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No.1646 2019年（平成31年）２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

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

