月16日㈷

所 各銭湯150人（当日の先着順）
東京都公衆浴場業生活衛生同
主
催
業組合荒川支部
問 合 せ 産業振興課商業振興係 ☎内線４６８
場

消費生活センター 高齢者被害特別相談
高齢者被害防止キャンペーン事業の一環として
「特別相談」を実施します。
９月９日㈪〜11日㈬午前８時30分〜午
日
時
後４時30分（正午〜午後１時を除く）
専用電話 ☎（５６０４）７０５５

HP

ホームページアドレス

100歳を超えた方（大正８年１月１日以前に生まれた方）に、「長寿者敬老祝金
（１万円）」を、今年満100歳を迎える方（大正８年１月２日〜大正９年１月１日
に生まれた方）に、「長寿者敬老祝金（５万円）」を贈呈します。
数え年で白寿・米寿・喜寿を迎える方には、民生委員がご自宅を訪問し、「区内
共通お買い物券」を贈呈します。

￥

電子メールアドレス

区内の銭湯で入浴した方に飲み物を差し上げま
す。 ※詳細は、各銭湯にご確認ください

敬老のお祝い品を贈呈します

持

６面へ続く

あらかわ銭湯 入浴感謝デー

９月16日㈷は 敬老の日

講

問い合わせ先

日９月21日㈯（雨天中止） 時午前
９時30分〜11時（受け付けは午前

日９月27日㈮ 時午後２時〜４時
所日暮里サニーホール４階コンサー
トサロン 対気管支ぜんそく・慢性
気管支炎等呼吸器疾患の方・家族等
人60人（申込順） 講声楽家・山﨑
浩氏
申９月２日㈪から来所・電話で、区
役所北庁舎１階生活衛生課公害保健
係へ☎内線４２４

内

申込方法︵申込先︶

自転車安全利用講習会

ぜんそく音楽教室

人

締め切り

日▶初級クラス…９月20日〜10月
11日の㈮（予備日は10月18日㈮）
▶初中級・中級クラス…９月18日
〜10月９日の㈬（予備日は10月16

◆電気炉を使ったガラスの置き物
日10月２日・30日の㈬ 人各８人
◆ガラス棒を加熱して作るとんぼ玉
日10月９日・23日の㈬ 対小学５
年生以上の方 人各６人
◆着物のリサイクル〜羽織で作るロ
ングベスト
日10月10日・17日の㈭（全２回）
人12人 持羽織１枚、裁縫用具
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー（ブローチ・マグネット等）
日10月16日㈬ 人８人
……………………………………
※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、10月16日㈬・23
日㈬のみで、各開催日の10日前ま

対

費用

秋季硬式テニス教室

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室

所

持ち物

スポーツ

◆特設展示
日・所▶９月５日㈭まで…区役所１
階ロビー ▶９月10日㈫〜10月１
日㈫…日暮里図書館 ▶９月14日
㈯〜10月５日㈯…尾久図書館
▶10月17日㈭〜31日㈭…ゆいの森
あらかわ ▶９月26日㈭〜10月18
日㈮…首都大学東京荒川キャンパス
（東尾久７ - ２ -10）
◆ゲートキーパー研修
日11月１日㈮ 時午後２時〜５時
所区役所北庁舎１階101会議室
対区内在住・在勤の方 人70人（申
込順） 講ＮＰＯ法人ライフリンク
代表・清水康之氏、ＮＰＯ法人全国
自死遺族総合支援センター代表・
杉本脩子氏 申９月２日㈪から来
所・電話・ファクスで、４面上段
を参照し①〜④の記入事項を、区
役所１階障害者福祉課こころの健
康推進係へ☎内線２３７８
ふ（３８０２）０８１９

