主 な 内 容

平成31年

2月1日
No.1644

荒 川 区

☎
（3802）
3111 FAX（3802）6262

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

８面◆盛り上げよう
東京2020パラリンピック競技大会
シッティングバレーボールの公
式練習会場が荒川総合スポーツ
センターに決定

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

忘れず早めに税の申告を
申告期限間近は、窓口が大変混雑します。早めの申告をお願いします。

申 告 期 間

２ 月18日

住 民 税 の 申 告

申告の必要がない方
▶税務署に所得税の確定申告をする方
▶給与収入のみの方で、勤務先から区に給与支払報告書が
提出されている方
▶公的年金収入のみの方
※医療費控除等を受ける場合は、確定申告（源泉徴収所得税がある
方）または住民税の申告が必要です

税務課課税係 ☎内線２３１８

〜３ 月 15 日

会場・日時

申告が必要な方
平成31年１月１日現在、区内に住所のある方は原則と
して住民税（特別区民税・都民税）の申告が必要です。平
成30年中に収入がなかった方も、税証明書の発行、国民
健康保険・介護保険の保険料額の算定、児童手当の支給決
定等に必要なため、生活状況等を申告してください。

問合せ

会

場

日

時

２月18日㈪〜３月15日㈮
午前８時30分〜午後５時15分
区役所２階税務課

※㈯・㈰等を除く。ただし２月24日㈰・３月10日㈰
は午前９時〜正午に受け付けを行います
※㈬は午後７時まで（申告期間中のみ）

南千住駅前ふれあい館

２月19日㈫・20日㈬

日暮里区民事務所２階

２月21日㈭・22日㈮

尾久ふれあい館３階

２月26日㈫・27日㈬

町屋区民事務所２階

２月28日㈭・３月１日㈮

▶午前９時〜正午
▶午後１時〜４時

※所得税の確定申告の相談は行っておりません
※郵送でも申告できます。必要事項・電話番号の記載漏れ、控除証明書の添付漏れがな
いように注意してください

申告に必要なもの
▶申告書 ※昨年申告された方等へ２月上旬にお送りする他、区役所２階
税務課、各区民事務所で配布します

▶番号確認書類…マイナンバーカード（個人番号カード）または
通知カード
▶本人確認書類…マイナンバーカード（個人番号カード）、運転
免許証、パスポート等の顔写真付きの書類（持っていない場合
は、健康保険証や年金手帳等が２点必要）

▶収入の証明書等…平成30年中の給与所得に関する源泉徴収票、
支払者の証明書等
▶各種控除の証明書等…平成30年中に支払った国民年金保険料・
生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費の明細書、学
生証等
▶印鑑

２ 面で 、 申 告 す る 際 の 注 意 点 ・ 税 制 改 正 ・ 所 得 税 の 確 定 申 告 等 につ い て お 知 ら せ し ま す

﹁平成﹂という時代を振
り返ると︑世界規模の経済
危機︑阪神淡路大震災︑東
日本大震災等の多くの自然
災害が発生し︑先を見通す
ことの難しい時代でした︒
このような時代だからこ
そ︑区は︑最も身近な基礎
自治体として区民の皆様の
日々の暮らしに寄り添い︑
区
民の幸福実感を高めるため
に︑さまざまな施策の充実
に努めて参りました︒その
実施のために必要な財源と
なるのが﹁税﹂です︒
平成 年度決算の特別区
税の収入額は︑過去最高の
１６８億９千万円となりま
した︒これは︑区の人口が
増加していることだけでな
く︑何より区民の皆様に期
間内申告および納期内納税
を行っていただいているこ
との結果であると考えてお
り︑深く感謝申し上げます︒
区は︑区民の皆様が明日
に夢と希望が持てる地域社
会を築いていくことが区政
の役割であると考え︑これ
からも災害や急速に進行す
る 少 子 高 齢 化︑ 環 境 問 題
等︑さまざまな区政の課題
に迅速かつ適切に対応しま
す︒
皆様からお預かりした貴
重な税を最大限に活用し︑
どのような課題にも果敢に
取り組み︑その解決に向け
てさらに質の高い行政サー
ビスを提供して参りますの
で︑今後とも︑ご理解・ご
協力をよろしくお願いしま
す︒

▶新たな時代に夢と希望が持てる社会を実現するために
29

荒川区長・特別区長会会長
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〜
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区役所の代表番号☎（3802）
3111 区民の声 FAX（3802）
6262

申告する際の注意点

下記の所得等を住民税に算入する場合、
住民税の納税通知書が送られてくるまでに
確定申告をしてください

医療費控除の申告方法
平成30年度（29年分 ) から、医療費控除またはセルフメディ
ケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出
の代わりに「医療費控除の明細書」または
「セルフメディケーション税制の明細書」
を作成し、申告書を提出する際に添付する
ことが必要です。（経過措置で、平成32年
度〈31年分〉の申告までは医療費等の領収
書の添付等による申告も認められます）

・上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除等
・居住用財産に係る長期譲渡所得の課税の特例
※上場株式等に係る配当・譲渡所得等について、所得税と住民税とで
異なる課税方式（申告不要等）を選択する場合、住民税の納税通知書
が送られてくるまでに課税方式を住民税申告する必要があります

平成31年度（平成30年分）から適用される主な税制改正
配偶者控除の見直し

配偶者特別控除の見直し

納税義務者の所得金額が900万円を超えると、配
偶者控除が段階的に減額となり、1000万円を超え
ると配偶者控除が適用されません。（配偶者の所得
の上限は38万円で変わりません）

配偶者の所得の上限が、76万円未満から123万円以下
へ引き上げられます。なお、納税義務者の所得金額が900

所得税の確定申告

※確定申告書を提出した方は、住民税の
申告は必要ありません

申告書の作成・提出はお早めに
◆確定申告書の作成は国税庁ホームページをご覧ください
確定申告書等作成コーナーの画面案内に従って金額等を入力す
ると、税額等が自動計算され、申告書を作成することができます。
https://www.nta.go.jp/

国税庁ホームページアドレス
◆確定申告書の提出方法
イータックス

▶ e-Tax を利用して送信 ▶税務署窓口・郵便または信書便で提出

問合せ

荒川税務署
☎（３８９３）０１５１

◆小規模納税者・年金受給者・給与所得者向け
「税理士による所得税・消費税の無料申告相談」
会

場

期

日

サンパール荒川小ホール

２月 ４日㈪・５日㈫

アクト21地下ホール

２月 ７日㈭・８日㈮

区役所３階304・305会議室

２月 13日㈬・14日㈭

［時間］▶午前９時30分〜正午 ▶午後１時〜４時
※受け付けは、午前９時から
※受け付け終了は、各終了時刻の30分前

マイナンバーの記載
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、税務
署へ提出する申告書や申請書等には、マイナンバーの記載と本人確
認書類の提示または写しの添付が必要です。

