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２面◆マイナンバーカードの申請・
交付方法
４・５面◆桜の季節がやってきました
８面◆荒川区教育委員会褒賞

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

らん

まん

区の木、桜の季節がやってきました。
区の木
桜の季
区内には、桜を観賞できる
たくさんの場所があります。
また、見ごろの時期に合わせて、
さまざまなイベントが開催されます。
ぜひ、お楽しみください。

桜観賞マップ・各種イベントは４・５面へ
３月26日に高齢者プラン特集号を発行します
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区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

期日
︵期間︶

日

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

￥

費用の記載がない事業は無料です

「 あ ら か わ 満 点 メ ニ ュ ー」
提供店を募集

お知らせ
あらかわ遊園の春休み期間
開園日
通常の休園日にあたる３月27日
㈫と４月３日㈫も開園します。
・あらかわ遊園
☎（３８９３）６００３

荒川自然公園の休園日を変更
通常の休園日にあたる４月５日
㈭・５月６日㈰（５月３日㈷の振替
休園予定日）を開園し、４月12日
㈭・５月７日㈪を休園します。
・荒川自然公園
☎（３８０３）４０４２

暮らし

肝炎ウイルス検査を
受診しましょう

東京都市計画道路補助第193号線
のうち、大門小学校入口交差点から
荒木田交差点を結ぶ区間の事業計画
が、３月15日に認可されました。
◆関係図書の縦覧
平成36年３月31日まで
・道路公園課（区役所北庁舎２
階）☎内線２７３４

ジェネリック医薬品を
使ってみませんか

申

締

区では「幸福実感都市あらかわ」
の実現に向けて荒川区民総幸福度
（ＧＡＨ）の向上に関する取り組み
を進めています。幸福度調査の結果
は、行政評価の指標や施策の立案等
に活用し、より良い区政運営につな
げていきます。
集計結果の閲覧 区役所地下１階情報
提供コーナー、各区民事務所・図書
館、荒川区ホームページ
総務企画課☎内線２１１３

ガ

ー

転出届は郵送提出が便利です

申込方法
︵申込先︶

３月〜４月は住民異動（転入・転
出・転 居 等 ） の 窓 口 が 混 み 合 い ま
す。転出届は、郵送提出も可能です
ので、ご利用ください。
届け出方法 郵送で、転出届（郵送用）
本人確認書類の写し・返信用封筒
（82円切手貼付）を、〒116-8501
（住所不要）荒川区役所戸籍住民課
住民記録係へ
※詳細は、荒川区ホームページをご
覧になるかお問い合わせください
戸籍住民課☎内線２３６２

大気汚染医療費助成制度
都 医療券の新規認定
ぜんそく○

締め切り
問い合わせ先

保険適用後の治療費の自己負担額
を助成しています。
次のすべてを満たす方
▶気管支ぜんそく・慢性気管支炎・
ぜんそく性気管支炎・肺気腫にかか
っている ▶18歳未満 ▶都内に
引き続き１年以上住民登録している
▶健康保険等に加入している
来所で、区役所北庁舎１階生活衛

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。
国保年金課☎内線２３８２

宝くじコミュニティ助成制度
一般財団法人自治
総合センターは、宝
くじの社会貢献広報
のために、コミュニ
ティ助成事業を行っ
ています。区が事業活用の募集をし
たところ、今回、荒川四丁目明朗町
会、町屋睦町会、町屋６丁目団地町
会が助成（地域行事で使用するみこ
しの修繕・購入）を受けました。
区民課☎内線２５３３

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
４月４日㈬

午後１時30分〜

マイナンバーカード の申請・交付方法

４月４日㈬ 午後６時30分〜
８時30分 サンパール荒川４階
第２集会室 ￮４月３日㈫ ※当日
も午後８時まで会場で受け付け
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

傾聴サロン
◆サロン三ノ輪橋
４月10日㈫ 荒川区社会福祉
協議会
◆カフェ・結
４月17日㈫ 日暮里市民サロ
ン・結（東日暮里６ -40-22）
￬200円
……………………………………
※直接会場へ
午前10時〜11時30分
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

スポーツ
ウオーキング指導員
養成講習会
 ４ 月14日 ㈯・15日 ㈰・21日 ㈯
（全３回） 午前９時〜午後６時
区役所３階304・305会議室ほか
区内在住・在勤・在学で、20歳
以上の方 20人（申込順）
￬180円（保険代） ３月22日㈭
〜４月９日㈪にスポーツ振興課へ
☎内線３３７４

現在マイナンバーカードは、申請から交付まで
約４〜６週間かかります。荒川区では、申請方法
を左下記から選択できます。ご利用ください。

申請方法
電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

３時
・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
（３８９１）５２９０

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会

荒川区医師会に加盟している肝炎
検査実施医療機関 区内在住で、
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を未受
診の方 血液検査 電話で、
「無料の緊急肝炎検査受診希望」と
実施医療機関へお知らせください
※実施医療機関は、荒川区ホームペ
ージをご覧になるかお問い合わせく
ださい
保健予防課☎内線４３０