時

講師

日・ 時・ 所 ▶10月 ９ 日 ㈬ 〜11日
㈮・15日㈫・16日㈬午後０時30分
〜４時30分…ムーブ町屋 ▶10月
17日㈭・18日㈮午後１時30分〜４
時…マザーズハローワーク日暮里
※全７回 対再就職を希望する子育
て中の女性 人10人（申込順）
託児 満１歳以上の未就学児（定員あ
り・申込順） 内ワード・エクセル
の基礎講習、応募書類の作成方法、
パーソナルカラー診断等
申９月２日㈪〜30日㈪に就労支援
課就労支援係へ☎内線４６６

９月は東京都の自殺対策強
化月間

日９月28日㈯・29日㈰ 時午前10
時〜午後４時 所太平洋美術会研
究所（西日暮里３ - ７ -29） 対区内
在住・在勤・在学で、15歳以上の
方（中学生は不可） 人20人（申込
順） 持スケッチブック、粘土ベラ
※汚れてもよい服装で ￥5000円
締９月20日㈮
申電話・ファクスで、４面上段を参
照し①〜④の記入事項を、一般社団
法人太平洋美術会へ
☎（３８２１）４１００
ふ（３８２１）７３１９

ル
日10月５日㈯・６日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内インターネッ
ト基本操作、情報の検索方法
￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
Ｆ２ 仕事に役立つワード１
日10月７日㈪〜11日㈮（全５回）
時午後７時〜９時 内文章作成、図
表挿入 ￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
Ｆ３ 写真加工とアルバム作成
日10月14日㈷ 時午前10時〜午後
５時 内パワーポイントでアルバム
作成 ￥2000円
※ワードの基本操作ができる方
Ｆ４ エクセル2016基礎
日10月19日㈯・20日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内数式と関数で
表計算 ￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
Ｆ５ 仕事に役立つワード２
日10月21日㈪〜25日㈮（全５回）
時午後７時〜９時 内差し込み印
刷、テンプレートの作成 ￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
Ｆ６ パワーポイント2016基礎
日10月26日㈯・27日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内基本操作、ス
ライド作成 ￥1700円
※パソコンの基本操作ができる方
……………………………………
※指定のテキストのある方は無料
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 各28人（ 抽 選 ） 締 ９ 月15日 ㈰
必着 申往復はがきで、４面上段を
参照し①〜④の記入事項と⑤希望す
る講習会番号を、〒116-0002荒川
区荒川３ -49- １生涯学習センター
へ☎（３８０２）２３３２

内容

子育て女性の
キャリアアップ講座

講座

テラコッタ教室

アンド

Ｆ１ かんたんインターネット＆ メー

定員

日10月１日㈫ 時午後１時〜３時
45分 所ムーブ町屋３階ムーブホ
ー ル 対55歳 以 上 の 就 職 活 動 中
（予定）の方 人40人（申込順）
内ライフプランニング、再就職の働
き方
申９月２日㈪〜30日㈪に予約専用
電話へ☎（５８４３）７６６５
問東京しごとセンター・シニアコー
ナー☎（５２１１）２３３５

日・時▶10月13日㈰…午前９時・
９ 時30分・10時・10時30分・11
時・11時30分 ▶10月14日 ㈷ …
午後２時・２時30分・３時・３時
30分・４時・４時30分 所あらか
わ遊園スポーツハウス 対15歳以
上の方（中学生は不可） 人各10人
（申込順） ※動きやすい服装で
申９月７日㈯（区外の方は８日㈰）
からあらかわ遊園スポーツハウスへ
☎（３８００）７３３３

日９月21日㈯ 時午後１時30分〜
４時40分 所サンパール荒川小ホ
ール 人40人（申込順） 内道徳の
必要性・社会での活かし方 講公益
財団法人モラロジー研究所生涯学習
講師・伴山安男氏 ￥1000円
締９月17日㈫
申電話・ファクス・下記ホームペー
ジで、４面上段を参照し①〜④の記
入事項を、荒川モラロジー事務所・
山本へ
☎（３８９３）４７８５
ふ（３８９３）４７８６
ほ http://arakawa.mctokyo.jp

