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８面◆あらかわエコジュニアクラブ
第２期生募集

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/
子どもから大人まで、防災の知識や技術を学
び、体感・体験できるイベントです。家族や友達
と参加して、楽しく防災について学びましょう。
問合せ 防災課防災事業係 ☎内線４１８

３月３日

日時

午前１０時〜午後３時

参加
無料

あらかわ遊園運動場

会場

※雨天中止
※駐輪場の収容台数に限りがあるため、 当日はできるだけ
徒歩や公共交通機関を利用してお越しください

BOSA I 体験プログラム
時 間 午前10時45分〜午後２時15分
災害時に必要な「備え」や「知識」について、家族や友
達とゲーム感覚で学べます。
▶消火器的当てゲーム
▶毛布で担架タイムトライアル
▶紙食器づくり
▶お家の防災グッズなぁにクイズ
▶応急手当ワークショップ

B

O

S

A

I

体 験 ブース

備蓄物資の展示・防災自助体験
等、災害発生時や避難所生活に必
要な技術・災害対策を体験できま
す。また、日常生活で役立つ防災知
識も学べます。
▶ＶＲ（バーチャル・リアリティ）防災体験 ▶起震車体験 ▶防災DIY
▶特設公衆電話体験 ▶避難所体験 ▶自衛隊・消防車両展示 ほか

そ の 他 プログラム
カレーの試食（500食〈予定〉）
※午前11時35分と午後１時35分の２回で
引換券を配布予定

交流都市による名産品（保存食品等）の販売
時間 午前10時45分〜午後２時15分

うち

中学校防災部がお待ちしています
中学校防災部
地域の防災ジュニアリーダーとして活躍する中学
校防災部が、BOSAI 体験プログラムを運営するほ
か、活動成果を披露します。

ポイントをためると、会場のおもちゃと交換できます。

ポイントのもらい方
◆ BOSAI 体験プログラム・ブースに参加する
◆おもちゃを持ってきてポイントと交換する
※大切なおもちゃ・ぬいぐるみ・対戦カードは交換
できません

ポイントの使い方
◆おもちゃコーナーで欲しいおもちゃと交換する
◆おもちゃオークションに参加する（▶午後０時
15分 ▶午後２時15分）

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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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

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

お知らせ
アクト21が休館
日３月10日㈰ 内全館清掃
問アクト21
☎（３８０９）２８９０

区民保養所ホテルニューア
カオの予約電話番号が変わ
ります

問都市計画課都市計画担当
☎内線２８１３

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３月４日㈪ 時午後６時30分〜
８時30分 所ムーブ町屋４階ギャ
ラリー 締３月１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・伊
藤☎（６８０６）８４５７
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前10時
〜午後５時

２月25日㈪午前９時から、ホテ
ルニューアカオ東京予約センターの
電話番号が下記のとおり変わりま
す。
☎（５８４６）９１３３
社会福祉士による成年後見
※㈪〜㈮午前９時〜午後７時30分、
制度説明会（基礎編）
㈯午前９時〜午後６時30分
問区民施設課施設計画係
日３月６日㈬ 時午後１時30分〜
☎内線２５３２
３時
所・申あんしんサポートあらかわ
荒川ふるさと文化館の
（荒川区社会福祉協議会内）
常設展示を無料公開
☎（３８０２）３３９６
天皇陛下御在位30年を記念する ふ（３８９１）５２９０
慶祝事業の一環として、荒川ふるさ
バイク・軽自動車の廃車等
と文化館の常設展示を無料公開しま
の手続きはお早めに
す。
日２月24日㈰
軽自動車税は、４月１日時点で登
所・問荒川ふるさと文化館
録されている所有者に課税されま
☎（３８０７）９２３４
す。
廃棄・譲渡・盗難等により車両を
あらかわ手づくり市
所有していない場合は、３月29日
出展者募集
㈮までに廃車や名義変更の手続きを
日６月８日㈯ 時午前10時30分〜 してください。警察に盗難届を出し
ている場合も手続きは必要です。
午後４時 所日暮里サニーホール
募集店舗数 80店（抽選）
◆原付（125㏄以下）バイク・小型
店の広さ 150 ㎝ ×200 ㎝
特殊自動車
￥4000
下記の日時でも受け付けていま
円 販売品 個人または団体で作成し
す。
たオリジナルの雑貨小物や衣類等
チラシの配布 区内公共施設等 締３月
日３月10日・24日の㈰ 時午前９
31日㈰必着
時〜正午
申郵送で、チラシ裏面の申込用紙と 問税務課税務係（区役所２階）
作品の写真を、〒116-0002荒川区 ☎内線２３１２
荒川７ -20- １町屋文化センター内 ◆125㏄を超える二輪車
ACC「あらかわ手づくり市」係へ
問足立自動車検査登録事務所（足立
☎（３８０２）７１１１
区南花畑５ -12- １）
☎０５０（５５４０）２０３１
都市計画案の縦覧
◆三輪・四輪の軽自動車
◆日暮里中央通り沿道地区地区計画 問軽自動車検査協会足立支所（足立
内日暮里中央通り（東日暮里五・六 区宮城１ -24-20）
丁目）沿道20ｍの都市計画変更
☎０５０（３８１６）３１０２
◆都市計画公園第３・４・54号荒
住まいの税務無料相談会
川公園
内あらかわ遊園の区域の拡大（西尾 日３月５日㈫ 時午後１時〜４時
久六・八丁目地内）
所区役所北庁舎２階防災街づくり推
◆都市計画駐車場荒川第３号西日暮 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
里自転車駐車場
内駐輪台数の変更（東日暮里五丁目 う税金の相談
申２月21日㈭〜３月１日㈮に防災
地内）
街づくり推進課管理・建築相談係へ
……………………………………
日２月26日㈫〜３月11日㈪（㈯・ ☎内線２８２５
㈰等を除く） 所区役所北庁舎３階
都市計画課
子育て・教育
◆意見の提出
対区内在住・利害関係人の方 締３
私立幼稚園等園児・外国人
月11日㈪必着 提出方法 持参・郵送
学校生徒等保護者補助金の
で、２面上段を参照し①〜③の記入
申請を（平成30年度分）
事項と⑤意見を、〒116-8501（住
所不要）荒川区役所都市計画課へ
該当する方が保育料・授業料等を