都市計画道路事業計画が認可

「平成29年度荒川区民総幸
福度（ ＧＡＨ）に関する区
民アンケート調査」の集計
結果がまとまりました

問

あらかわ満点メニューを３年以上
継続して提供できる区内飲食店、弁
当・総菜店 女子栄養大学短期大
学部と健康メニューを共同開発し提
供 申請書の配布 がん予防・健康づ
くりセンター２階健康推進課（荒川
区ホームページからもダウンロード
可） ￮４月20日㈮必着
持参・郵送で、申請書、営業許可
書・納税証明書の写しを、〒1168507（ 住 所 不 要 ） 荒 川 区 が ん 予
防・健康づくりセンター２階健康推
進課へ☎内線４２３

生課へ☎内線４２４
※来所できない方はご相談くださ
い。助成制度に関する問い合わせ
は、東京都福祉保健局環境保健衛生
課へ☎（５３２０）４４９１

交付方法

❶窓口で申請

❶窓口で交付

必要書類を持参のうえ、窓口で本人が申請してください。
▶必要書類
通知カード（紛失した方は、窓口で申し出てください） 本人確認書類２点

申請後、区が発送する「交付通知書」を持参し、窓口で受
け取ってください。４月以降の㈪〜㈮は、予約なしで交付が
可能となるため、インターネットによる交付予約システムを
終了します。

※窓口で申請する方は、マイナンバーカード用の写真を無料で撮影します（３月27日㈫
〜４月中旬は、写真撮影サービスを休止しますので、証明写真を持参してください）

▶本人確認書類の例
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、愛の手帳、健康
保険証、各種医療証、年金手帳、生活保護受給証明、社員証、学生証等

❷郵送・インターネット・証明用写真機で申請
通知カードと一緒に郵送された、個人番号カード交付申請書に記載の手続きに
沿って申請してください。

※㈰の受け取りは、完全予約制です。㈭までに電話で予約のうえお越
しください
※㈪〜㈮も、電話予約のうえ来庁すると、手続き時間を短縮できます

❷郵送で交付
窓口で申請した方で、申請時に通知カードを返納した方
は、郵送での受け取りが選択できます。

※転居・婚姻等により、住所または氏名の情報を変更した方は、
「個人番号カード交付申請
書」の再発行が必要です。区役所１階戸籍住民課・各区民事務所で手続きをしてください

申請・交付場所
問合せ

セントラル荒川ビル（荒川消防署隣）６階荒川区マイナンバーカード窓口
※受け付けは、㈪〜㈮午前９時〜午後４時45分、第２・４㈰午前９時〜11時30分

荒川区マイナンバーコールセンター ☎０１２０（０１）１７１２

マイナンバーカード総合サイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/

コールセンターの開設時間を変更します
期間 ４月１日㈰から
曜日 ㈪〜㈯ ※年末年始を除く
時間 午前８時30分〜午後６時
※３月31日㈯までは、午前８時
30分〜午後８時
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あらかわエコセンター
日曜開館

月イチギャラリートーク
３月31日㈯ 午後１時30分〜
２時10分 ※直接展示室入り口へ
常設展示の解説 ￬100円（区内
在住の中学生以下、65歳以上、障
がい者とその介助者は無料）
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

エコ生活実践講座
デ

４月１日㈰（雨天決行） 午前
２時〜午後５時 集合・解散 区役所前
（往復バス利用） 千葉県香取市
佐原向地周辺 区内在住・在勤・
在学で、15歳以上の方（中学生は
不可） 40人（申込順） ￬5000
円  ３ 月21日 ㈷ 〜31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年齢を、荒川
区釣魚連合会・坂へ
☎・（６３１５）４７１７

荒川ふれあい寄席
４月10日㈫ 午後２時から（開
場 は 午 後 １ 時30分 ） 60人（ 当
日の先着順） 出演 三遊亭好楽一門
ほか ・石浜ふれあい館
☎（３８０５）５３０１

うたごえ銭湯
４月７日㈯ 午前10時〜11時
30分 ※直接会場へ 夕やけこ

４月２日㈪〜７月２日㈪（㈯・
㈰・㈷等を除く） 午前９時〜午
後５時 土地・家屋が所在する区
の都税事務所 平成30年１月１
日現在、23区内に土地・家屋を所
有する納税者 本人確認ができる
書類 荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１６

はかりの定期検査
商店・病院・学校等で使用してい
る機械・電気式のはかりは、２年に
１度の定期検査が義務付けられてい
ます。検査員が対象の事業所に伺い
ます。検査日の通知がない方、新た
にはかりを使用する方等は、お問い
合わせください。
４月２日㈪〜５月11日㈮
※㈯・㈰・㈷等を除く
東京都計量検定所検査課
☎（５６１７）６６３８

￥

申

締

問

幅広いガーデニング知識を有した「あらかわ園芸名人」
を養成する講座の、第９期生を募集します。
期 日

４月25日㈬、５月23日㈬、６月20日㈬、10月17日㈬、

（１年目） 11月22日㈭、12月５日㈬（全６回）

時 間

午前10時〜正午

会 場

区役所北庁舎ほか
区内在住で、講座終了後、緑化ボランティア活動に参加で
きる方

対 象
定 員

内 容

費 用

※４月25日は午前９時30分から

20人（抽選）※同一世帯１人まで
▶１年目（初級編）…園芸の
基礎知識や技術
▶２年目（上級編）…公園等
の花壇で花の植え付けや、
緑化ボランティア活動
無料
締切り ４月４日㈬

本講座を修了したら

HP

▲昨年の様子

習得した知識を活用して、美しい花と緑をつくりましょう
花の植え方やガーデニングに関することを聞かれたら、アドバイス
しましょう
区の緑化ボランティアとして活動しましょう
申込み・問合せ