10月ＩＴ講習会

日

対象

シニア生涯ワーキング
セミナー

あらかわ遊園スポーツハウス
「体育の日 体力測定」

モラロジー生涯学習セミナー

でに要予約 申９月２日㈪からあら
かわリサイクルセンターへ
☎（３８０５）９１７２

会場・場所

ジ

９時から） 所荒川自然公園交通園
※午前９時30分〜11時は交通園の
一部施設が一般利用できません
対区内在住・在勤・在学で、小学４
年生以上の方 人40人（当日の先
着順） 問生活安全課交通安全係
☎内線４８９

時間

勤務期間 10月 １ 日 〜 令 和 ２ 年 ３ 月
31日（勤務成績が良好な場合は更
新あり） 対案内業務に必要な能力
を有し、パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル等）ができる方 人１
人（選考） 内来庁者への庁舎・事
務事業の案内、本庁舎１階ロビーの
管理 報酬 17万2700円（月額）
募集要項・申込書の配布 区役所１階総合
案内、各区民事務所・図書館、ＪＯＢ
コーナー町屋で（荒川区ホームペー
ジからもダウンロード可） 締９月
５日㈭必着
申持参・郵送で、申込書・作文・
返 信 用 封 筒（82円 切 手 を 貼 り、
住 所・ 氏 名 を 記 入 ） を 同 封 し、
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所１階総合案内へ
問秘書課総合相談係☎内線２１６１

日㈬） ※全４回 時午後７時〜９
時 所荒川自然公園テニスコート
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
人各クラス12人（抽選） ￥5000
円 締９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
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
☎０８０（１２２４）２８１１
め tennisfukyu@au.com

期日
︵期間︶

総合相談員（非常勤職員）
を募集

5

6
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トワーク課へ
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
め jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

期日
︵期間︶

日

時間

時

６面「講座」の続き

催し

あらわ座〜ワークショップ・
実演「彫金の技で指輪作り」

対

日９月22日㈰ 時▶午前11時〜正
午 ▶午後１時30分〜２時30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４人（申
込順） 講荒川区伝統工芸技術保存
会会員・田村尚子氏 ￥500円
申９月１日㈰から荒川ふるさと文化
館へ☎（３８０７）９２３４

人

区民カレッジ
「長寿と画家〜巨匠たちが
晩年に描いたものとは」

会場・場所

所

対象
定員
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

絵画展「口と足で表現する
世界の芸術家たち」
日９月７日㈯・８日㈰ 時午前10
時〜午後５時30分 内手が不自由
なアーティストの作品展示・実演・
制作過程の映像上映
所・問三菱電機ビルテクノサービス
株式会社首都圏第一支社（荒川７
-19- １）☎（３８０３）７３０１

荒川区美術連盟
町屋日暮里支部展
日９月７日㈯〜11日㈬ 時午前10
時〜午後６時（11日㈬は午後５時
まで） 所町屋文化センター２階ふ
れあい広場
問荒川区美術連盟町屋日暮里支部・
遠藤☎（３８９２）５８５１

日10月 ５ 日・19日、11月 ２ 日、
12月７日 ･21日、令和２年１月11
日の㈯（全６回） 時午後１時30分
〜３時10分 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） 講青山
学院大学・立教大学兼任講師・河原
啓子氏 ￥600円 締９月20日㈮
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

モラロジー講演会
日９月20日㈮ 時午後６時30分〜
９時 所サンパール荒川小ホール
人150人（申込順） 内日々の心遣
いと行いのあり方 講公益財団法人
モラロジー研究所生涯学習講師・加
島志把子氏 ￥1000円 締９月17
日㈫ 申電話・ファクス・下記ホー
ムページで、４面上段を参照し①〜
④の記入事項を、荒川モラロジー事
務所・山本へ
☎（３８９３）４７８５
ふ（３８９３）４７８６
ほ http://arakawa.mctokyo.jp

紙芝居と手話音楽体験
日10月15日㈫ 時午前10時〜正午
所ゆいの森あらかわゆいの森ホール
人100人（申込順）
託児 生後６か月以上の未就学児（定
員あり・申込順） 講紙芝居師・三
橋とら氏ほか
申９月１日㈰からはがき・ファク
ス・電子メールで、４面上段を参照
し①〜④の記入事項と⑤託児の有無
を、 〒116-0003南 千 住 １ -13-20
荒川区社会福祉協議会３階地域ネッ