申告相談

納税をお忘れなく
現金で納付する場合は、申告書の提出期限が納期限です。現金
に納付書を添えて金融機関や税務署で納付してください。

公的年金等の受給者の方へ

［期間］２月18日㈪〜３月15日㈮ ※㈯・㈰等を除く
［時間］午前９時15分〜午後５時
※受け付けは、午前８時30分から午後４時

［場所］荒川税務署
◆日曜日の申告書作成
［期日］２月24日・３月３日の㈰
［時間］午前９時15分〜午後５時
※受け付けは、午前８時30分〜午後４時

［会場］王子税務署（北区王子３ -22-15）
※荒川税務署では手続きを行っていません

［税目］所得税・復興特別所得税、個人事業者の消費税・地方消
費税、贈与税
［内容］申告相談、申告用紙の配付、申告書の受け付け

個人事業税の申告
都内に事業所・事務所があり、法律で定められた事業を行う
個人に課税されます。
※所得税の確定申告をすれば、個人事業税の申告は不要です

問合せ 荒川都税事務所

！

万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に減額となり、
1000万円を超えると配偶者特別控除が適用されません。

☎（３８０２）８１１１

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年
金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に
係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確
定申告は必要ありません。
※所得税の還付を受ける場合や、上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰り越
す場合には、確定申告書を提出する必要があります
※住民税の申告が必要な場合があります

復興特別所得税をお忘れなく
平成25年以降の25年間は、各年分
の基準所得税額に2.1％を乗じて計算
し、所得税と併せて申告・納付してく
ださい。

税の無料相談会
日

時

２月22日㈮午前10時30分〜午後３時30分
※午後０時30分〜１時30分を除く

▶南千住駅前ふれあい館
場 所 ▶アクレスティ南千住２階（南千住7-1-1）
※確定申告用紙等の配布や申告書の受け付けは行いません

問合せ 東京税理士会荒川支部

☎（３８００）５５７７
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国民健康保険料 後期高齢者医療保険料
介護保険料 国民年金保険料 は

所得控除の対象です

平成30年１月〜12月に納付した保険料は、社会保険料控除として
全額が所得控除の対象となります。生計を共にする配偶者や親族の
保険料を負担した場合も、合算して控除できます（特別徴収分を除
く）。確定申告や住民税の申告の際は、「社会保険料控除」欄に記入し
てください。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
は、納付方法により取り扱いが異なります。

▶口座振替や納付書等により保険料を納付した場合
納付した方（生計を共にする方）の社会保険料控除の対象となります。
▶公的年金等からの特別徴収により保険料を支払った場合
年金受給者の保険料控除の対象となり、それ以外の方が社会保険料控除とすることはで
きません。

国民健康保険料のお支払いは口座振替 で

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額の確認方法
▶納付書を利用の方……領収証書
▶口座振替の方…………平成30年12月に送付した口座振替済みのお知らせ
▶特別徴収の方…………日本年金機構から送付された源泉徴収票

新規申し込みキャンペーン
期

間 ２月１日㈮〜６月28日㈮

対

象

定

員 800世帯（申込順）

日本年金機構から送付された社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書で確認できます。
※申告時に上記証明書の添付が必要です
※家族の方が国民年金保険料を納付した場合は、納付した方が社会保険料控除として申告できます

役所 階）
申込み 国保年金課保険料係（区役所１階）
問合せ ☎内線２３８７

▶国民健康保険料・後期高齢者医療保険料……国保年金課保険料係（区役所１階） ☎内線２３８６
▶介護保険料………………………………………介護保険課資格保険料係（区役所２階） ☎内線２４４１
▶国民年金保険料…………………………………荒川年金事務所 ☎（３８００）９１５１

医療費等が高額の方は申請を

高額医療・高額介護合算療養費

平成29年８月１日〜平成30年７月31日 ( 合算期間 ) の１年間で医療保険と介護保険におけ
る自己負担額が高額になる場合に、限度額（右表）を超えた額を支給します。
※合算対象の医療費は、保険対象外の治療、サービスを除きます
※70歳未満の方は、１つの医療機関で同月内に２万1000円以上の自己負担額を支払った場合、合算の対象に
なります

申請開始時期 ２月下旬
平成30年７月31日現在、荒川区の医療保険（国民健康保険または後期高齢者
申請書の送付 医療制度）の資格がある方には、申請書を２月下旬に送付します。
※国民健康保険の資格がある方は、世帯主に申請書を送付します

合算期間内に医療保険の資格に変更があった方等には申請書を送付できませんので、下記の
方法で申請してください。

申請書を送付できない方

荒川区の医療保険の資格を取得した方
加入していた医療保険の
「自己負担額証明書」
を添付し、
国保年金課で申請してください。
荒川区の医療保険の資格を喪失した方
国保年金課で発行する「自己負担額証明書」を添付し、平成30年７月31日現在加入し
ている他の医療保険者に申請してください。
荒川区に転入
（後期高齢者医療制度の方は都外から）
した方
転出した自治体で発行する医療保険または介護保険の「自己負担額証明書」を添付し、
国保年金課で申請してください。
荒川区から転出
（後期高齢者医療制度の方は都外へ）
した方
国保年金課・介護保険課で発行する医療保険または介護保険の「自己負担額証明書」を
添付し、転入先の自治体で申請してください。
荒川区の医療保険以外の方
介護保険サービスの利用実績がある場合は、
介護保険課で発行する｢介護保険自己負担額
証明書｣を添付し、
平成30年７月31日現在加入している医療保険者に申請してください。

申請・問合せ

平成31年度
利用期間

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費の
自己負担限度額表
▶70歳未満の方
適用区分（世帯単位）
旧ただし書き所得901万円超
旧ただし書き所得600万円超901万円以下
旧ただし書き所得210万円超600万円以下
旧ただし書き所得210万円以下
住民税非課税世帯

自己負担
限度額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

▶70歳以上の方
自己負担
限度額
Ⅲ（住民税課税所得690万円以上）212万円
現役並み
Ⅱ（住民税課税所得380万円以上）141万円
所得者
Ⅰ（住民税課税所得145万円以上） 67万円
一般（現役並み所得者・住民税非課税世帯
56万円
を除く )
Ⅱ（世帯全員が区民税非課税の
31万円
世帯）
住民税
Ⅰ（世帯全員が区民税非課税か
非課税世帯
つ世帯全員の所得が０円の世 19万円
帯）
適用区分（世帯単位）