道路公園課 ☎内線２７５２

ホームページアドレス

申込み 子育て支援課 ☎内線３８１１

持

電子メールアドレス

※利用回数上限は、宿泊・日帰り型と
もに４日
※非課税世帯等の減免措置あり
※荒木記念東京リバーサイド病院・綾瀬
産婦人科は、別途消費税がかかります

講

問い合わせ先

費

【宿泊型】
▶１泊２日…１万2000円 ▶２泊３日…１万8000円
▶３泊４日…２万4000円
【日帰り型】
１日…4000円
…4000円
用 ▶１日

内

固定資産税にかかる土地・
家屋の価格等の縦覧

産 後 ケ ア 事 業 を拡充
区では、育児指導・相談・支援、母体・乳房・乳児ケアを受けら
れる「産後ケア事業」を実施しています。４月１日㈰から、下記の
医療機関で、従来の「宿泊型」のほか、「日帰り型」を開始します。
区内在住で、出産後、家族等の援助が受けられない母子
対 象 （生後４か月まで）
▶荒木記念東京リバーサイド病院（南千住８-４-４）
☎（５８５０）０３０３
▶たんぽぽ助産院（荒川１ -31- ８）
☎（６８０６）５３９６
医療機関 ▶綾瀬産婦人科（葛飾区小菅４ - ８ -10）
☎（３８３８）６５８８
▶永寿総合病院（台東区東上野２ -23-16）※宿泊型のみ
☎（３８３３）８３８１

人

締め切り

◆花合わせ de フラワーアレンジ
４月２日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1500円
◆編みもの de 友だちサロン
４月４日〜25日の㈬ 午後１
時30分〜３時30分 各15人（当
日の先着順）
◆鯉のぼり de 室内飾り（ガーラン
ド）
４月６日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
￬300円
◆野菜栽培 de エコ生活
４月８日㈰ 午前10時〜正午

荒川区フナ釣選手権大会

▶１次試験…６月10日㈰ ▶２
次試験…７月11日㈬〜19日㈭の指
定日 大学卒業程度の方
受験案内の配布 東京国税局（中央区
築 地 ５ - ３ - １）、 荒 川 税 務 署、 人
事院ホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）
３月30日㈮〜４月２日㈪に、人
事院ホームページで
荒川税務署
☎（３８９３）０１５１

対

申込方法
︵申込先︶

介護保険被保険者証の認定の有効
期間が４月30日㉁で、サービスの
継続を希望する方 ２月末に郵送
した申請書を持参し、できるだけ３
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
介護保険課☎内線２４３３

お

国税専門官を募集

費用

介護保険の更新申請を

さの

官公署

持ち物

介護

す

所

講師

４月１日㈰〜平成31年３月31日
㈰ 次の方で高齢者用肺炎球菌
ワクチン未接種の方 ▶平成31年
３ 月31日 時 点 で、65・70・75・
80・85・90・95・100歳の方
▶昭和34年４月１日までに生まれ
た60〜64歳の方で、心臓・腎臓・
呼吸器・免疫機能に重度の障がい
（身体障害者手帳１級程度）のある
方 自己負担額 4000円
接種方法 ３月下旬に発送する接種予
診票（以前に送付した予診票は使用
不可）と、同封の案内に記載されて
いる書類等を、協力医療機関一覧に
掲載されている医療機関に持参
健康推進課☎内線４３３

 ３ 月25日 ㈰ ・  ▶ 午 前10
時30分〜正午…投句受け付け（席
題２句） ▶午後１時から…記念講
演、表彰式 素 盞 雄 神社（南千
住６ -60- １） ￭「天為」・「秀」同
人・岸本尚毅氏 ￬1000円（投句
料） すさのお神社内俳句大会係
☎（３８９１）８２８１

５月19日㈯ 午後５時30分開
演 サンパール荒川大ホール
￬2000円 チケット販売所 町屋文化
センター、サンパール荒川
 ACC ☎３８０２（７１１１）

内容

高齢者用肺炎球菌予防接種
の費用を助成

第24回奥の細道矢立初め
全国俳句大会

時

イン

定員

高齢者

３月23日㈮〜25日㈰ 午前10
時〜午後４時（25日は午後２時ま
で） 荒川公園展示場（区役所前）
荒川盆栽山野草会・高濱
☎（３８９５）０８８３

明治大学マンドリン倶楽部
演奏会 i n 荒川2018

対象

４月28日㈯ 午前10時〜正午
※直接会場へ（お子さんの同伴可）
・荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

盆栽と山野草展示会

日

会場・場所

荒川シングルマザーサロン

講座・催し

やけふれあい館 昭和時代の懐か
しい歌を歌う ￬200円
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

時間

４月８日㈰ 午前９時〜午後１
時 エコキッズプログラム（カー
ネーションのブーケづくり、お魚プ
ール）等 環境課☎内線４８２
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

４月７日㈯ 午後１時〜３時
荒川山吹ふれあい館２階会議室
銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・関
☎・（３８０７）０５７０