９月の健康相談

会

種 別
こころの一般健康相談
アルコール・薬物依存
症相談
健康相談
母親学級（妊婦）

予約制

問い合わせ先

問

ママのこころの相談

大人のための音楽と絵本の
世界
日９月27日㈮ 時午後６時〜７時
所ゆいの森あらかわゆいの森ホー

電子メールアドレス

障がい者歯科相談
栄養相談
エイズに関する相談・検査

期 日

受付時間

２日㈪

午後１時45分〜３時15分

５日㈭・18日㈬

日

19日㈭

午後１時30分〜３時

ホームページアドレス

９日㈪

随時

会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階

対

健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

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

象 物忘れが気になる、おおむね65歳以上の方

会場
西日暮里地域包括支援センター

申込み
☎（５８５５）３３２３

☎（３８０７）３８２８

午後１時30分〜３時 区役所２階
南千住東部地域包括支援センター
福祉部相談室 ☎（３８０５）５７０２

▶難病相談室（予約制）
会場・申込み

日時
対象
内容

日10月１日㈫・２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

もぐもぐ期（平成30年12月〜平成31年２月生まれ）

午前８時30分〜
午後５時15分

午後２時〜３時30分 峡田ふれあい館 荒川地域包括支援センター

12日㈭
26日㈭

日10月16日㈬まで 所吉村昭記念
文学館２階著作閲覧コーナー 内吉
日９月30日㈪ 時午後２時30分〜 村昭が動物に強い関心を寄せた背景
４時30分 所サンパール荒川小ホ や動物が主題の作品紹介
ール 対区内在住・在勤・在学で、 問ゆいの森あらかわ
20歳以上の方 人150人（申込順） ☎（３８９１）４３４９
講東京大学医学部附属病院22世紀
講演会「見えない それが
医療センター特任教授・松平浩氏
なんぼのもんじゃ」
申９月２日㈪から健康推進課保健相
談担当へ☎内線４３２
日10月25日㈮ 時午後６時30分〜
９時 所サンパール荒川小ホール
アラカワ・セントポールズ・ 対区内在住・在勤・在学で、18歳
クラブ講演会「老いの旅路
以上の方 人100人（申込順）
に同伴して」
内視覚障がいを持つアスリートの講
日10月10日㈭ 時午後６時〜７時 話等 講ブラインドサッカーチーム
30分 所ホテルラングウッド２階 「乃木坂ナイツ」代表・葭原滋男氏
申込書の配布 区役所３階スポーツ振興
「飛翔」（東日暮里５ -50- ５）
対区内在住・在勤・在学の方
課、各区民事務所・図書館、あらか
人100人（抽選） 講社会福祉法人 わ遊園スポーツハウスほか（荒川区
新生会常任理事・鈴木育三氏 締９ ホームページからもダウンロード
月15日㈰必着 申往復はがきで、 可）
４面上段を参照し①〜④の記入事項 申ファクス・下記ホームページで、
と⑤年齢を、〒116-0003荒川区南 東京中小企業家同友会事務局・坂田
千住３ - ４ - ５アラカワ・セントポ へ☎（３２６１）７２０１
ールズ・クラブ事務局・竹内へ
ふ（３２６１）７２０２
☎（３８０５）２６３１
ほ https://www.tokyo.doyu.jp

午前９時30分〜11時

午後１時〜３時
３日㈫
５日・12日・19日・26日
午後１時30分〜３時30分
の㈭

相談時間

トピック展示
「動物へのまなざし」

ごっくん期（令和元年５月生まれ）

随時
午前９時〜午後５時
６日・13日・20日の㈮ 午後１時から
５日㈭
午後１時15分〜２時45分

▶ものわすれ相談（予約制）

日10月12日 ㈯ 時 午 前11時30分
〜午後４時30分 所町屋駅・王子
駅周辺 対おおむね25〜40歳の独
身の方 人男女各24人（申込順）
※同性２人１組で申し込んでくださ
い 内もんじゃ・おでん・ボウリ
ングを通じた出会い探し ￥男性
6000円、女性3000円 締９月25
日㈬
申下記ホームページで、東京商工会
議所荒川支部・村松へ
☎（３８０３）０５３８
ほ https://event.tokyo-cci.or.jp/
event̲detail-94807.html