※70歳未満の国民健康保険の自己負担額は、医療機関
別、医科・歯科別、入院・通院別に２万1000円以
上ある場合に対象となります
※同じ世帯に70歳未満の方と70歳〜74歳の方がいる
場合は、70歳〜74歳の方を計算し、残る負担額を
70歳未満の方の自己負担額と合算します

▶国民健康保険……………国保年金課保険給付係（区役所１階） ☎内線２３８３
▶後期高齢者医療制度……国保年金課後期高齢者医療係（区役所１階） ☎内線２３９１
▶介護保険…………………介護保険課介護給付係（区役所２階） ☎内線２４３２

学童クラブ利用の追加申請を受け付け

４月１日〜平成32年３月31日
※㈰・㈷等を除く

各学童クラブ・区役所２階児童青少年課で
配布する申請書等（荒川区ホームページか
らもダウンロード可）に必要事項を記入
し、２月18日㈪〜28日㈭に第１希望の学
童クラブへ
※お子さんの通う学校ごとに選択できる学童クラ
ブが異なります
※右表の◎または★の学童クラブは、小学４〜６
年生も申し込めます

問合せ

国保年金課の窓口で新規に国民健康保険料
の口座振替申し込みをした世帯

プレゼント内容
保険証ケース
（あら坊イラスト入り）

国民年金保険料の納付額の確認方法

問合せ

3

児童青少年課児童事業係

☎内線３８３１

学童クラブ名
南千住四丁目 ★
汐入
◇◎
三峡小
☆★
花の木
◎
九峡小
☆★
四峡小
☆
大門小
☆◎
七峡小
☆◎
二日小
☆★
日暮里
◇★
六日小
☆◎

所在地
南千住４ - ９ - ７ トミンタワー南千住四丁目内
南千住８ - ２ - ２ 汐入ふれあい館内
荒川１ -43- １ 第三峡田小学校内
荒川５ -50- ５ 花の木ひろば館内
荒川６ - ８ - １ 第九峡田小学校内
町屋２ -11- ６ 第四峡田小学校内
町屋４ -27- ８ 大門小学校内
町屋８ -19-12 第七峡田小学校内
東日暮里５ - ２ - １ 第二日暮里小学校内
西日暮里２ -10- ９ 日暮里ひろば館内
西日暮里６ -35-16 第六日暮里小学校内

電話番号
（３８９１）６５１７
（３８０３）２０５７
（３８０１）６０８２
（３８１９）２１８１
（３８１９）７９３１
（３８９５）６８８５
（３８９５）４３１６
（３８９５）４７９６
（３８９１）５９７１
（３８０６）３３０１
（３８９３）３８２０

☆…放課後子ども総合プランを実施（にこにこすくーると一体型の運営）

記号の ◇…連携型の放課後子ども総合プランを実施（学校休業日を中心に近隣のにこにこすくーると連携）
説 明 ◎…高学年指定学童クラブ（小学４〜６年生も申し込めます）
★…定員に十分な余裕があるため平成31年度は、小学４〜６年生も申し込めます
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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
「荒川区食品衛生監視指導
計画（案）」への意見を募集
区役所地下１階情報提供
コーナー・北庁舎１階生活衛生課食
品衛生係、荒川区ホームページ
締２月28日㈭必着
意見の提出 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年齢⑥意見を、〒1168502（住所不要）荒川区役所生活
衛生課食品衛生係へ☎内線４２８
ふ（３８０６）２９７６
め syokuhin-eisei@city.arakawa.
lg.jp
素案の閲覧

景観まちづくり推進委員会
委員を募集
任期 ４月１日〜平成32年３月31日
対区内在住・在勤・在学の20歳以
上（４月１日現在）で、平日に開催
される会議に出席できる方 人10
人（選考） 内景観まちづくり塾の
企 画・ 運 営 等 申込書の配布 区 役 所
北庁舎３階都市計画課 ※荒川区ホ
ームページからもダウンロード可
締２月28日㈭
申持参・郵送・ファクス・電子メー
ルで、申込書を、〒116-8501（住
所不要）荒川区役所都市計画課都市
計画担当へ☎内線２８１６
ふ（３８０２）００４６
め toshikeikaku@city.arakawa.
tokyo.jp

荒川フリーマーケットの
出店者を募集
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） ※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、４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荒川清掃
事務所３階清掃リサイクル課ごみ減
量係へ 締２月８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（清掃リサイクル課内）
☎（５６９２）６６９７

芸術文化イベントの企画を
募集
企画の開催を支援します。
対区内で芸術文化活動を行いたいと
考えている団体・個人 人５件（選
考） テーマ 世界の芸術文化 ※特
定団体・個人の発表会・展示会等を

除 く 募集要項の配布 町 屋 文 化 セ ン
ター（下記ホームページからもダウ
ンロード可） 締３月29日㈮必着
申 ACC ☎（３８０２）７１１１
ほ http://www.acc-arakawa.jp/
デ

趣味 d e 手づくりバザール
の出店者を募集
手作り品を展示・販売する出店者
を募集します。
日３月10日㈰ 時午前10時〜午後
３時 募集店舗数 20店（抽選）
店の広さ 約180㎝×45㎝ ￥300円
締２月15日㈮消印有効 申はがき
で、４面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤主な販売品を、〒1160011荒 川 区 西 尾 久 ４ -26- ６ NPO
法人エコ生活ひろめ隊「趣味 de 手
づくりバザール」係へ
◆事前説明会
日２月20日㈬ 時午前10時〜11時
……………………………………
所あらかわエコセンター２階
※車での来場はできません
問 NPO 法人エコ生活ひろめ隊
☎０７０（６５２１）７６５１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

公益通報者保護制度
法令に違反する行為を労働者が公
益のために通報した場合、解雇等の
不利益な取り扱いを受けないよう労
働者を保護する制度です。
◆事業者の方へ
国は、ガイドラインを作成し、事
業者に対して次のような事項を求め
ています。
▶労働者からの通報・相談窓口の設
置 ▶公益通報を理由とした解雇等
の不当な取り扱いの禁止 ▶通報者
や通報の対象となった者の個人情報
の保護 ▶事業者が行った是正措置
の通報者への通知
◆雇用されている方へ
勤務先で法令違反行為を確認した
場合、勤務先の通報窓口等へ連絡し
てください。
※公益通報の保護対象は、不正な目
的でないこと、通報内容が真実であ
ると信じる相当の理由があること等
の要件があります
……………………………………
問▶総務企画課総務係
☎内線２２１１
▶消費者庁公益通報者保護制度相談
ダイヤル☎（３５０７）９２６２