15人（申込順） ￬300円
◆ハーブ de 石けん作り
４月10日㈫ 午前10時〜正午
15人（申込順） ￬400円
◆刺し子 de ランチョンマット
４月13日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
￬500円
◆花暦 de フラワーアレンジ
４月16日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1000
円
◆古Ｔシャツ de 布ぞうり
４月23日㈪ 午後１時〜４時
15人（申込順） ￬400円
◆ハーブ栽培 de エコ生活
４月26日㈭ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
￬300円
◆ベリーダンス de エコボディ
４月27日㈮ 午前10時〜11時
30分 15人（申込順） ￬300円
……………………………………
あらかわエコセンター
３月22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

期日
︵期間︶

子育て・教育

認知症介護者交流サロン
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さくら堤通り

桜観賞マップ
天王公園

尾久の原公園シダレザクラ祭り
美しく咲き誇る221本のシダレザクラの下で、にぎやかで楽しい春のひとときを過ご
しませんか。
期 日

４月７日㈯
※雨天時は、８日㈰に延期

時 間 午前10時〜午後３時
会 場

内 容

都立尾久の原公園
※車での来場はできません

ステージショー
区内商店街による模擬店
交流都市による物産展（茨城県潮来市・つく
ば市、千葉県鴨川市）
草花の即売会
野点
さくら投句会
子ども向けのゲーム（ストラックアウト、輪
投げ等）

尾久の原スプリングフェスタ

汐入公園

「尾久の原公園シダレザクラのある風景」 写真コンクール

同時開催

大抽選会

「尾久の原公園のシダレザクラ」をテーマに
した情景写真
区役所北庁舎２階道路公園課、各区民事務
応募用紙
所、尾久の原公園管理事務所（荒川区ホーム
の配布
ページからもダウンロード可）

区内共通お買い物券が当たる抽選会を行います。

題 材

▶１等…３万円（１本） ▶２等…２万円（５本）
賞 ▶３等…１万円（10本） ▶４等…5000円（20本）
※詳細は、当日会場で配布するチラシをご覧ください

大道芸
大道芸人による、さま
ざまなパフォーマンスを
お楽しみください。
問合せ

レジャーシートの貸し出し
会場内で、レジャーシート
を無料で貸し出します。

三河島駅前

締切り ５月31日㈭（必着）
持参・郵送で、応募用紙と写真（カラープリ
ント四切りまたは A ４サイズ）を、〒116応募方法 8501（住所不要）荒川区役所北庁舎２階道
路公園課内尾久の原公園シダレザクラの会事
務局へ☎内線２７５２

※数に限りがあります

尾久の原公園シダレザクラの会事務局（区役所
北庁舎２階道路公園課内） ☎内線２７５２

三河島水再生センター さくら観賞会

▲平成29年の最優秀作品

東尾久運動場に植樹する
シダレザクラの里親を募集
シダレザクラの名所である、尾久の原公園に隣接
する東尾久運動場に、約30本のシダレザクラを植樹
し、全桜を一団として、里親全員で生長を見守りま
す。現地には、里親の氏名を連名で記した表示板を設
置します。

期 日 ４月６日㈮・７日㈯

内 容

※雨天決行

時 間 午前10時〜午後３時

会 場 東京都下水道局三河島水再生センター（荒川８ -25- １）

冠新道さくらまつり
期 日 ３月25日㈰

荒川総合スポーツ
センター周辺

日暮里南公園

内 容 桜の観賞、水処理施設見学等

時 間 午前11時〜午後４時

会 場 冠新道商興会

問合せ 東京都下水道局三河島水再生センター ☎（３８０２）７９９１

桜の観賞、ライブ（キッズダンス、女性グループによる歌・ダンス）、ゲーム
※甘酒・子ども用駄菓子を先着400人に差し上げます

問合せ 洋服のキクヤ・山本 ☎（３８９３）５７６７

荒川公園のお花見会場

区役所本庁舎に隣接する荒川公園では、噴水の周りを囲むよ
うに、約70本のソメイヨシノやシダレザクラが咲き誇ります。

対 象 個人または団体
期 間 ３月23日㈮〜４月８日㈰

観桜会

費 用 ▶寄付金…１万円 ▶年会費…2500円

※開花状況によって変更する場合があります

応募用紙 道路公園課、各区民事務所等（荒川区ホーム
の配布 ページからもダウンロード可）

期 日 ４月１日㈰

締切り ６月８日㈮消印有効

会 場 カンカン森通り（東日暮里１・２丁目町会会館前）

持参・郵送で、〒116-8501（住所不要）荒
応募方法 川区役所北庁舎２階道路公園課内尾久の原公
園シダレザクラの会事務局へ☎内線２７５２

内 容

時 間 午後９時まで

時 間 正午〜午後１時（予定）

※会場では、カラオケや楽器の演奏等音
を発する行為、火気の使用はご遠慮く
ださい

餅・フランクフルト・おでん・焼きそば・焼き鳥等の販売
※なくなり次第終了

問合せ

問合せ 東日暮里１・２丁目町会 ☎（３８０１）０３５９

平成30年度

道路公園課
☎内線２７３１

荒川公園の桜の開花
お花見カメラ
状況をライブ配信しま
す。荒川区ホームページまたは東京ケーブル
ネットワーク株式会社ホームページ（http://
www.tcn-catv.co.jp/）でご覧になれます。
期 間 ４月中旬まで
問合せ 広報課 ☎内線２１３５