納入した場合、補助金を支給します。
まだ申請していない方は、期限内
に申請してください。
内▶私立幼稚園等園児保護者補助金
（保育料・入園料）…世帯状況や課
税金額等に応じて支給 ▶外国人学
校生徒等保護者補助金（授業料）…
7000円（月額） 締３月５日㈫
※４月以降に入園・入学する園児・
児童・生徒の保護者の補助金は、後
日、区報等でお知らせします
申子育て支援課管理調整係（区役所
２階）☎内線３８１１

高齢者
初めてのタブレット講座
日３月19日・26日の㈫（全２回）
時 ▶ 午 前 ク ラ ス … 午 前10時 〜11
時30分 ▶午後クラス…午後１時
〜２時30分 所荒川老人福祉セン
ター４階会議室 対区内在住で60
歳以上の方 人各クラス15人（抽
選） 内タブレットの基本操作
持筆記用具 ※タブレットは用意し
ます 締２月27日㈬必着
申往復はがき・ファクス・電子メー
ルで、２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⑦希
望のクラスを、〒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

介護

人15人（申込順） 締３月18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
◆面接の基本を学ぼう
日３月１日㈮ 締２月28日㈭
◆指示の受け方と報告の仕方の注意
点を学ぼう
日３月12日㈫ 締３月11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） 講吉尾美
樹氏
申２月21日㈭からわかもの就労サ
ポートデスクへ
☎（３８００）６１８８

手話通訳者審査会
日３月13日㈬ 時午後６時50分か
ら 所アクロスあらかわ２階会議室
対次のすべてを満たす方 ▶区内在
住・在勤・在学 ▶20歳以上
▶手話技術を習得している ▶区内
で活動できる ※手話通訳活動は報
酬あり 締３月４日㈪必着
申はがき・ファクス・電子メール
で、２面上段を参照し①〜④の記入
事項と⑤年齢⑥職業⑦ファクス番号
⑧手話経歴を、〒116-0003荒川区
南千住１ -13-20荒川区社会福祉協
議会へ☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
め jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

講座
月イチギャラリートーク

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３月31日㈰で、サービスの
継続を希望する方 申１月末に送付
した申請書を持参し、できるだけ２
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３月２日㈯ 時午後１時〜３時
所荒川山吹ふれあい館２階洋室
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３月19日㈫ 時午後１時30分〜
３時 所尾久ふれあい館３階洋室３

日２月23日㈯ 時午後１時30分〜
２時10分 ※直接展示室入り口へ
内常設展示の解説 ￥100円（区内
在住の中学生以下の方・65歳以上
の方・障がい者と介助者は無料）
所・問荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

上級救命講習会
◆新規講習
日３月17日㈰ 時午前９時〜午後
５時 ￥2600円
◆再講習
日３月16日㈯ 時午後２時〜５時
対有効期限内の認定証を持っている
方 ※受講は有効期限の６か月前か
ら ￥1600円
……………………………………
所荒川消防署４階会議室 対区内
在住・在勤・在学の方 人各40人
（申込順） 内心肺蘇生やＡＥＤの
使用方法、外傷の応急手当等 ※動
きやすい服装で
申 ２ 月21日 ㈭ 〜 ３ 月 ８ 日 ㈮ に 電
話・ファクスで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤性別⑥希望す
る講座を、防災課防災事業係へ
☎内線４１８
ふ（５８１０）６２６２

No.1646 2019年（平成31年）２月21日号

デ

荒川シルバー大学
水彩画・絵手紙教室発表会

「さくら教室」作品展
日２月24日㈰〜３月１日㈮ 時午
前９時〜午後８時（２月24日は午
後１時から、３月１日は午後１時ま
で ） 所 ARAKAWA １ - １ - １ ギ ャ
ラリー（サンパール荒川２階）
内受講生の活動記録や作品展示
問生涯学習課生涯学習事業係
☎内線３３５５
ア

ラ

カ

ワ

ワン

ワン

ワン

交流都市・佐渡市観光キャ
ラバンがやってくる

荒川ふれあい寄席
日 ３ 月12日 ㈫ 時 午 後 ２ 時 か ら
（開場は午後１時30分） 人60人
（当日の先着順） 出演 三遊亭好楽
一門ほか 所・問荒川山吹ふれあい
館☎（３８０５）２８６０

