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No.1644 2019年（平成31年）２月１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
「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