講演会
「腰痛は動いて治そう
〜人生100年時代に向けて」

９日㈪・20日㈮・27日㈮・
午後２時〜３時30分
30日㈪

相談

あらかわもんじゃ・北区お
でんコン

申込み・問合せ

検査 11日㈬（予約制） 午前10時〜11時

期

ル 対15歳以上の方（中学生は不
可） 人80人（申込順） 内効果音
付きの絵本の読み聞かせと楽曲を合
わせた読み語りコンサート
申込書の配布 ゆいの森あらかわ１階総
合カウンター ※下記ホームページ
からもダウンロード可
申９月１日㈰から次のいずれかで
▶来館…ゆいの森あらかわ１階総合
カウンター
▶ファクス…絵本図書館ネットワー
クふ０２０（４６６２）７２５５
▶ホームページ…絵本図書館ネット
ワ ー ク（https://ehon-lib.net）、
ゆいの森あらかわ（https://www.
yuinomori.city.arakawa.tokyo.
jp/）
問絵本図書館ネットワーク事務局
☎０５０（３５５７）９６０１

場 がん予防・健康づくりセンター

歯科相談（３歳未満児） ６日・20日・27日の㈮

HP

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

日９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９月２日㈪から、健康推進課栄養担当へ
☎内線４２３

かみかみ期（平成30年９月〜11月生まれ）
日10月15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９月９日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３

イヤイヤ期

荒川区医師会館（西日暮里６ - ５ - ３） ☎（３８９３）２３３１

（平成29年７月〜平成30年３月のお子さんの母親）

９月21日㈯午後１時30分〜３時
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10月７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９月２日㈪から、健康推進課保健相談担当へ
☎内線４３４
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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

象

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
期 日

所在地
南千住８−４−４

電 話
（５８５０）０３１１
（３８０７）１６００
（３８００）３０２０
（５８５０）６１６６
（５６１５）５３１１
（３８１９）２５３５
（５６０４）１７１０
（３８９２）４５３０
（３８９３）８３６３
（３８０７）８１３１

▶こ ん に ち は 荒 川 区

１日㈰

２日㈪〜８日㈰

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
問合せ

●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＞

日曜日柔道整復施術
期 日
９月１日㈰
９月８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
もみの木接骨院
くまくら接骨院