清里高原ロッジ・少年自然の家
開設期間は４月28日㈯〜11月４日㈰

期 間 ４月25日㈬〜27日㈮
※２泊３日（朝食２回、昼食１回、夕食２回付）

※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

▶Ｂ室…３万60円
▶Ｃ室…２万7800円
※宿泊・往復バス・ツア
ー代、保険料、入湯税
を含む

最少催行人数 20人
申込み ホテルグリーンパール那須
問合せ ☎０２８７（７６）２８８３

◀芝ざくら公園

内 容 ▶１日目…荒川区役所（午前10時出発）→ホテルグリー
ンパール那須
（午後１時30分到着予定）
▶２日目 市貝芳那の水晶湖・芝ざくら公園（見学）
益子陶知庵（郷土料理昼食）
日下田藍染工房（見学）
益子観光いちご団地（いちご狩り）
▶３日目…ホテルグリーンパール那須（午前10時出発）
→道の駅友愛の森（買い物）→荒川区役所
（午後２時15分到着予定）

費 用 １人分（１室を２〜６人
で利用した場合）
▶Ａ室…３万2320円

清里高原ロッジ・少年自然の家は、区民や社会教育関係団体等が利
用できる区立の宿泊施設です。体育館や研修室もあり、サークルの合
宿等にも便利です。ぜひ、ご利用ください。
施設概要
▶清里高原ロッジ
宿泊室（和室12畳５室、９畳ベッド付１室）
、研
修室（55㎡）
▶清里高原少年自然の家
宿泊室（和室24.5畳10室）
、リーダー室（和室
10畳２室、８畳２室）、体育館（バドミントンコ
ート３面分）
※いずれも食堂・浴室・トイレ等の共用設備があります

利用料金（１泊２日・２食）
区内在住・在勤・在学の方
▶15歳以上…5000円 ▶４〜14歳…3000円
社会教育関係団体
▶15歳以上…4400円 ▶４〜14歳…2700円
予約方法 電話・施設予約システムで

▲山梨県立まきば公園

予約開始時期 利用日の２か月前から
※30人以上の予約は、利用日の３か月前から
※施設予約システムによる予約は、利用人数に関わらず
２か月前から
※７月21日㈯〜８月31日㈮の利用は、予約方法が一部
異なります。詳細は、後日区報等でお知らせします

申込み・問合せ 清里高原ロッジ・少年自然の家 ☎０５５１（４８）２２９６

▲道の駅南きよさと
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あらかわＮＯ！メタボチャレンジャーを募集
生涯健康で過ごすことを目標として、運動・栄養について学びなが
ら、自分に合った健康づくり法を実践し、生活習慣の改善を目指す、
６か月間のプログラムです。
対

象

区内在住・在勤・在学で、20〜64歳の方、100人（選考）

※医師から運動制限を受けている方、脳血管疾患・心臓病の方等は受講できません

プログラムの内容
期
日
時
間
内
容
必修講座 （どちらかを選択）
正午
身体測定、6か月間で取り組
開会式 ５月11日㈮・13日㈰
〜午後４時 む具体的な行動目標の作成等
運動講座 ５月22日㈫・27日㈰
楽しく継続できる簡単筋トレ
午後１時30分
〜４時 メタボ改善のための食生活の
栄養講座 ６月３日㈰・11日㈪
基礎
正午
身体測定、体験発表会と修了
修了式
11月11日㈰
〜午後４時 証書の授与

健康推進課、各区民事務所・ふれあい館・図書館

申込書の
配
布

※荒川区ホームページからもダウンロード可

持参・ファクス・郵送で、健康推進課へ
持参
郵送
健康推進課

申込方法

※荒川区ホームページ電子サービスの電子申請でも申し込み可

締 切 り

４月16日㈪必着

申 込 み
問 合 せ

〒116-8507（住所不要）荒川区がん予防・健康づく
りセンター２階健康推進課 ☎内線４３２
（３８０６）０３６４

※必修講座のほかに、ステップアップ講座やレポートの提出等があります

血糖値が高い方向けの血糖値改善講座
糖尿病を予防するためには、自覚症状がな
いうちから血糖値の改善に取り組むことが大
切です。血糖値を自己測定しながら、血糖コ
ントロールのコツを学びます。
▶血糖ナイスコントロール講座
▶糖尿病予防講演会
▶栄養相談…㈭（要予約）

先輩チャレンジャーの声
ちょっとしたリバウンドもありましたが、スタッフや仲
間の励ましで何とか継続し、結果的に体重が減りました。
講座で学んだことを家族にも伝えると、応援してくれ
ました。体重だけでなく、血糖値などの検査データも気
にするようになりました。
仲間がいると楽しく取り組めます。身に付いた
運動・食生活の習慣をこれからも続けたいです。

平成30年度特別区職員Ⅰ
平成30年度特別区職員
Ⅰ類採用試験
試験区分 採用予定数
主な受験資格（平成31年３月31日現在）
事務
1130人
67人
土木 土木
造園 造園
17人 日本国籍を有する、昭和62年４月2日〜平成９年４月１日に
建築
58人 生まれた方
機械
30人
電気
29人
国籍を問わず、平成元年４月２日〜平成９年４月１日に生ま
れた、社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する方また
福祉
119人
は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けてい
る方
国籍を問わず、昭和54年４月２日以降に生まれた、学校教育
心理
44人 法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業した方
（相当する方を含む）
衛生
46人 日本国籍を有する、平成元年４月２日〜平成９年４月１日に
衛生
生まれた方
監視 化学
７人 ※「衛生」は食品衛生監視員及び環境衛生監視員の両資格を
有する方
国籍を問わず、昭和54年４月２日〜平成９年４月１日に生ま
保健師
90人
れた、保健師の免許を有する方
※Ⅰ類採用試験と９月実施の経験者採用試験・選考の併願はできません