暮らし

保険給付係☎内線２３８２ ▶後期
高齢者医療制度の方…国保年金課後
期高齢者医療係☎内線２３９１

傾聴サロン
◆サロン三ノ輪橋
日２月12日㈫ 時午後１時30分〜
２時30分 所荒川区社会福祉協議
会３階活動サロン
◆カフェ・結
日２月19日㈫ 時午後１時30分〜
３時30分 所日暮里市民サロン・
結（東日暮里６ -40-22） ￥200円
……………………………………
※直接会場へ
問荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

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２月12日・26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（後見業務編）
日２月20日㈬ 時午後１時30分〜
３時
◆弁護士による権利擁護相談
日２月28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

高齢者
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２月７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２月６日㈬
申介護保険課介護給付係
☎内線２４３２

健康講座
◆認知症予防の講演と体操
日３月１日㈮ 持筆記用具
◆バランスのいい食事と歯の健康
日３月８日㈮ 持筆記用具
◆身体のコンディションの整え方
日３月15日㈮ 持筆記用具
◆タオル体操〜リズムに乗って
日３月22日㈮ 持タオル
……………………………………
時午後１時〜２時30分 所荒川老
人福祉センター 対区内在住の60
歳 以 上 の 方 と 家 族 等 人 各30人
（抽選） 締２月７日㈭必着
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⑦希
望講座を、荒川老人福祉センター
〒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

荒川老人福祉センターの催し
◆吟詠大会
日２月22日㈮ 時午前９時15分〜
午後１時 ※直接会場へ 内詩吟・
朗読愛好家による成果発表
◆音楽体操講習会

ジェネリック医薬品を
使ってみませんか
ジェネリック医薬品とは、先発医
薬品と同等の効き目や安全性があ
り、先発医薬品の特許期間終了後に
販売される低価格の医薬品です。
詳細は、医師・薬剤師等に相談し
てください。
問▶国民健康保険の方…国保年金課

有酸素運動等 持タオル、飲み物
※動きやすい服装で
◆スマートフォン講座
日３月６日・13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 人各クラス25人 内基
本操作・機能紹介・アプリ取得等
※スマートフォンは用意します
……………………………………
※抽選
対区内在住で60歳以上の方 締２
月７日㈭必着
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⑦ス
マートフォン講座のみ希望のクラス
（午前・午後）を、荒川老人福祉セ
ンターへ
所・ 問 荒 川 老 人 福 祉 セ ン タ ー
（ 〒116-0002荒 川 区 荒 川 １ -34６）☎（３８０２）１６６６
ふ（３８０２）１６８３
め starts-from60@arakawashakyo.or.jp

男性介護者の会
日２月16日㈯ 時午後６時30分〜
９時 所荒川ボランティアセンター
（荒川区社会福祉協議会内）
￥1500円（懇親会参加者のみ）
問オヤジの会（荒川区男性介護者の
会）・神達
☎０９０（８９４９）０５００

介護者交流サロン・結

日３月５日㈫ 時午後１時〜２時
30分 人30人 内歌謡曲を使った

日２月16日㈯ 時午後１時〜３時
所荒川山吹ふれあい館 ※直接会場
へ
問荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
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産業・経営支援

夜間学級の生徒を募集

スポーツ推進委員を募集
任期 ４月１日〜平成32年３月31日

日２月13日㈬ 時▶企業説明会…
午後１時30分〜２時 ▶就職面接

自転車安全利用講習会
日２月16日㈯（雨天中止） 時午前

▶２日目
内 容

白河関跡（見学） 白河小峰城（見学） 白河ラーメン（昼食）
白河フラワーワールド（散策） 南湖公園（見学）

※２日目が自由行動のプランもあります。詳細は、
お問い合わせください

１人分（１室を２〜６人で利用した場合）
▶Ａ室…３万6900円 ▶Ｂ室…３万4600円
費 用 ▶Ｃ室…３万2400円
※宿泊・往復バス・ツアー代、保険料、入湯税を含む
※１人で参加する場合は割増料金となります

申込み ホテルグリーンパール那須
問合せ ☎０２８７（７６）２８８３

締

申

問

区民保養所の予約受付開始日
ホテルグリーンパール那須
利用期間 ８月１日㈭〜31日㈯
▶電話…２月10日㈰午前10時からホテルグ
リーンパール那須へ
▶施設予約システム…２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 ５月１日㉁〜31日㈮
※５月６日㉁〜９日㈭・24日㈮は施設点検等のため
利用できません

▶電話…２月12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
☎（３２７３）５１５１

HP

ホームページアドレス

▶３日目…ホテルグリーンパール那須（午前８時45分出発）→国営ひたち海浜公園
（散策）→那珂湊（昼食）→荒川区役所（午後４時到着予定）

￥

６面へ続く

白河関・小峰城見学と国営ひたち海浜公園ツアー

期 間 ４月23日㈫〜25日㈭ ※２泊３日（朝２食、昼１食、夕２食付き） 最少催行人数 20人
▶１日目…荒川区役所（午前10時出発）→蔵の街（散策・自由昼食）→ホテルグリー
ンパール那須（午後３時到着予定）

持

電子メールアドレス

ホテルグリーンパール那須

講座

アンド

講

問い合わせ先

警備・建設・軽作業等
就職応援面接会

日３月２日㈯・３日㈰（全２回）
時午後１時〜６時 内文書作成、図
表挿入 ￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
K２ エクセル活用
日３月10日㈰ 時午前10時〜午後
５時 内消費税計算、データ集計分
析 ￥1400円
※エクセルの基本操作ができる方
K３ かんたんインターネット＆メール
日３月11日㈪〜15日㈮（全５回）
時午後７時〜９時 内インターネッ
ト閲覧の基本操作、情報の検索方法
￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
K４ 仕事に役立つワード２
日３月16日㈯・17日㈰（全２回）
時午後１時〜６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
……………………………………
※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 ２ 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

申込方法
︵申込先︶

日２月26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50人（申込順） 内ラ
イフプランニング、再就職の働き方
申２月１日㈮〜25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