番 組 案 内
９日㈪〜15日㈰

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

所在地
南千住１−２５−１０
南千住１−２２−１

16日㈷〜22日㈰

23日㈷〜29日㈰

組

ス

16日㈷〜22日㈰

荒川区議会放送「令和元
年度定例会・９月会議
決算に関する特別委員
会〜総括質疑」放送のた
め、
「 こんにちは荒川区」
はお休みします。

23日㈷〜29日㈰

30日㈪

ト

ふれ あ い 館の催 し

▶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

高齢者用区営住宅
「空き室待ち登録者」
を募集
募集数

西尾久七丁目住宅
西尾久三丁目住宅
町屋五丁目住宅

対象住宅

町屋七丁目住宅
南千住二丁目住宅

住宅使用料
（月額）

１万3800円〜４万8700円（世帯の前年の所得に応じ
て決定）※別途、共益費（月額）2600円が必要です

申込用紙
の配布

区役所１階総合案内・２階福祉推進課、
各区民事務所

申込方法

９月24日㈫・25日㈬午前９時〜午後
５時に持参で、申込用紙に必要事項を
記入し、区役所３階305会議室へ

申込要件

次のすべてを満たす方

問合せ

福祉推進課地域福祉係

☎内線２６１４

HP

ホームページアドレス

▶65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上とおおむね60歳以
上の配偶者、ともに65歳以上の兄弟姉妹の２人世帯
▶引き続き５年以上区内在住で、住民票等で証明できる
▶独立した日常生活が営める程度に健常である（要介護１までの
方）
▶平成30年の所得が、単身用256万8000円以下、２人世帯用
294万8000円以下
▶都営・都民住宅、東京都住宅供給公社等の公的住宅、自家所有
または親族所有（１親等）名義の住宅に居住していない（東日
本大震災による被災者受け入れ対応により公的住宅に入居し、
11月６日〜２年11月５日に立ち退きを求められている方を除
く）
▶住宅に困っている ▶申込者・同居親族が暴力団員でない

問

電子メールアドレス

月18日㈬午後７時30分に１階
サロンへ
◆ソシアルダンス
日９月８日㈰ 時午後１時〜３
時 対60歳以上の方 人50人
（当日の先着順） 内フリーダ
ンス 持ヒールカバー
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆パパと遊ぼう〜じぃじ・ばぁば
もご一緒に
日９月７日㈯ 時午前10時45
分〜11時45分 ※受け付けは
午前10時30分から 対未就学
児と保護者 内体操、ふれあい
遊び、縁日ごっこ
西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５
◆成人手芸講習会
日 ９ 月18日 ㈬ 時 午 前10時 〜
午 後 ３ 時30分 対20歳 以 上 の
方 人10人（申込順） 内ペット
ボトルカバー作り ￥1000円
◆盆踊り
日９月４日〜令和２年３月18
日の第１・３㈬（全13回）
時午後１時〜３時 ※直接会場
へ

▶単身用…15人 ▶２人世帯用…５世帯 ※抽選

申

問い合わせ先

南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
◆パパと遊ぼう
日９月７日㈯ 時午前10時30
分〜11時30分 対未就学児と
父親 内体操・ふれあい遊び
南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
◆駅前フェスタ
日９月28日㈯ 時午前10時〜
午後３時 内舞台発表、展示、
喫茶、ゲーム
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆快眠ヨガ
日10月10日〜令和２年３月26
日の第２・４㈭（全12回）
時午後７時30分〜８時30分
対20歳以上の方 人25人（抽
選） 申来館で、９月19日㈭午
後７時30分に１階サロンへ
◆ピラティス
日10月８日〜令和２年３月24
日の第２・４㈫（全10回）
※10月22日、令和２年２月11
日を除く 時午後７時45分〜
８時45分 対20歳以上の方
人18人（抽選） 申来館で、９

￥

申込方法︵申込先︶

申込期間の指定がない申込順の事業は、９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

持

締め切り

▶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

講

費用

番

ク

９日㈪〜15日㈰

30日㈪

男女共同参画週間記念
現代俳句講座「加藤楸 現代俳句講座「加藤楸
講演会「働き方・休み方 現代俳句講座「中島斌
あらかわ「社明」コン あらかわ「社明」コン
邨のヒューマニズム」 邨のヒューマニズム」
を見直してあなたも会 雄の世界〜新具象俳句」
サート（前編）
サート（後編）
（前編）
（後編）
社もイキイキと」
（後編）

▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ
ネ

２日㈪〜８日㈰

人

持ち物

１日㈰

対

内
（番組内容は変更になる場合があります）

す り

（午後４時・７時から各57分）

電 話
（６８０６）７３００
（３８０１）２１０２

チャンネル

地デジ11c h

特 伝統に生きる〜木版 特 ・ 手 地域密着あらか 特 自然まるかじり体験
特 パラスポここが魅力
▶ウイークリーニュース ▶区からのお知らせ
特 チャレンジキャンプ
画摺・川嶋秀勝
わ満点メニュー「中
塾
〜陸上 高田裕士・千
▶荒川ころばん体操 ▶休日診療当番医
行 こころといのちの相
行 ９月は敬老週間〜高 行 子育て支援の取り組
食」編
明選手
特…特集 行…荒川区行政ナビ
行 読書を愛するまち・
談窓口〜荒川区の自 行 ・ 手 水害対策の知識 齢者に優しい街あらか
み
手…手話付き放送
殺対策への取り組み
わを目指して
を身に付けよう
あらかわ宣言から１年

