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No.1652 2019年（平成31年）４月21日号

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

定員

人

内容

内

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
区文書の元号の表記
区文書において、５月１日以降の
日付を示す元号として「平成」が使
用されている場合、５月１日以降は
「令和」と読み替えてください。
問総務企画課文書係☎内線２２１４

町屋文化センターが休館
日５月３日㈷ 内設備点検
問町屋文化センター
☎（３８０２）７１１１

あらかわ遊園スポーツハウス
が休館
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６月３日㈪〜６日㈭ 内設備点
検、特別清掃等
問あらかわ遊園スポーツハウス
☎（３８００）７３３３

ゆいの森あらかわが休館
日６月７日㈮ 内保守点検
問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９

東日暮里ふれあい館・日暮
里ひろば館が休館
日６月30日㈰ 内空調設備保守点
検、定期清掃
問▶東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
▶日暮里ひろば館
☎（３８０１）７２０８

ふれあい館・日暮里ひろば
館の貸室申し込みの受付開
始時間を変更
５月７日㈫が申し込み開始日にあ
たる貸室申し込みの受付開始時間等
を、下記のとおり変更します。詳細
は、各ふれあい館等にお問い合わせ
ください。
申・時▶各ふれあい館・日暮里ひろ
ば館…午前８時30分に抽選券を配
付 ▶各区民事務所・区民課荒川地
域事務係・インターネット…正午か
ら
問区民施設課施設支援係
☎内線２５３５

荒川老人福祉センター・荒
川東部在宅高齢者通所サー
ビスセンターの指定管理者
候補者を募集
対両施設の運営が可能な事業者
締５月13日㈪
◆事業者向け説明会
日４月25日㈭ 時午後２時〜３時
所区役所３階304会議室 締４月
24日㈬
……………………………………
※詳細は、荒川区ホームページをご
覧ください
申福祉推進課高齢者施設係
☎内線２６１８

西日暮里ふれあい館の
指定管理者候補者を募集
日５月９日㈭ 時▶事業者向け説明
会…午後１時15分〜２時 ▶見学
会…午後２時〜３時 所西日暮里ふ
れあい館 締５月７日㈫正午 ※詳
細は、荒川区ホームページをご覧く
ださい 申区民施設課施設計画係
☎内線２５３２

大規模商業施設の設備変更に
伴う環境影響説明書を公開
日４月22日㈪〜５月７日㈫
説明書の閲覧 区役所６階産業振興課、
荒川区ホームページ 内ロイヤルホ
ームセンター南千住（南千住４ - １
- ４）の駐車場の運用変更に伴う周
辺環境への影響
問産業振興課管理係☎内線４４６

都市計画案の縦覧
日４月24日㈬〜５月15日㈬（㈯・
㈰・㈷等を除く） 案の閲覧 区役所
北庁舎３階都市計画課
対象計画案 都市計画公園第２・２・
６号尾久公園 内尾久公園の区域の
拡大（東尾久６丁目地内）
◆意見書の提出
対区内在住の方、利害関係人 締５
月15日㈬必着 申持参・郵送で、
２面上段を参照し①〜③の記入事項
と⑤意見を、〒116-8501（住所不
要）荒川区役所北庁舎３階都市計画
課都市計画担当へ☎内線２８１３

荒川フリーマーケットの
出店者を募集

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

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
日５月８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

住まいの税務相談
日５月14日㈫ 時午後１時〜４時
所区役所北庁舎２階防災街づくり推
進課相談室 人３人（申込順）
内住まいの購入・売却・相続等に伴
う税金の相談 申４月22日㈪〜５
月10日㈮に防災街づくり推進課管
理・建築相談係へ☎内線２８２５

国民生活基礎調査にご協力を
区が委嘱した調査員が伺います。
ご協力をお願いします。
日４月下旬〜６月中旬 対東尾久
１・５丁目、南千住４丁目の一部世
帯 人約150世帯（無作為抽出）
問生活衛生課管理係☎内線４２２

高齢者
お口と食事の元気塾
日５月23日・30日の㈭（全２回）
時午後２時〜４時 所区役所６階産
業経済部会議室 対区内在住・在勤
で、おおむね65歳以上の方 人24
人（申込順） 内誤嚥 性肺炎の予防
等 申４月22日㈪から来所・電話
で、区役所２階高齢者福祉課介護予
防事業係へ☎内線２６６６
えん

日６月２日㈰（雨天時は６月16日
㈰に延期） 時午前10時〜午後３時
所荒川公園（区役所前） ※車での
来場はできません 対区内在住の方
募集店舗数 100店（抽選）
店の広さ 約２ｍ×２ｍ ￥500円
販売品 家庭で不用になった物 ※食
料品、薬品、化粧品、動植物、自転
車、バイク等を除く。営利目的での
出店はできません 申往復はがき
で、２面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤主な販売品を、〒1160001荒川区町屋５ -19- １清掃リサ
イクル事務所２階清掃リサイクル推
進課へ 締４月28日㈰消印有効
◆実行委員を募集
実行委員は実行委員用出店ブース
を利用することができます。
……………………………………
問荒川フリーマーケット実行委員会
事務局（清掃リサイクル推進課内）
☎（５６９２）６６９７

暮らし
司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会
日５月８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５月７日㈫ ※当日
も午後８時まで会場で受け付け

介護
介護保険の更新申請を
対介護保険被保険者証の認定の有効
期間が５月31日㈮で、サービスの
継続を希望する方 申３月末に送付
した申請書を持参し、できるだけ４
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

認知症介護者交流サロン
日５月11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

障がいのある方
障がい者のための
イスに座ってできるヨーガ
日５月17日〜７月19日の㈮（全10
回） 時午前10時〜正午 所荒川た

んぽぽセンター多目的室 対障がい
のある方 人20人（申込順） 講東
京ヨーガセンター代表・羽成淳氏
申４月22日㈪から電話・ファクス
で、荒川たんぽぽセンターへ
☎（３８９１）６８２４
ふ（３８０７）８４８３

産業・経営支援
生産性向上指導員を派遣
生産性向上の支援を希望する区内
中小企業に、業務改善のための指導
員を派遣します。
派遣時間 同 一 年 度 内 で 月 １ 回 程 度
（１回２時間） ※全12回 人３社
（選考） 内年間の実施予定・工程
表の作成、指導支援 締５月10日
㈮ 申経営支援課産業活性化係
☎内線４５８

キャッシュレス決済
入門セミナー
日５月23日㈭ 時午後８時〜10時
所セントラル荒川ビル（荒川消防署
隣）４階産業経済部研修室 対区内
の商業・サービス事業者 人30人
（申込順） 講中小企業診断士・谷
藤友彦氏 締５月21日㈫
申電話・ファクス・電子メールで、
２面上段を参照し①・③・④の記入
事項と⑤会社名・所在地を、産業振
興課商業振興係へ☎内線４６８
ふ（３８０３）２３３３
めlanp@ml.city.arakawa.tokyo.jp

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
付き添い等の介護・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５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５月
20日㈪
申荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

若者向け就労支援セミナー
◆自己分析から書類作成までの基本
を学ぼう
日５月７日㈫ 締５月７日㈫午後１
時
◆就活事情と雇用形態について学ぼ
う
日５月28日㈫ 締５月27日㈪
……………………………………
時午後２時〜４時 所ムーブ町屋４
階ミニギャラリー 対39歳以下の
方 人各10人（申込順） 講三浦睦
子氏 申４月22日㈪からわかもの
就労サポートデスクへ
☎（３８００）６１８８