落語会

日３月14日㈭ 時午後１時30分〜
３時30分 所サンパール荒川大ホ
ール 人400人（事前に整理券を配
布） 出演 三遊亭王楽氏
整理券の配布 サンパール荒川、荒川ス
ポーツセンター、町屋文化センター
問サンパール荒川
☎（３８０６）６５３１

講演会「読書で学ぶ〜人生
を変える本との出会い」
日３月30日㈯ 時午後２時〜４時
所ゆいの森あらかわゆいの森ホール
人100人（申込順） 講物理学者・
有馬朗人氏
申２月21日㈭からゆいの森あらか
わ１階総合カウンター・下記ホーム
ページで☎（３８９１）４３４９
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

官公署

対

人

内

講

持

￥

費用

あらかわファイアーフェス
ティバル
日２月28日㈭ 時午前10時〜正午
所日暮里駅前イベント広場 内消防
演習・防火防災体験コーナー 問荒
川消防署☎（３８０６）０１１９

締

締め切り

日３月17日㈰ 時午後２時〜３時
30分 所ゆいの森あらかわゆいの
森ホール 人100人（申込順）
内小説家・故吉村昭氏ゆかりの学習
院大学落語研究会による落語、お囃
子、大喜利
申２月21日㈭からゆいの森あらか
わ１階総合カウンター・ファクス・
下記ホームページで、２面上段を参
照し①〜④の記入事項（③は参加者
全員分〈２人まで〉）を、ゆいの森
あらかわへ☎（３８９１）４３４９
ふ（３８０２）４３５０
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

避難訓練が体験できる落語会

持ち物

日３月３日㈰（雨天時は３月17日
㈰に延期） 時午前10時〜午後３時
所荒川公園（区役所前）
◆資源の回収
対携帯電話等の小型家電、蛍光管、
廃食油、水銀体温計・血圧計 ※家
庭で不用になったものに限る
問あらかわリサイクルセンター
☎（３８０５）９１７２
◆フードドライブ
対未開封で賞味期限が２か月以上
残っている食品、米（平成29年度
以降に国内で収穫したもの） ※生

日３月10日㈰ 時午後１時〜３時
所ゆいの森あらかわゆいの森ホール
人100人（当日の先着順） 内絵本
発表会、原画展、講演会「水辺のす
こやかさ『みずしるべ』について」等
問荒川ふるさと絵本製作委員会・小
寺☎０９０（３５３７）３５４１

講師

荒川フリーマーケットを開催

荒川ふるさと絵本完成発表
会・川ともフォーラム

所

内容

日３月２日㈯・３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

スポーツ振興課スポーツ事業係
☎内線３３７３

時

定員

にっぽりフレンドリー
マーケット

問合せ

日

対象

日３月１日㈮ 時午後２時〜５時
所ゆいの森あらかわ 内佐渡おけさ
披露、新潟県佐渡市産コシヒカリす
くい取り（先着100人）、金塊つかみ
体験等 問一般社団法人佐渡観光交
流機構☎０２５９（２３）５２３０

日３月５日㈫〜11日㈪ 時午前10
時〜午後６時（５日は午後１時か
ら、11日は午後４時まで） 所町屋
文化センター２階ふれあい広場
問荒川シルバー大学・遠藤
☎（３８０１）５７４０

区報２月11日号７面「区民
体育大会秋季大会の結果」の陸
上「中学男子1500m」優勝者
の名前に誤りがありました。正
しくは「小林知生」さんです。
お詫びして訂正します。

会場・場所

か わ い

催し

時間

◆花合わせ de フラワーアレンジ
日３月４日㈪ 時午前10時〜11時
30分 人24人（申込順）
￥1500円
◆手作りボランティア de 被災地支
援
日３月５日㈫ 時午前10時〜正午
人15人（申込順）
◆編みもの de 友だちサロン
日３月６日〜27日の㈬ 時午後１
時30分〜３時30分 人各15人（当
日の先着順）
◆和布 de つまみ細工ブローチ
日３月７日㈭ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥300円
◆緑のカーテンカフェ de 園芸相談
日３月12日㈫ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥200円
◆軍手 de 可愛いウサギ
日３月19日㈫ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥300円
◆ベリーダンス de エコボディ
日３月22日㈮ 時午前10時〜11時
30分 人15人（申込順）
￥300円
◆カルトナージュ（厚紙工芸）de
ロールペーパーボックス
日３月25日㈪ 時午後１時30分〜
３時30分 人15人（申込順）
￥400円
……………………………………
所あらかわエコセンター
申２月21日㈭からＮＰＯ法人エコ
生活ひろめ隊へ
☎０７０（６５２１）７６５１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

鮮、冷蔵・冷凍食品を除く 問清掃
リサイクル課計画係☎内線４７０

期日
︵期間︶

エコ生活実践講座
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俳句をもっと楽しもう
奥の細道旅立ち330周年記念