バッジテストに挑戦できます。
日・時３月23日㈯午前６時20分〜
３月24日㈰午後７時（予定）
集合・解散 区役所前・日暮里駅周辺
※往復バス利用 所ホワイトワール
ド尾瀬岩鞍（群馬県片品村） 対区
内在住・在勤・在学で、小学４年生
以上の方（小学生は10人程度）
人40人（ 抽 選 ） ￥ ２ 万9000円
（小・中学生は２万8000円）
申郵送・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年齢⑥ファクス番号⑦所持級⑧
レンタルの有無（サイズ明記）⑨持
病の有無（②〜⑨は参加者全員分）
を、 〒116-0003荒 川 区 南 千 住 ７
-23- ４ -1204荒 川 区 ス キ ー 連 盟・
滝沢へふ（３８０２）７６８８
※ファクスでの申し込みは午前８時
〜午後９時
め arakawaski@gmail.com
問荒川区スキー連盟・橋本
☎０７０（５５７９）３８９６
※午前８時〜午後９時

内

K１ 仕事に役立つワード１

締め切り

シニア生涯ワーキング
セミナー

春季スキー教室

３月ＩＴ講習会

費用

対４月１日現在、区内在住の20歳
以上で、スポーツに関する知識と経
験がある方 人若干名（選考）
内区や地域が実施するスポーツ事業
への協力等 報酬 8250円（月額）
締２月14日㈭
申スポーツ振興課スポーツ事業係
☎内線３３７４

スポーツ

人

持ち物

日３月３日㈰ 時午前10時〜正午
所南千住図書館地下１階視聴覚室
対区内在住で、これから出産を迎え
る方と家族 人30人（申込順）
託児 ２歳以上の未就学児、４人
（申
込順、２月19日㈫午後５時まで）
講児童図書館研究会会員・植田たい
子氏 申２月１日㈮から各図書館・
下記ホームページで（２月２日㈯か
らゆいの森あらかわ１階総合カウン
ターも可）
問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

勤務期間 ４ 月 １ 日 〜 平 成32年 ３ 月
31日 ※勤務成績が良好な場合は
更新あり 勤務日数 月16日
勤務時間 午前８時15分〜午後５時
所区立中学校 対パソコンの操作が
できる方 人１人（選考）
選考方法 作文、面接等 内中学校の
経理・庶務事務等 報酬 17万2700
円（月額） 募集要項の配布 区役所３
階教育総務課（荒川区ホームページ
からもダウンロード可）
申２月１日㈮〜12日㈫に教育総務
課教職員係へ☎内線３３１６

講師

出産を迎える方のための
読み聞かせ講習会

中学校事務嘱託員を募集

対

内容

小学生以下のお子さんは、入浴料
が無料になるほか、各銭湯で先着
48人のお子さんに、飲み物を差し
上げます。
日２月11日㈷ 所区内の銭湯
※詳細は、各銭湯にご確認ください
主催 東京都公衆浴場業生活衛生同
業組合荒川支部
問消費生活センター☎内線４７７

ポ ン プ

日３月24日㈰ 時正午〜午後４時
所明治学院大学白金キャンパス２号
館（港区白金台１ - ２ -37） 人550
人程度（当日の先着順） 内基調講
演、技術職職員による仕事紹介やパ
ネルディスカッション等
問特別区人事委員会事務局任用課採
用係☎（５２１０）９７８７

定員

建国記念日は「いよかん湯」へ

仕事・人材募集

日２月16日㈯ 時午前９時30分〜
午後４時 所荒川コミュニティカレ
ッジ研修室等 内布小物のワークシ
ョップ、戦争体験者の話、旧三河島
汚水処分場喞 筒場施設見学（要予
約）※詳細は、荒川区ホームページ
をご覧ください
問荒川コミュニティカレッジ事務局
☎（５６１５）４８８４

所

対象

日２月８日㈮ 時・内▶午前９時
20分〜９時55分…卒業を祝う会
▶ 午 前10時10分 〜11時45分 … 発
表 所日暮里サニーホール
問学務課特別支援教育係
☎内線３３３５

特別区職員技術職（土木・
造園・建築・機械・電気）
採用フォーラム

荒川コミュニティカレッジ
地域交流イベント〜動いて
知って作って感じる荒川

時

会場・場所

区立小・中学校特別支援学級
合同卒業生を送る会

日２月11日㈷ 時午前９時30分〜
午後６時 所東京国際フォーラム
ホール B5（千代田区丸の内３ - ５ １） 内産業技術大学院大学の情報
アーキテクチャ専攻・創造技術専攻
の学生による学修成果の発表、パネ
ル・模型展示 問産業技術大学院大
学☎（３４７２）７８３４

日

時間

所夜間学級を設置している都内の公
立中学校８校 ※日本語学級設置校
あり 対小・中学校を卒業していな
い方、中学校で十分に学べなかった
15歳以上の方（中学生は不可）
問第九中学校夜間学級
☎（３８９２）４１７７
※午後２時〜９時

AIIT PBL プロジェクト
成果発表会

９時30分〜11時（受け付けは午前
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

期日
︵期間︶

子育て・教育

会…午後２時〜４時（受け付けは
午後１時〜３時30分） ※参加企業
は、１週間程度前に下記ホームペー
ジに掲載 所ムーブ町屋３階ムーブ
ホール 持履歴書・職務経歴書
託児 ６か月以上の未就学児（定員
あり・申込順）。申し込みは、２月
１日㈮〜７日㈭に就労支援課就労支
援係へ☎（３８００）８７１０
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

5

6

No.1644 2019年（平成31年）２月１日号

伝統工芸ギャラリー
問荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

期日
︵期間︶

日

時間

時

会場・場所

所

対象

対

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

どうなる相続、どう変わる
相 続 〜40年 ぶ り の 相 続 法
大改正

５面「講座」の続き

布の絵本づくりボランティア
入門講座
日３月４日㈪・14日㈭・19日㈫・
28日㈭（全４回） 時午後２時〜４
時 対区内在住・在勤の方 人20
人（申込順） 持裁ちばさみ・刺し
ゅう針、鉛筆 ￥3500円
申２月２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 所・問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
ほ https://www.yuinomori.city.
arakawa.tokyo.jp/

定員

人

内容

内

がん予防講演会

日３月６日㈬ 時午後１時30分〜
３時30分 所ゆいの森あらかわ２
階会議室 対区内在住・在勤・在学
の方 人30人（申込順） 講金融広
報アドバイザー・中島典子氏
申２月１日㈮から消費生活センター
へ☎内線４７７

生活習慣でできる認知症予防
日３月16日㈯ 時午前10時〜正午
所サンパール荒川小ホール 対区
内在住・在勤・在学の方 人150人
（申込順） 内食事・運動・睡眠と
ストレスの軽減について 講首都大
学東京健康福祉学部教授・山田拓実
氏 ※手話通訳あり
申２月１日㈮から高齢者福祉課介護
予防事業係へ☎内線２６６９