問合せ

広

告

職員課
☎内線２２３３

申込み・問合せ

試 験 日

５月６日㈰

申込用紙の配布
ジ

ョ

ブ

各区民事務所・図書館、区役所１階総合案内・４階職員課、ＪＯＢコー
ナー町屋、特別区人事委員会事務局任用課
申込方法・期間
▶インターネット…特別区人事委員会ホームページで、４月１日㈰午前
10時〜４月９日㈪午後５時（受信有効）
▶郵送…特別区人事委員会事務局任用課あて、４月１日㈰~５日㈭（消印有効）

９月に土木・建築新方式を実施
Ⅰ類の「土木造園（土木）」
、
「建築」の技術系の職種は、左記の試
験に加えて、９月に民間企業志望者や試験対策に十分な時間が取れな
い方も受験しやすい土木・建築新方式を実施します。第１次試験は、
適性検査・専門試験を行い、受験資格は一般方式と同様です。
※土木・建築新方式と一般方式は併願できません
※詳細は、特別区人事委員会ホームページをご覧ください

〒102-0072千代田区飯田橋３ - ５ - １特別区人事委員会事務局任用課
 http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

☎（５２１０）９７８７

広告内容の問い合わせは各事業所へ
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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

期 日

申込み・問合せ

経営支援課 ☎内線４６７

荒川区社会福祉協議会
☎
（３８０２）
２７９４

（３８０２）３８３１

店

名

販売台数 １店２台程度
所 在 地

電話番号

ホンダウイングクジライ 南 千 住 ５ − ６ −13 （３８０１）５８９３
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
山田輪店

東 尾 久 ６ − ９ − ４ （３８９５）１９７０

直井商会

東日暮里３−４２−１２（３８０１）２７７３

イベント情報
◆歌おう会「楽しく集い歌う会」
３月24日㈯ 午後２時〜３
時30分 アクロスあらかわ多
目的ホール ※直接会場へ
￬300円 歌おう会・坂場
☎（３８９５）００５０
※午前中または午後６時〜９時

サークル会員募集
◆コーチング勉強会「話の聴き方を
学び、信頼関係を築こう」
４月４日㈬ 午後７時30分
〜９時30分 日暮里サニーホ
ール 20人（申込順） ￬700
円 コーチングスポット・森戸
☎（３８９５）５３５３
※午前８時〜午後８時

施術所名
整容館整骨院

所在地
西日暮里５−３３−３

人

電 話
（３８０５）０３２３

内

ふれ あ い 館の催 し
申込期間の指定がない申込順の事業は、３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

町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１
◆初心者成人陶芸教室
４月３日・10日・24日の㈫
（全３回） 午前10時〜正午
20歳以上の方 15人（抽
選 ） ￬2000円 ￮ ３ 月28日
㈬午後６時
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆介護者教室
３月24日㈯ 午後１時30
分〜３時 中学生以上の方
30人（抽選） 高齢者に多
い病気と予防
◆社交ダンスパーティー
３月25日㈰ 午後２時〜
４ 時30分 100人（ 当 日 の
先着順） ヒールカバー
◆体験テコンドー教室
４月１日㈰ 午後１時〜３
時 30人（申込順） ※未就
学児は保護者同伴で
◆快眠ヨガ
 ４ 月12日 〜 ９ 月27日 の 第
２・４㈭（全12回） 午後７
時30分〜８時30分 20歳以
上の方 25人（抽選） ３
月23日㈮午後７時30分に１階
サロンで
◆硬筆教室
４月12日〜平成31年３月28
日 の 第 ２ ･ ４ ㈭  午 前10時

〜11時30分 20歳以上の方
５人（申込順） 唱歌・童
謡歌詞の清書 ￬1000円（月
額）
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆成人ヨガ・ストレッチ教室
４月12日〜６月28日の㈭
※全11回（祝日を除く）
▶午後７時〜８時 ▶午後８
時15分〜９時15分 各回20
人（抽選） ￮３月23日㈮午後
９時
◆成人ＨＩＰＨＯＰ教室
 ４ 月10日 〜 ７ 月17日 の ㈫
（全15回） 午後８時15分〜
９時15分 25人（申込順）
￬500円
◆天然石入り手作りビーズアクセ
サリー講習会
４月13日、５月11日、６月
８日の㈮（全３回） 午前10
時30分〜正午 ６人（申込
順） ￬1500円
夕やけこやけふれあい館
☎（３８０１）０７１５
◆はるまつり
３月23日㈮ 午後２時〜
４時 ふれあい動物ひろば、
ゲーム、サンドブラスト体験
※サンドブラスト体験は当日の
先着順・20組（小学２年生以
下は保護者同伴で）
ヒ

ッ

プ

ホ

ッ

プ

講

持

￥

申

締

問

アラカワ・ユース・ボランティア認証式
区は、区内で地域活動やボラ
ンティア活動等の社会貢献活動
を行い顕著な実績を収めた大学
生を、アラカワ・ユース・ボラ
ン テ ィ ア（AYV） と し て 認 証
し、就職活動を応援していま
す。今年度は、岡田悠花さん、
杉浦美咲さん、増田翔太さんが
認証され、３月７日、西川区長
から認証状が送られました。