パネル展
「句碑でたどる奥の細道の旅」

申込方法
︵申込先︶

申

奥の細道の道筋に残された各地の句碑を写真で紹介するパネル展
す

さ の

会 場
入館料

〜４月14日

代の俳人たちの足跡と区の俳句文化をたどります。

関
※㈪・３月14日㈭・４月11日㈭は休館
連
午前９時30分〜午後５時（入館は午後４時30分まで） イ
荒川ふるさと文化館１階企画展示室
ベ
100円（区内在住の中学生以下・65歳以上・障がい者と介助者は無料）
ン
※３月16日㈯・17日㈰の「あらかわ家族の日」は、区内在住の中学生以
ト
下のお子さんと一緒に来館した家族は無料

奥の細道旅立ち330周年の記念大会です。
小学生が二人１組で、土俵の上で俳句を詠み合
い、トーナメント方式で俳句の「横綱」の座を競
います。

申込み・問合せ

日 時

３月９日㈯午後１時20分〜４時
（受け付けは午後１時から）

会 場 サンパール荒川小ホール
定 員 100人（当日の先着順）

荒川ふるさと文化館 ☎（３８０７）９２３４

HP

ホームページアドレス

子ども俳句相撲大会 観覧者募集

た ず

◀昨年の様子
︵素盞雄神社︶

奥の細道矢立初めの地

学芸員による展示解説
日 時 ３月30日㈯午後１時30分〜２時10分
費 用 入館料100円
史跡めぐり「花の頃、あらかわの句碑を探ねる小さな旅」
日 時 ４月６日㈯午後１時30分〜３時30分
場 所 南千住・日暮里地域（交通費は実費負担）
定 員 30人（申込順）
申込み ２月21日㈭から電話で、荒川ふるさと文化館へ

電子メールアドレス

時 間

３月２日

蕉の句碑をはじめ、本行寺の小林一茶の句碑等も紹介し、近世・近

お

を開催します。また、奥の細道矢立初めの地・素盞雄神社の松尾芭

期 間

問い合わせ先

問
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平成
30年度

調査の概要

区政世論調査

[対

防災

5.2％
1.3％

A 「備蓄している」が６割
７日分の食料や飲料水を
備蓄しましょう

転居したい
5.7％

住み続けるつもり
60.8％

災害時のために備蓄をしている人は６割でした
が、３日分以上の食料や飲料水を備蓄している人
は26.7％でした。
災害時、家が無事で地域に
火災の危険がない場合は、自
宅に留まる在宅避難ができま
す。日ごろから日常備蓄※ を
行うとともに、生活するうえ
で必要なものを「家族の人数
×７日分（最低３日分）」備
蓄しましょう。

健康づくり・運動
Ｑ あなたは、日ごろ、運動やスポーツ活動をどのくらい

備蓄している

A 「週に１回以上」が３割半ば近く
運動習慣を身に付けて健康づくりに取り組みましょう
週に１回以上運動を行っている人は３割半ば近
くでしたが、40代は26.8％と、ほかの世代より
も低い傾向があります。
体を動かす習慣を身に付けるために、通勤・買
い物等で積極的に歩く、家事をしながら体を動か
すこと等を日常生活の中で意識しましょう。
さらに「あらみん体操」や「あらかわウオーキ
ングマップ」を活用して、運動習慣を身に付けて
健康づくりに取り組みましょう。

A 「関心がある」が８割半ば近く

清掃リサイクル課計画係

☎内線４７０

締切り

荒川区ホームページ電子サービスの電子申請で
※区役所１階総合案内等で配布する申込書の持参等でも申し込めます

３月29日㈮必着

区政への関心と要望
Ｑ
A

Ｑ
A

関心がある

あなたは、区政にどの程度関心がありますか

やや関心
がある

14.1

「関心がある」が５割弱

区が行っている事業のうち、
「今後、区に力を入
れてほしいと思うもの」を選んでください

「地震などの防災対策」が第１位

1.1％

家具の転倒・落下防止器具の設
置を行っていますか

A 「行っている」（「家具を固定する

《関心がない》39.8
無回答

あまり関心
がない

関心がない

7.3 3.2

32.0

7.8

わからない

35.5

（％）

地震などの防災対策
高齢者福祉の充実
騒音・ポイ捨て対策などの良好な生活環境のための施策の充実
地域防犯の取り組み
魅力ある景観づくり、木造住宅密集地域の改善など街づくりの推進
幼児・児童の子育て支援の充実
道路・交通網の整備

37.6%
25.8%
24.3%
23.9%
23.3%
21.6%
19.5%

区民の皆さんから特に要望の多い分野について、区が行っている取り組みの一部を紹介します

▶子育てアプリの配信
子育てを応援するため、スマートフ
ォン等に対応した「あらかわすくすく
子育てアプリ」を配信しています。
母子の健康記録・お子さんの成長記録
できたよ記念日・家族で共有
予防接種管理
地域子育て情報

38.0％

Ｑ あなたの家では、地震に備え、

◀ステッカー
︵小売業用︶

区では、食べることができるのに捨てられてしまう食べ物
（食品ロス）を削減するために、「荒川もったいない大作戦」
を展開し、食品ロス削減に取り組んでいる飲食店や小売店を
「あら！もったいない協力店」として登録しています（２月１
日現在、136店舗）
。
登録店は、ポスター・ステッカー等を掲示しています。ま
た、荒川区ホームページでも掲載しています。