催し
講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

アンサンブル荒川
ウインターコンサート
あらわ座〜伝統工芸技術の
ワークショップ・実演
日２月16日㈯
◆ワークショップ「型友禅でランチ
ョンマットを作ろう」
時▶午前11時〜正午 ▶午後１時
30分〜２時30分 人各４人（申込
順） 講荒川区伝統工芸技術保存会
会員・片山昭氏 ￥500円
申２月１日㈮から荒川ふるさと文化
館へ☎（３８０７）９２３４
◆実演「木版画彫」
時▶午前11時〜正午 ▶午後１時
〜２時30分 講荒川区登録無形文
化財保持者・関岡裕介氏
……………………………………
所荒川ふるさと文化館１階あらかわ

２月の健康相談

会 場

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）

日２月15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120人（申込順） 内睡眠の正し
い知識等 講国立精神・神経医療研
究センター・睡眠障害センター心理
士・綾部直子氏
申２月１日㈮から健康推進課保健相
談担当へ☎内線４３２

電子メールアドレス

エイズに関する相談・検査

期 日
４日㈪
13日㈬
22日㈮・26日㈫

受付時間
午後１時45分〜３時15分
午後１時30分〜３時
午後２時〜３時30分

７日㈭・20日㈬

午後１時30分〜３時

▶ものわすれ相談（予約制）

ホームページアドレス

１日㈮
21日㈭
26日㈫

午前９時〜午後５時
午後１時から
午後１時15分〜２時45分
午前９時〜11時
午後１時〜３時
午後１時30分〜３時30分

午前８時30分〜
午後５時15分
検査 13日㈬（予約制） 午前10時〜11時
相談

相談時間

日２月17日㈰ 時正午〜午後６時
所町屋文化センター２階ふれあい広
場 ※直接会場へ 対区内在住・在
勤・在学の方または日本棋院荒川支
部会員 競技方法 ５クラス別の対局
とし、各人４局勝負。詳細は、日
本棋院ルールに準ずる ￥1500円
（日本棋院荒川支部会員は500円）
問日本棋院荒川支部・中村
☎０９０（７７３３）６４９５

スタートまちや施設公開
日２月23日㈯ 時午前10時〜正午
所スタートまちや 内福祉作業所紹
介、パン・アクセサリー販売、喫
茶・駄菓子コーナー等
問荒川区心身障害者事業団
☎（６３２０）７０５３
ふ（３８９２）１４３３
ス ウ ィ ン グ

ブ

奇想の系譜展
江戸絵画ミラクルワールド
◆関連文化講演会
日 ３ 月17日 ㈰ 時 午 前10時 〜11
時40分 所生涯学習センター３階
大会議室 対区内在住・在勤・在
学で、18歳以上の方 人80人（抽
選） 講東京都美術館事業係長学芸

日３月21日㈷ 時午後２時上映開
始 所サンパール荒川大ホール
￥800円（全席指定）
チケット販売 町屋文化センター、サ
ンパール荒川ほか
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

官公署
固定資産税・都市計画税第４
期分の納期限は２月28日㈭
納付書の裏面に記載の金融機関、
コンビニエンスストア等で納めてく
ださい。また、納税には、口座振替
もご利用ください。
問荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１１

検察審査会をご存じですか
選挙権を有する20歳以上の国民
の中から「くじ」で選ばれた11人の
検察審査員が、検察官が事件を裁判
にかけなかったことのよしあしを審
査する機関です。検察審査員に選ば
れた際は、ご協力をお願いします。
問東京第一検察審査会事務局
☎（３５８１）２８７７

随時

対 象

会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階
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

物忘れが気になる、おおむね65歳以上の方

会場

荒川区医師会館（西日暮里６ - ５ - ３） ☎（３８９３）２３３１

２月16日㈯午後１時30分〜３時
神経難病の方、膠原病の方、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
こう

イ

日３月16日㈯ 時午後６時開演
所ムーブ町屋３階ムーブホール
￥500円（全席自由）
チケット販売 町屋文化センター、ム
ーブ町屋
問 ACC ☎（３８０２）７１１１

申込み
南千住西部地域包括支援センター
南千住駅前ふれあい館
☎（５６０４）５７１０
西尾久地域包括支援センター
午後１時30分〜３時
尾久ふれあい館
☎（３８９３）３５５５
西日暮里地域包括支援センター ☎（３８０７）３８２８

会場・申込み

ラ

荒川さくら S wing L IVE5

映画会
「グレイテスト・ショーマン」

申込み・問合せ

▶難病相談室（予約制）
日時
対象
内容

新春区民囲碁大会

がん予防・健康づくりセンター

随時
１日・８日・15日の㈮
７日㈭
ママの心の相談
21日㈭
歯科衛生相談（３歳未満児） １日・15日・22日の㈮
障がい者歯科相談
５日㈫
７日・14日・21日・28日
栄養相談
の㈭

期 日

HP

精神保健福祉講演会

予約制

問い合わせ先

問

日２月10日㈰ 時午後２時開演
所サンパール荒川大ホール 人700
人（当日の先着順） 内「チャイコ
フスキー交響曲第４番」「スケータ
ーズワルツ」等
問音楽ボランティアアンサンブル荒
川・鈴木☎（３８９２）２２６４

日２月17日㈰ 時午後２時〜４時
所サンパール荒川５階第５・６集会
室 対区内在住・在勤の女性
人100人（申込順） 講勝楽堂病院
長・清水忠夫氏ほか
申２月１日㈮から来所・電話で、区
役所北庁舎１階保健予防課成人健診
係へ☎内線４１６

員・中原淳行氏 締２月18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年齢を、
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所生涯学習課生涯学習振興係へ
☎内線３３５２
※参加者に展覧会招待券を差し上げ
ます（１人１枚）
◆展覧会
日２月９日㈯〜４月７日㈰ ※２月
11日、４月１日を除く㈪、２月12日
㈫は休館 時午前９時30分〜午後
５時30分（㈮、３月23日・30日の㈯、
４月６日㈯は午前９時30分〜午後
８時。入室は閉室の30分前まで）
所・問東京都美術館（台東区上野公
園８ -36）☎（５７７７）８６００

ごっくん期（平成30年10月生まれ）
日３月４日㈪・５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、歯の手入れ
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５月〜７月生まれ）
日２月26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２月１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２月〜４月生まれ）
日３月12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２月18日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３
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診療時間

小児科の平日準夜間・休日診療

荒川区医師会
こどもクリニック

☎０１２０（５３６）８８３

▶㈪〜㈮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

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）
期 日
２月 ３日㈰
２月10日㈰

２月２日㈯

２月９日㈯

電 話
（３８９５）６６０３
（３８０７）８１３１
（３８９１）４６３９
（３８００）２７２７
（３８１９）２５３５
（３８０３）６２６０
（３８９２）３１２５
（５８５０）１６６１
（３８９１）２９４５
（３８９５）１２３５
（３８９３）８３６３
（３８９３）８５６９