▶あ らか わ 情 報 スクエ ア

電 話
（３８９１）２８６２
（３８０１）５１３９

講師

（午前９時、
正午、
午後６時・９時から各57分）

所
所在地
南千住６−５３−８
荒川３−４８−３

内容

マイチャンネルあらかわ

医療機関名
第一久木留歯科医院
よし歯科医院

定員

荒川１−１７−１４
東尾久８−１９−２
東日暮里４−２０−６
南千住５−３１−６
東尾久３−１９−８
南千住４−７−１
荒川７−４４−５
東尾久４−４６−１６
東日暮里４−２６−７

期 日
９月１日㈰
９月８日㈰

対象

昼夜 科目
医療機関名
○
内
荒木記念東京リバーサイド病院
荒川整形外科リハビリテー
○ ○
整
ションクリニック
９月１日㈰
○
内
尾久橋医院
○ ○
内
やたがいクリニック
○
内
南千住内科クリニック
９月７日㈯
○ 内・小 熊野前医院
○
小
いなばキッズクリニック
○ ○
内
日野クリニック
９月８日㈰
○
内
野原医院
○ ○ 内・小 髙井医院

その他の

時

会場・場所

▶夜…午後５時〜午後９時

ＣＡＴＶ

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

９月

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

8
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親子で参加できる楽しいイベントが盛りだくさんです。隅田川とスカイツ
リーを眺めながら、水辺空間を楽しみませんか。

時

９月８日

会

場

都立汐入公園（南千住８ -13）北側展望広場付近

問合せ

観光振興課観光振興係

オリジナルエコバッグを
作ろう

▶午前10時
出発時間
▶午前11時
（５便）
▶正午 ▶午後１時

定 員 100人
（当日の先着順）

※乗船券は５便とも午前９時から白鬚西防災船着場（右図
参照）のテントで販売

費 用 100円

水辺カフェ

パフォーマンスショー

南千住駅

防災グッズを作ろう

ロードトレイン
イン

水辺のコンサート

※景品がなくなりしだい終了

（第三中学校吹奏楽部）

水消火器を体験しよう
まちなかハートキッズランド

和太鼓演奏（胡録和太鼓）

令和２年度区立小・中学校入学の方へ
区では、入学を希望する区立小・中学校を選べる学校選
択制度を実施しています。小学校は隣接区域選択制、中学
校は自由選択制です。

希望校申し込みの変更受付
11月６日㈬〜12日㈫午後５時まで

希望校が入学校
となります

対 象

締切り

10月31日㈭
変更後集計結果発表
11月13日㈬

受け入れ可能人数
の範囲内の場合

受け入れ可能人
数を超えた場合

12月５日㈭・６日㈮予定

希望する方は、抽選結果順に補欠登録がで
きます。
※暫定的に通学区域の学校を指定し、就学（入学）通
知書を配付または送付します（令和２年１月中旬）
※希望校に入学辞退者が出た場合、補欠登録順に繰
り上げ当選とします（小学校は令和２年２月17日
㈪、中学校は令和２年２月28日㈮まで）

就学相談

第二瑞光小学校、峡田小学校、第二峡田小学校、第三峡
田小学校、第四峡田小学校、第七峡田小学校、第九峡田
各66人
小学校、尾久小学校、尾久第六小学校、大門小学校、尾
久宮前小学校、第二日暮里小学校、第六日暮里小学校
瑞光小学校、汐入東小学校、第五峡田小学校、尾久西小
各99人
学校、赤土小学校、第三日暮里小学校、ひぐらし小学校
第三瑞光小学校