HP

ホームページアドレス

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。

期 日
３月25日㈰

［施術時間］▶午前９時〜午後１時 ▶午後３時〜午後７時

対

電子メールアドレス

問合せ

販売店 下表参照

日曜日柔道整復施術

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

問い合わせ先

リサイクル自転車を販売します

●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＞

締め切り

融資名
融資限度額 本人負担金利
資金使途
運転資金
2000万円
運転
1.4%
普通融資 設備資金
2500万円
設備
小規模企業資金
2000万円
0.6%
運転・設備・併用
施設・設備近代化
設備
1500万円
事業承継支援
運転・設備・併用
0.5%
季節資金
500万円
運転
特別融資
経営基盤強化
1250万円
運転・設備・併用
小規模企業特別支援
500万円
0.6%
経営改善借換
3000万円
運転（借換）

問合せ

申込方法
︵申込先︶

主な中小企業融資の種類

診療科目 ▶内…内科 ▶小…小児科 ▶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

費用

小規模企業資金融資の融資限度額等の拡充
融資限度額を1250万円から2000万円に拡充しま
した。

所

持ち物

対
象 次の要件をすべて満たしている中小企業者
▶区内に住所・事業所がある
▶東京信用保証協会の保証対象業
▶区内で引き続き１年以上同一事
種である
▶許認可等を要する事業は、その
業を営んでいる
▶申込日までに各種税金を完納し
許認可を得ている
ている

電 話
（３８９５）５０２３
（３８０６）２００４

講師

区は、区内中小企業を支援するために、低金利な融資をあっせんし
ています。金融機関や東京信用保証協会が審査・融資し、区が金利の
一部や信用保証料の全額または一部を負担します。

所在地
荒川５−１７−４
南千住７−３−７

内容

区 の 中小企業融資制度 のご活用を

医療機関名
岡歯科医院
荒井歯科医院

定員

所在地
電 話
荒川３−２３−１３
（３８９１）５８５８
町屋３−２７−９
（３８１９）３１２３
東尾久６−８−５
（３８９５）８３４１
西日暮里４−２１−１２ （５６８５）５５６２
町屋２−９−２１
（３８９５）３５２１
東日暮里６−４２−５ （３８０７）０２８８
荒川４−５４−５
（３８０２）２６０１
町屋３−２−１０
（３８１０）５６６５
東尾久３−３０−４
（３８９２）８８１４
西日暮里５−１１−８ （３８０５）８１８１
町屋６−１９−１５
（３８９５）６６０３
東日暮里６−４３−３ （３８０３）８８８８

期 日
３月21日㈷
３月25日㈰

対象

昼 夜 科目
医療機関名
○ ○
内
飯土用内科
○ ○
内
木田医院
３月21日㈷
○
内・小 小原医院
○
内
倉岡クリニック
○
婦
加藤産婦人科医院
３月24日㈯
○
内
稲富医院
○ ○ 内・小 荒川生協診療所
○ ○
内
高橋医院
３月25日㈰
○
整
古賀整形外科
○
内
小堀クリニック
○ 内・小 小沼医院
３月31日㈯
○
整
久富整形外科クリニック