【耳鼻咽喉科】 午前９時〜午後５時（診察時間）

ＣＡＴＶ

マイチャンネルあらかわ
１日㈮〜３日㈰

４日㈪〜10日㈰

▶あ らか わ 情 報 スクエ ア

１日㈮〜３日㈰

（午後４時・７時から各57分）

▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ

その他の
番

組

ク

ス

●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＞

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

人

日曜日柔道整復施術
期 日
２月 ３日㈰
２月10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

所在地
東尾久５−３９−１９
南千住３−７−１

足立接骨院
大村接骨院

番 組 案 内

電 話
（３８００）３６９９
（３８０５）２５０６

内

チャンネル

地デジ11c h

11日㈷〜17日㈰

（番組内容は変更になる場合があります）

18日㈪〜24日㈰

25日㈪〜28日㈭

特荒川マイスター〜義肢装
特都電でまち歩き〜荒川車
具士・臼井二美男氏
庫前編
行学びの場がいっぱい
行献血の基礎知識
〜あらかわの教育

11日㈷〜17日㈰

18日㈪〜24日㈰

25日㈪〜28日㈭

講

持

発達障がい講演会「発達障が 発達障がい講演会「発達障が 人権週間事業講演会「虐待 人権週間事業講演会「虐待
いってなんだろう」
（前編） いってなんだろう」
（後編） の淵を生き抜いて」（前編） の淵を生き抜いて」（後編）
ふち

ふち

￥

ト

▶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

ケーブルテレビの申込み・問合せ

費用

ネ

電 話
（３８９５）３３４１

対
問合せ

特荒川グルメ旅
特・手あらかわ福祉まつり
行地域をもっと好きになる
行・手冬も油断禁物〜食中
〜荒川コミュニティカレ
毒の予防ポイント
ッジ第９期生募集
４日㈪〜10日㈰

生活支援体制整備事業講演
会「わが事・丸ごとの地域
づくり」（後編）

所在地
荒川６−７０−１２

持ち物

特中学校紹介〜第一中学校
▶ウイークリーニュース ▶区からのお知らせ
・第九中学校
▶ころばん体操 ▶休日診療当番医
行特別区採用試験間近〜若
特…特集 行…荒川区行政ナビ
手職員が伝えたい「荒川
手…手話付き放送
区で働く魅力」

医療機関名
佐久間耳鼻科クリニック

講師

▶こ ん に ち は 荒 川 区

（午前９時、
正午、
午後６時・９時から各57分）

期 日
２月３日㈰

所

内容

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

２月

電 話
（３８０１）６４８８
（３８０６）０６４８

定員

２月10日㈰

所在地
町屋６−１９−１５
東日暮里４−２６−７
南千住６−５３−８
町屋３−９−１２
東尾久３−１９−８
西日暮里５−２７−２
町屋２−６−１４
東日暮里５−１６−３
南千住６−４７−１１
町屋１−１−９
東尾久４−４６−１６
西日暮里６−５７−２

所在地
南千住５−４３−６
南千住５−１−４

対象

２月３日㈰

医療機関名
小沼医院
髙井医院
久木留医院
町屋整形外科
熊野前医院
ひろせ内科外科クリニック
さいとうクリニック
リーデンスタワークリニック
金子医院
堀整形外科医院
野原医院
小島医院

医療機関名
とうま歯科医院
磯部歯科医院

会場・場所

※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
科目
内・小
内・小
内
整
内・小
内・外
内
内・小
内・小
整
内
内

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

※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

▶夜…午後５時〜午後９時

昼夜
○
○
○
○ ○
○ ○
○
○
○
○
○ ○
○ ○
○

象

時

【内科等】診療時間 ▶昼…午前10時〜午後１時、午後２時〜５時

日

対

日

時間

休日診療当番医

期

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

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24
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▶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

都営住宅の入居者を募集

※申し込み区分ごとに、入居資格が異なります。詳細は、募集案内をご覧ください

２月４日㈪〜13日㈬

２月18日㈪必着

ＪＫＫ東京都営住宅募集センター ☎０５７０（０１０）８１０
※２月４日㈪〜18日㈪の午前９時〜午後６時

※㈯・㈰・㈷等を除く

期 日 ２月11日㈷
時 間 ▶午前11時30分 ▶午後２時30分
場 所 アリスの広場

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

費 用 無料

問合せ 荒川遊園課管理運営係 ☎（３８９３）６００３

費用の記載がないものは無料です

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。

イベント情報
◆歌おう会「楽しく集い歌う会」
日２月10日㈰ 時午後２時〜３時
30分 所アクロスあらかわ多目的
ホール ※直接会場へ、男性歓迎
￥300円 申歌おう会・坂場
☎（３８９５）００５０
※午前中または午後６時〜９時

軽込章氏が文部科学大臣表彰を
受賞
荒川区歌謡協会役員とし
て長年にわたり尽力し、歌
謡文化の普及・発展に貢献
されたことを認められて、
軽込章前荒川区歌謡協会理
事長が文部科学大臣表彰
（地域文化功労者）を受賞
しました。

▲左から軽込氏、西川区長

HP

ホームページアドレス

※あらかわ遊園は休園中のため、園内は通行できません。迂回してお越しください
※雨天時は、子どもプールの管理棟で握手会を行います

問

電子メールアドレス

「アンパンマン、大好き！」

石浜ふれあい館
分〜３時 対中学生以上の方
☎（３８０５）５３０１
人10人（申込順） 内食事作り
◆浜祭
◆50歳から始めるヨガ
日２月23日㈯ 時午前10時〜
日４月８日〜平成32年３月23
午後２時30分
日の第２・４㈪（全19回）
内舞台・作品発表会
※㈷等を除く 時午前10時〜
荒木田ふれあい館
11時 人25人（申込順）
☎（３８００）１９８１
東日暮里ふれあい館
◆ソシアルダンス
☎（３８０７）６３８３
日２月10日㈰ 時午後１時〜 ◆成人手芸講習会「布で作るりん
ご」
３時 対60歳以上の方 人30
日２月20日㈬ 時午前10時〜
人（当日の先着順） 内フリー
午後３時 対18歳以上の方
ダンス 持ヒールカバー
◆介護者教室
人10人（申込順）￥700円
日２月23日㈯ 時午後１時30