133人

第四中学校

99人

第一中学校、第五中学校、第七中学校、第九中学校、尾
各133人
久八幡中学校、原中学校
各166人

※汐入小学校、第三中学校は通学区域の児童・生徒が多いため、通学区域外からは
通学区域内に転居が確実な児童・生徒以外は選択できません

学校案内・希望校申込書・就学時健康診断通知書の送付
９月下旬に、対象の家庭に学校案内・希望校申込書・就学時健康
診断通知書（小学校に就学予定の児童のみ）を送付します。
学校案内には、授業や部活動の様子等を見学できる学校公開の日
程も掲載しています。
※書類が届かない場合や、就学時健康診断を受診できない方は、必ず学務課へ
連絡してください

対 象

▶区内在住で令和２年４月に小 ･ 中学校に就学・入学予定の児童・生徒
▶都立特別支援学校への就学・入学を希望する児童・生徒

締切り 10月31日㈭

110
80
1
191

1,273

前年同月比

日本人のみ 103,389世帯
の世帯
外国人のみ 11,443世帯
の世帯
日本人と
外国人の
2,350世帯
混合世帯
総世帯
117,182世帯

前月比

345
612
957
44
264
308
1,265

世帯

37
88
125
24
70
94
219

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 98,390人
日本人 女 99,361人
計 197,751人
男
9,289人
外国人 女 10,006人
計 19,295人
総人口
217,046人

人口

人口と世帯

住民基本台帳による

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

申込み・問合せ 教育センター２階特別支援教育係 ☎内線３３３５

︵８月１日現在︶

６万4500部発行

各33人

▶学校選択制度について……学務課学事第一係（区役所３階） ☎内線３３３３
▶就学時健康診断について……学務課学事第二係（区役所３階） ☎内線３３３７

特別な支援を要するお子さんの可能性を広
げることができる教育の場を、専門家と一緒
に考えます。

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

第六瑞光小学校、第一日暮里小学校

南千住第二中学校、諏訪台中学校

抽選に当選しなかった方

発 行 荒川区
〒116-8501 荒川区荒川２ - ２ - ３
☎（３８０２）３１１１ FAX（３８０２）６２６２

（

イン

受け入れ可能人数

通学区域外の学校を希望した方

申込み・問合せ

ー

▶小学校…区内在住で令和２年４月に小学校に就学する児童
▶中学校…区内在住または荒川区立小学校卒業予定で、令和２年４月に中
学校に入学する生徒

繰り上げ当選にならなかった方 通学区域の学校が入学校となります

毎月１日・11日・21日

東京水辺ライン
乗船受付・発着場

中学校

希望校が入学校となります

抽選に当選した方

汐入小学校

小学校

９月下旬に配付または送付する希望校申込書
に記入し、持参・郵送または荒川区ホームペー
ジで申し込みをしてください。

→

学 校 選択制度のお 知らせ

入学校決定までの流れ ( 概要 )

公開抽選

通り
ドナウ

ゴ

防災クイズにチャレンジしよう

通学区域の学校を希望した方

至鐘
ヶ淵
駅

荒川消防署
汐入公園
汐入出張所
都立産業技術高等
専門学校 荒川キャンパス

パラリンピック競技・ボッチャを体
験しよう
川辺へ Go in 隅田川
公園アプリを体験しよう

※材料がなくなりしだい終了

あら坊・あらみぃ登場

集計結果発表
11月６日㈬

第三中学校

南千住駅

費 用 700円（小学生以下350円）

おいしいもの大集合

汐入東小学校

川の
手通
り

ドライハーブが香るエッグ
ポマンダー（卵を使った香
り玉）を作ろう

コース 汐入公園と桜橋付近を往復

汐入水辺フェスタ会場

リバーハープ
公園

費 用 200円

定 員 各便200人

☎内線４６１

隅田川

（当日の先着順）
定 員 200人
▶午後２時

※雨天中止

↑至京成関屋駅

体験イベント
体

汐入公園に東京水辺ライン
（右写真）がやってくる

午前10時〜午後３時

つくば
エクス
プ
レ
ス 東京メ
トロ
日比
常磐
谷線
線

主なイベント

日

202
30

1,505