5.5％

３日分以上、７日分未
満の食料や飲料水の備 21.2％ 60.9％
蓄に努めている

未回答

◀ポスター
︵飲食店用︶

「あら！もったいない協力店」をご利用ください

７日分の食料や飲料水
の備蓄に努めている

備蓄はしていない

◀ミニのぼり旗

Ｑ リサイクルやごみの減量に関心がありますか

申込方法

子育て支援

３日分未満の食料や飲
34.2％
料水を備蓄している

☎内線４３２

資源とごみ

容 インターネットを利用した、専用掲示板への投稿やアンケート調査への回答

申込み・問合せ 秘書課総合相談係（区役所１階） ☎内線２１６３

員 100人（選考）

※日常備蓄…普段使っているもの
を常に少し多めに備えること

行っていますか

問合せ

定

内

《関心がある》 49.6

できれば転居したい
3.1％

健康推進課保健相談担当

対

区内在住で、４月１日時点で
18歳以上の、パソコンでイ
象
ンターネットができる方（連
続する場合は、２期まで）

備蓄について、どのような取り
組みをしていますか
わからない
無回答

住み続けたい
87.7％

期 ４月下旬〜平成32年３月31日

Ｑ 災害時に備えた食料や飲料水の

A 「住み続けたい」が８割半ばを超えた
2.6％

任

（率）
]1262件（50.5％）
[ 回収数

居住と生活環境

問合せ

あらかわ・Ｅモニターを 募 集

[ 調 査 期 間 ] 平成30年８月31日〜９月30日
（10月５日まで延長）

[ 問合せ ] 秘書課総合相談係 ☎内線２１６１

Ｑ これからも荒川区にお住まいになりますか

あらかわ・Ｅモニターは、区政に対する意見・要
望を継続的にお聞きし、区政の参考にするための制
度です。任期満了まで所定の活動をした方に、区内
共通お買い物券1000円分を差し上げます。

[ 回 収 方 法 ] 郵送・電子申請

※小数点第２位を四捨五入したため、回答比率の合計が100％にならないものがあります

当分の間は住むつもり
26.9％

象 ] 区内在住の満18歳以上の男女
2500人を無作為抽出

[ 配 布 方 法 ] 郵送

区政世論調査へのご協力ありがとうございました。結果は、区役所地下１階情報提供コーナー、
ゆいの森あらかわ、各図書館、荒川区ホームページで閲覧できます。

転居するつもり
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区役所の代表番号☎（3802）
3111 区民の声 FAX（3802）
6262

問合せ

子育て支援課管理調整係
☎内線３８１１

地域防犯

▲ iOS 用

ア ン ド ロ イ ド

▲ Android 用

▶新たな保育園の開設
保育需要の増加に対応するため、４月１日に私立保育園３園を開
設する予定です。また、新設保育園の空きスペースを活用し、保育
需要の高い年齢の児童を対象に、一定期間継続的に保育を行う定期
利用保育事業を行っています。
問合せ

保育課保育管理係
▶新設保育園に関すること……… ☎内線３８２１
▶定期利用保育に関すること…… ☎内線３８４４

▶地域ぐるみの防犯の取り組み
年々増加する特殊詐欺等を防止
するためには、一人ひとりの取り
組みや地域ぐるみで防犯意識を高
めていくことが必要です。
区では、防災行政無線での注意
喚起や空き巣対策の防犯カメラ等
の設置助成、ボランティア等と連
携した見守り活動等を行っていま
す。
▶電話自動通話録音機の無料取り付け
区では、65歳以上の方が居住する区内の世帯を対象に、特殊
詐欺被害防止の効果がある電話自動通話録音機を無料で取り付け
ています。電話自動通話録音機は、詐欺の疑いがある電話や迷惑
な電話の相手に音声の録音を警告したうえで、通話内容を自動的
に録音する装置です。
問合せ

生活安全課生活安全係 ☎内線４９４

必要がない」
を含む）が７割近く
街づくり

高齢者福祉

▶燃え広がらない街の実現へ
地震や火災による被害を最小限に抑えるため、区内の木造住宅密
集地域でさまざまな施策を行っています。燃えにくい建築物への建
て替えや老朽建築物の除却の助成、所有している空き家・近隣の空
き家の悩みに関する相談も受け付けています。

▶高齢者みまもりネットワーク
高齢者の見守りや安否確認を行うとともに、地域ぐるみで高齢
者を見守るネットワークづくりを行っています。

▶公園等広場の整備
防災性の向上や居住環境の改善を目的とし
て、公園・広場等の整備を行っています。

▶いくつになっても健康でいるために
健康を維持・改善するために、「はつ
らつ脳力アップ教室」や、低栄養予防・
お口の機能向上等のさまざまな教室や講
座を実施しています。

安心・安全な自宅環境を整えましょう
災害時、自分や家族の安全を
守り、円滑に避難できるように
するためには、出火防止・家具
類の転倒・落下防止対策が効果
的です。
区では、感震ブレーカーや家
具類の転倒・落下防止器具等の
設置への助成を行っています。
詳細は、お問い合わせくださ
い。