申

問い合わせ先

区役所１階総合案内・北庁舎２階施設管理課、各
区民事務所・ふれあい館、ムーブ町屋、日暮里サ
ニーホール

申込期間の指定がない申込順の事業は、２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

申込方法
︵申込先︶

▶家族向け（ひとり親世帯・高齢者世帯・心身障がい者世
帯・多子世帯・特に所得の低い一般世帯・車いす使用者向
け）…1290戸（ポイント方式）
▶単身者向け・単身者用車いす使用者向け・シルバーピア…
388戸（抽選。居室内で病死等があった住宅を含む）
▶都内に居住していること ▶住宅に困っていること
▶所得が定められた基準に該当すること 等

ふれ あ い 館の催 し

締め切り

締
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飼い主のいない猫 を 増やさないために
猫は愛護動物であるため、飼い主のいない猫であって
も、処分を目的とした捕獲は法律で禁止されています。
も
繁殖力の高い猫の増加抑制として、不妊・去勢手術が
最も効果的です。
最

講演会
「みんなで解決

３月２日㈯午後２時30分〜４時
区役所北庁舎１階101会議室

ボランティア団体を募集しています

無料
２月１日㈮〜28日㈭に来所・電話・ファクス・電子
メールで、①講演会名②住所③氏名④電話番号を、区
役所北庁舎１階生活衛生課管理係へ
☎内線４２２ ふ（３８０６）２９７６
め eisei@city.arakawa.tokyo.jp

※区の助成で不妊・去勢手術をした猫は右耳の上部１ cm
程度を V 字カットしています
※団体では猫の引き取りは行っていません

▶不妊・去勢費用の助成
▶手術のための捕獲器の貸し出し

50人（抽選）

神奈川県動物愛護協会常務理事・黒澤泰氏

現在、区内で52団体が登録し、3000頭以上に不妊・去勢手術を実施
しましたが、活動面積は区全体の約２割です。区では、新たに活動でき
るボランティア団体を募集し、飼い主のいない猫への適切な餌やりや不
妊・去勢手術の実施等を行うボランティア団体を
支援しています。

支援内容

猫トラブル〜地域猫のすすめ」
猫のすすめ」
め

飼い主のいない猫に餌をあげている方へ
等

許可を得ていない場所等での無責任な餌やりは、生活環境
や地域の人間関係を悪化させます。絶対にやめてください。

活動にご理解・ご協力を

▶必ず土地や施設の所有者（管理者）に許可を得ましょう
▶食べ残しや排せつ物の清掃、不妊・去勢手術を必ず行いま
しょう
▶活動の目的等を近所の方や町会に報告しましょう

ボランティア団体は、餌やりだけでなく、食べ残しや排せつ物の清掃
に努めています。
これは、無責任な餌やりとは違い、適正な活動のもとで行っているも
のです。周囲の理解や協力は、活動を続けていくうえで心強いサポート
となります。ご理解とご協力をお願いします。

問合せ

生活衛生課管理係
生活衛生
生活
衛生課管
課管理係
理係 ☎内線４２２
内線４２２

第8回荒川区環境区民大賞表彰式
部

優れた環境活動やアイデアを「荒川区環
境区民大賞」として、表彰しています。
平成30年度は、756作品の中から、26
人・４団体が受賞し、１月18日に表彰式
が開催されました。受賞者は、次の方です
（敬称略）
。
エコポスター部門
環境区民大賞 田中音羽
佐渡稀衣
低学年の部
特別賞
諏訪佳明
高山世蘭
環境区民大賞 今瀬ひより
西川恵麻
高学年の部
特別賞
鈴木万優
沖田胡桃
環境区民大賞 川本一心
古郡向日葵
中学生の部
特別賞
河合未来
末永夢

賞
氏 名
活動・アイデア
環境区民大賞 東尾久赤土町会 資源回収
まちエコ部門
あらかわ子ども応 フードロス・食育を実現する子ども食堂・
特別賞
援ネットワーク 居場所事業
福地真士
酸化カリウムのきゅうしゅうざい
環境区民大賞
山口百々華
たいようでんちのシール
低学年の部
新田浬士
生ゴミリサイクルカー
特別賞
光山あいか
じゅう電えんぴつけずり
こども
エコ部門
環境区民大賞 山口幹太
エコ鉄道「ECO」
鈴木香理菜
電しん柱に花ざかり
高学年の部
特別賞
鈴木陽菜
分別エネルギー
佐倉澪
糸がとりかえられる、エコ糸ようじ
環境区民大賞 北城絹子
ぎょうざの皮なしでカラフルぎょうざ
レシピの部
杉田美津子
リメイクから揚げの酢豚風
特別賞
おうち
三原益美
余り物活用漬け物
エコ部門
環境区民大賞 小川宗也
マンション屋上での小規模エコ農園の展開
生活の部
特別賞
卜部純子
古着・古着物・古帯再利用のバッグ作り
都立荒川工業高等
環境区民大賞
学校周辺の清掃活動
学校
仲道会 渡辺義孝 町会・周辺の歩道等の清掃活動
美化部門
特別賞
尾久の原をきれい
尾久の原公園・周辺の清掃活動
にする会
エ

問合せ
う

盛り上げよ

門

コ

環境課環境保全係 ☎内線４８３

東京2020パラリンピック競技大会

シッティングバレーボールの公式練習会場が
荒川総合スポーツセンターに決定
シッティングバレーボールの選手が、荒川総合スポーツセンターを公式練習会場として使
用します。
公式練習会場として使用する下記の期間、
一部施設が使用できませんのでご注意ください。
期

間 平成32年（2020年）８月18日㈫〜９月６日㈰

場

所 大体育館・卓球場・ランニング走路・会議室・クラブ室

問 合 せ スポーツ振興課スポーツ振興係

☎内線３３７１

8
−111
7
−96

1,216

前年同月比

日本人のみ
102,259世帯
の世帯
外国人のみ
11,357世帯
の世帯
日本人と
外国人の
2,328世帯
混合世帯
総世帯
115,944世帯

前月比

153
602
755
246
321
567
1,322

世帯

−35
26
−9
−39
−34
−73
−82

前年同月比

（

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）

前月比

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

男 97,992人
日本人 女 98,843人
計 196,835人
男
9,291人
外国人 女
9,840人
計 19,131人
総人口
215,966人

人口

６万7000部発行

人口と世帯

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

住民基本台帳による

（

︵１月１日現在︶

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

毎月１日・11日・21日

２月３日㈰に開催する「障がい者スポーツフェスティバ
ル」で、シッティングバレーボールを体験できます。
詳細は、あらかわ区報１月21日号１面をご覧ください。

527
−8

1,735