問合せ
問合せ

防災課防災事業係 ☎内線４１８

防災街づくり推進課防災街づくり係
▶建築物の助成・公園等広場の
整備に関すること………………☎内線２８２１
▶空き家に関すること……………☎内線２８２６

問合せ

問合せ

高齢者福祉課地域包括支援係

高齢者福祉課介護予防事業係
☎内線２６６６

☎内線２６７６
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に ご注意を

の

区役所の代表番号☎（3802）
3111

区民の声 FAX（3802）
6262

無責任な餌付けはしない

カラスは春先から初夏にかけて繁殖期を迎えます。卵を産み
育てるために巣を作り、巣に近づく人を攻撃するので、注意が
必要です。

周辺住民の生活環境を不良状態にする無責任な餌付けはやめましょう。餌
を屋外に長時間放置すると、衛生上の問題があるほか、残った餌や群がる小
動物を狙い、カラスが集まり、鳴き声やふん害等の深刻な環境悪化を招くこ
とがあります。また、人が餌を与えることで、カラスは人を恐れなくなる可
能性もあります。

巣を作らせないために

カラスを寄せ付けないために
市販のカラスよけ用品、不要な CD 等をつるす（反射光が近隣の迷惑とな
らないよう注意）
釣り糸等をカラスが止まる手すり等に平行に張ると、カラスが寄りにくく
なります（広い場所等では、広げた翼に触れる間隔で垂直に数本張ると効
果的）

カラスは縄張りの中で餌を得やすい場所に巣を作ります。
一度巣を作った場所では、またその近くで巣作りをする可能
性があります。
巣の材料を放置しない
針金ハンガーや木の枝等は巣の材料になる
ので、不用意に放置しないでください。
樹木のせんていを行う
三つまたの枝等は絶好の営巣場所になるの
で、春先を迎える前にせんていしましょう。

問合せ

ごみ集積所では
カラスの餌になる生ごみを減らし、紙で包む等、外から中身が見えないよ
うにして出しましょう
カラスの餌となるごみを長時間放置しないよう、決められた収集日以外や
夜間にごみを出さないようにしましょう
防鳥ネットはめくられないように下部をしっかりと止めましょう

カラスの巣がある場合
カラスによる威嚇や攻撃等で人に危険が及ぶ場合、原因と
なる巣を撤去しますので、ご相談ください（私有地を除く）
。
※相談から実施までに時間がかかる場合があります
問合せ

環境課環境保全係 ☎内線４８５

生活衛生課管理係 ☎内線４２２

問合せ

荒川清掃事務所 ☎（３８９２）４６７１

消費生活センターから

新４Ｋ８Ｋ衛星放送
に関するトラブル に 注意

従来の地上波・ＢＳ・ＣＳ放送に加えて、新たにＢＳと110度Ｃ
Ｓにおいて４Ｋ８Ｋ放送が始まりました。テレビや受信設備を新し
いものにしないと視聴できない場合があるので、ご注意ください。
また、悪質商法等のトラブルに遭わないよう、正しい知識を身に付
けましょう。

よくある質問

注意点

Ｑ．これまで使っていたテレビやチューナー、
アンテナは使えなくなりますか。
Ａ．新４Ｋ８Ｋ衛星放送の視聴を希望しない場合は、そのまま利用できます。
Ｑ．新４Ｋ８Ｋ衛星放送の４Ｋ放送は、現在所有している４Ｋテレビで見るこ
とができますか。
Ａ．新４Ｋ８Ｋ衛星放送は、これまでと異なる方式で送信されるため、新しい
受信機能が非搭載の４Ｋテレビは、外付けの４Ｋチューナー等を別途購入
し、テレビに接続することで視聴できます。
Ｑ．マンションに住んでいますが、新４Ｋ８Ｋ衛星放送は見ることができますか。
Ａ．マンションによって、ケーブルテレビ、アンテナ、インターネット等、さ
まざまな方法でテレビを受信しています。詳細は、マンション管理組合等
にお問い合わせください。
新４Ｋ８Ｋ衛星放送に関するお問い合わせ
新４Ｋ８Ｋ衛星放送コールセンター
☎０５７０（０４８）００１
㈪〜㈮午前９時〜午後５時

広

地上波では新４Ｋ８Ｋ衛星放送は視聴できません。ＢＳ・ＣＳ
放送、ケーブルテレビを視聴できる設備や環境が必要です。ま
た、衛星放送の受信契約も必要です。
消費者に不当に高額な工事費を請求する悪質商法の被害が発生
するおそれがあります。視聴するためには工事費用がかかるた
め、複数の業者から見積もりを取って検討する必要がありま
す。不審に思ったら、消費生活センターに相談してください。
詳 細 は、 総 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.soumu.
go.jp/menu̲seisaku/ictseisaku/housou̲suishin/4k8k̲
suishin.html）をご覧ください。

消費生活センター
（区役所６階）
にご相談ください
［受 付 時 間］㈪〜㈮（㈷等は除く）、午前８時30分〜正午、午後１時〜４時30分
［相談専用電話］☎（５６０４）７０５５

告

広告内容の問い合わせは各事業所へ

不動産のことなら「ハトマーク」のお店へ
こんにちは。宅建協会（荒川区支部）
です。
「ハトマーク」は、全国不動産業者（約12万余）の約80％が加入する
国内最大の不動産業界団体です。

不動産のお困りごと
相続、底地、借地、共有持分
空家、有効活用、などなど

（

随時

談」
「無料相
中！

）

実施

また、不動産業の新規開業なら
「ハトマーク」
！
！
手厚い開業支援サポートで皆様の開業を強力にバックアップします。

公益社団法人

東京都宅地建物取引業協会（宅建協会）荒川区支部
支部長：原田 仁教

支部事務局：荒川区町屋1−2−15

電話：03-5855-0091 FAX：03-5855-0093
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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

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

時

所在地
町屋２−９−２１
東日暮里５−４４−１
南千住５−１０−１
荒川６−４１−４
西尾久２−３５−１
東日暮里３−４２−８

電 話
（３８９５）３５２１
（３８０３）３３７７
（３８０６）２２３２
（３８９５）７２３１
（３８９３）７３５５
（５８１１）７５７５

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

施術所名

所在地

電

話

西日暮里３−１７−１１ （３８２２）４９７０

リサイクル自転車を販売します
期 日 ２月25日㈪

販売店 下表参照

販売価格 8000円

店

販売台数 １店２台程度

名

所 在 地

対

人

内
電話番号

（防犯登録手数料を含む） ホンダウイングクジライ 南千住５−６−13 （３８０１）
５８９３
※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

問合せ
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
ふ（３８０２）３８３１

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

吉村モータース

荒 川 ２ −47− ７ （３８０３）
５４５４

内田輪業

荒 川 ３ −32− ９ （３８０６）
４７５１

サイクルショップアライ 町 屋 ３ − １ −14 （３８９５）
４３０９
直井商会

東日暮里３−４２−１２（３８０１）
２７７３

区民住宅の入居者を募集
区民住宅
所在地
規模
開設年
使用料
（月額）
町屋五丁目住宅 町屋５ - ９ - ２ 22階建て124戸 平成10年 11万1600円〜14万2900円
※ほかに共益費月額１万円

次のすべてに該当する方

表１
世帯人数
所得の範囲
２人 227万6000円〜622万4000円
３人 265万6000円〜660万4000円
４人 303万6000円〜698万4000円

施設管理課管理・住宅係 ☎内線２８２４

１月28日、五十嵐立青つくば市
長、つくば観光大使・つくば観光コ
ンベンション協会の皆さんが荒川区
を訪れました。来庁した方へつくば
市特産の梅茶をふるまう等、「第46
回筑波山梅まつり」（３月21日㈷ま
で）のＰＲキャンペーンを行いまし ▲左から、つくば観光大使の皆さん、
た。
西川区長、五十嵐つくば市長

問

HP

ホームページアドレス

つくば観光大使の皆さんが
第46回筑波山梅まつりを紹介

申

電子メールアドレス

減額する額 ２万円（月額）
区役所北庁舎２階施設管理課で配布する申込用紙
申込方法
に必要事項を記入し、持参で

締

問い合わせ先

▪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。

￥

申込方法︵申込先︶

▶現に住宅を必要としている
▶現に同居または同居しようとする
※５人以上の世帯は、お問い合わせください
親族（婚約者を含む）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）が表１の金額の範囲内である
▶申込者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

持

締め切り

対 象

講

費用

ンピュータ室 人30人（抽選）
￥1000円（月額） 締３月15日
㈮必着 申往復はがきに、住所・
氏名・電話番号（返信面にも記
入）を、〒116-0012荒川区東尾
久６ -16- ８清見へ
☎（３８９２）６０２６

☎（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

浅川接骨院

申込み・問合せ

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。

（３８０６）２００４

持ち物

イベント情報
◆ＩＴグループ・あいぼら「はじめ
てのパソコン講座」
日４月６ 日 か ら、 ４ 月・６月・
９月・11月、平成32年２月の㈯
（月４回） 時午前９時30分〜正
午 所生涯学習センター４階コ

期 日
２月24日㈰

話

講師

費用の記載がないものは無料です

日の第１・３㈪（全20回）
※㈷等を除く 時午前10時〜
11時 対18歳以上の方 人30
人（申込順）
◆体験テコンドー教室
日３月３日㈰ 時午後１時〜３
時 人30人（当日の先着順）
※未就学児は保護者同伴で
◆社交ダンス初級教室
日４月５日〜９月27日の第１
〜４㈮（全23回） ※㈷等を除
く 時午前11時〜正午
対20歳以上の方 人10人（申
込順） 内ブルース・ジルバ・
スクエアルンバ
西尾久ふれあい館
☎（３８１０）６２１９
◆作品展と歌のミニコンサート
日３月17日㈰ 時午前11時〜
午後４時 ※出展者を募集しま
す
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆スプリングフェスタ
日３月９日㈯ 時午後２時30
分〜４時30分 内ステージ発
表、大ビンゴ大会
西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５
◆ハッピーえんにち
日３月２日㈯ 時午後１時30
分〜４時30分 内お化け屋敷、
雑貨屋等

南千住７−３−７

●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

使用料を減額します

石浜ふれあい館
☎（３８０５）５３０１
◆浜工房「１本のビンで癒しのお
花を生けてみませんか」
日３月７日㈭ 時午後１時30
分〜３時 対20歳以上の方
人10人（申込順）
南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
◆はじめてのヨガ
日・時▶３月１日㈮午前10時
15分 〜11時15分 ▶ ３ 月15
日㈮午後７時〜８時 対18歳
以上の方 人各30人（申込順）
※両日の同時予約不可
南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
◆フリーマーケット
日３月17日㈰ 時正午〜午後
３時 ※出店者を募集します
（20歳以上の方、20組〈申込
順〉
）
町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１
◆初心者成人陶芸教室
日３月５日・12日・26日の㈫
（全３回） 時午前10時〜正午
対20歳以上の方 人15人（抽
選 ） ￥2000円 締 ２ 月28日
㈭午後６時
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆フラダンス教室
日４月１日〜平成32年３月16

問合せ

荒井歯科医院

電

内容

申込期間の指定がない申込順の事業は、２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

２月24日㈰

所
所在地

定員

ふれ あ い 館の催 し

医療機関名

対象

医療機関名
加藤産婦人科医院
加藤小児科内科医院
南千住病院
大泉クリニック
小島医院
くれ内科医院

期 日

会場・場所

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
○
婦
○ 内・小
○
内
○ ○ 内・小
２月24日㈰
○ ○
内
○
内

象

【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

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

２月23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

診療時間

☎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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あらかわエコジュニアクラブ

内 容（予定）
４月 発足式、ＪＡＸＡワークショップ
５月 ビオトープのヤゴを観察しよう
６月 ＪＡＸＡ筑波宇宙センター見学ツアー
７月 天気のワークショップ、夏休みエコ教
室①
８月 １泊２日秩父市交流ツアー、夏休みエ
コ教室②
９月 カカオとチョコのワークショップ
10月 多摩動物公園バスツアー
11月 パーム油の秘密を学ぼう
12月 エコプロ2019へ行こう
平成32年１月 隅田川観察会
２月 未来の広告作り①・②
３月 修了式、春のエコフェスタ

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。バスツアーや施設見学、ワークショッ
プ等、盛りだくさんの内容です。
日 時
対 象

ジ

月１回いずれかの㈯午後２時〜４時（全15回）
※夏休み期間は平日開催もあり

区内在住・在学の小学４〜６年生（学年は平
成31年４月時点）

定 員 30人（申込順）
費 用 無料

※施設入場料、宿泊時の食費は実費負担あり

２月21日㈭から来所・電話・荒川区ホーム
ページの電子申請で、保護者の住所・氏名・
申込み 電話番号・参加希望者の氏名・学年を、あら
かわエコセンター２階環境課環境推進係へ
☎内線４８２

「働きたい」を
応援します
ジ

ョ

▲第１期生の活動の様子

ャ

ク

サ

※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

就職・就労 を サポートする窓口をご利用ください

ブ

仕事・生活 サポートデスク

ＪＯＢコーナー町屋
区が共同設置しているハローワー
クの出先機関です。職業相談・紹
介、内職相談・紹介等を行っていま
す。
●時 間

第２期生募集

経済的な問題・仕事や住まい等の
相談を行っています。相談内容に応
じて、関係機関と連携し、支援を行
います。

午前10時〜午後６時
※㈯・㈰・㈷等を除く

●場 所 区役所１階
●問合せ ☎内線２６２４

●場 所 センターまちや３階
●問合せ ☎（３８１９）７７７１
※内職相談・紹介は就労支援課
就労支援係☎内線４６６へ

マザーズハローワーク日暮里

子育て女性のおしごと相談デスク

育児・介護と仕事の両立を目指す
方を対象に、担当制個別支援での職
業相談・紹介等を行っています。

子育て中の再就職や、家庭と仕事
を両立する働き方等の総合的な相談
を行っています。
●時 間

※ハローワーク足立が運営

㈫・㈬・㈭
午前10時〜午後４時

●時 間

※㈯・㈰・㈷等を除く

※㈷等を除く

●場 所

センターまちや３階

●場 所

※キッズコーナー、
授乳室も備えています

●問合せ ☎（５８５０）８６１１

日暮里わかものハローワーク

わかもの就労サポートデスク
就職前後の悩み相談等の窓口で
す。お お む ね39歳 以 下 の 方 を 対 象
に、
就職活動に関するアドバイス・セ
ミナー等を行っています。
また、保護者向けに個別相談も行
っています。

44歳以下の方を対象に、担当制
個別支援での職業相談・紹介等を行
っています。
※ハローワーク足立が運営

●時 間

※㈯・㈰・㈷等を除く

●場 所 西日暮里２ -29- ３（７階）
●問合せ ☎（５８５０）８６０９

●場 所 センターまちや３階
●問合せ ☎（３８００）６１８８

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

６万7000部発行

（

（

毎月１日・11日・21日

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

荒川区

〒116-8501

午前10時〜午後６時
※㈯・㈰・㈷等を除く

午前10時〜午後６時

発行

西日暮里２ -29- ３（５階）
※チャイルドコーナーも備え
ています

●問合せ ☎（５９０１）１８７０

●時 間

午前10時〜午後６時

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、あらかわ区報の個別配付を希望する方は、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）