※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

時

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

販売価格 8000円

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

【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

（防犯登録手数料を含む）

象

※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

期 日 ３月25日㈰

対

日

時間

休日診療当番医

平成30年度
の変更点

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

7

▲左から杉浦さん、増田さん、
西川区長、岡田さん

8

No.1616 2018年（平成30年）３月21日号

荒川区教育委員会褒賞
荒川区教育委員会では、学校の課外活動、生涯学習、スポーツ等の分野で活躍した皆さんに
「荒川区教育委員会褒賞」を贈り、その功績を称えています。
平成29年度の褒賞贈呈式は３月９日に行いました。受賞者は、次の皆さんです（敬称略）。
問合せ 教育総務課 ☎内線３３１３
▪夏堀彩香（諏訪台中３年）
漢字検定
▪石川紗弥子（第三瑞光小６年）
英語検定
▪梅田みいあ（瑞光小５年）
▪杉本祐音（汐入小６年）
▪二村蓮（第三瑞光小２年）
▪星りほ（汐入小６年）
▪皆川千紘（第三瑞光小６年） ▪若林昇希（汐入小６年）
▪大谷彩瑠（汐入小３年）
▪國弘一葉（汐入東小６年）
▪尾﨑翔（汐入小５年）
▪山中秀哉（汐入東小６年）
▪佐藤理音（汐入小５年）
▪角野友梧（第二峡田小４年）
▪藤森美羽（汐入小５年）
▪新井大和（第五峡田小６年）
▪ロシェジャンリュック恵（汐 ▪佐々木友洋（尾久第六小６年）
入小５年）
▪中野琴和（赤土小６年）
▪薄井茉莉（汐入小６年）
▪宮島諒太朗（第二日暮里小５年）
▪高橋百花（汐入小６年）
▪瀨田愛実（第三日暮里小６年）
▪原田涼輔（汐入小６年）
▪中山愛彩（ひぐらし小６年）
▪本田結万（汐入東小２年）
▪渡邉澪（第一中２年）
▪江﨑嘉為（汐入東小３年）
▪須藤京太郎（第四中３年）
▪𠮷識匠人（汐入東小４年）
▪加世田菜々子（第四中３年）
▪堀ひかり（汐入東小５年）
▪奥山結衣（第五中３年）
▪飯野愛央（汐入東小６年）
▪山本麗奈（第五中３年）
▪辻桃佳（汐入東小６年）
▪後藤日奈子（尾久八幡中３年）
▪藤枝七桜（汐入東小６年）
▪大森太陽（南千住第二中２年）
▪山田望愛（汐入東小６年）
▪小野竜平（南千住第二中２年）
▪小林漣（第二峡田小６年）
▪長谷川陽菜（原中３年）
▪徐慧（第四峡田小５年）
▪山本絵里子（原中３年）
▪廣瀬善幸（第四峡田小６年） ▪外山かおり（諏訪台中２年）
▪牧野加奈（尾久西小６年）
▪飯島あかね（諏訪台中３年）
▪福田なつ（尾久第六小６年） ▪宇野颯花（諏訪台中３年）
▪放示雛乃（尾久第六小６年） ▪加藤真由（諏訪台中３年）
▪孔有眞（赤土小６年）
▪松村春音（諏訪台中３年）
▪山中愛子（第一日暮里小６年） 数学検定
▪青木翔（第六日暮里小６年） ▪下條志穂（第一中３年）
▪赤星怜（ひぐらし小４年）
▪野口愛実（第一中３年）
▪土門大誠（昌平小３年）
▪鳴坂隼（第四中２年）
▪長谷川航章（第三中２年）
▪新井良季（第七中３年）
▪中彩音（第七中２年）
▪佐野樹（第七中３年）
▪古屋真菜（原中１年）
▪大塚秋紀（原中３年）
▪満山さら（原中３年）
▪小野寺豪太（諏訪台中３年）
▪夏堀優香（諏訪台中２年）
▪富俊程（諏訪台中３年）
▪門嶋黎恩（諏訪台中３年）

珠算・暗算検定
▪髙野あかり（第二瑞光小６年）
▪杉平笑和（第三瑞光小２年）
▪林栞愛（第三瑞光小４年）
▪村田結萌（第三瑞光小４年）
▪杉平将貴（第三瑞光小５年）
▪斉藤美希（第三瑞光小６年）
▪佐伯果音（第三瑞光小６年）
▪吉田美波（第三瑞光小６年）
▪内門洋翔（汐入小２年）
▪柴山二湖（汐入小４年）
▪阿部実緒（汐入小５年）
▪齊藤百香（汐入小５年）
▪杉本彩華（汐入小５年）
▪清野小春（汐入小６年）
▪小村柚芽（汐入東小３年）
▪明戸綾音（汐入東小４年）
▪加藤愛子（汐入東小４年）
▪國生陽美（汐入東小４年）
▪松岡恭汰（汐入東小４年）
▪河野煌太（汐入東小６年）
▪木村仁美（汐入東小６年）
▪山田望愛（汐入東小６年）
▪宮下明依（第三峡田小５年）
▪清水苺香（第五峡田小３年）
▪川口桃果（尾久小６年）
▪内山悠稀（赤土小３年）
▪ 山諒太郎（赤土小６年）
▪眞田あみ（第六日暮里小６年）
▪柴本賢大（第六日暮里小６年）
調べる学習
▪吉田早希（汐入東小４年）
▪小野田猛（峡田小６年）
▪山田桃安奈（尾久小３年）
▪藤田丞汰郎（尾久西小６年）
▪鳥居和真（赤土小２年）
▪髙野勇斗（赤土小３年）
▪中嶋幸生（第一日暮里小５年）
▪中村都麦（第四中１年）
▪中馬怜南（第九中２年）

▪山本七つ海（第九中２年）
▪畑中発（諏訪台中１年）
▪丹治めぐみ（諏訪台中２年）
▪飛田咲和（諏訪台中２年）
▪中村文香（諏訪台中２年）
▪渡邊利夏（諏訪台中２年）
作文
▪佐野文香（第三瑞光小６年）
▪山本そよ（第三瑞光小６年）
▪田中美帆（第三中３年）
▪加世田菜々子（第四中３年）
俳句・川柳
▪酒井英恵（第四中３年）
▪秋庭颯太（開成高３年）
▪筏井悠（開成高３年）
▪板倉健（開成高３年）
▪岩田奎（開成高３年）
▪開成高等学校
書道
▪三橋舞桜（赤土小４年）
▪飯島杏奈（第四中１年）
▪野村紫雨
美術
▪小林理子（峡田小５年）
▪富永あおい
（尾久第六小６年）
▪奥村香澄（尾久宮前小６年）
▪河原弘貴（尾久宮前小６年）
▪門野佑生（第二日暮里小３年）
▪川部亜優菜（第一中２年）
▪柿﨑莉奈（三田高３年）
ポスター
▪重見侑希（瑞光小１年）
▪村松愛月（第三中３年）
工作
▪大門小学校２年１組
吹奏楽・軽音楽
▪第六瑞光小学校金管マーチン
グバンド
▪尾久八幡中学校吹奏楽部
▪竹台高等学校軽音楽部

ピアノ
▪中村暦（汐入東小３年）
演劇
▪尾久八幡中学校演劇部
民謡民舞
▪田澤このか（諏訪台中１年）
ダンス
▪第七中学校ダンス部
バレエ
▪根本彩（第三中１年）
防災検定
▪弓田拓己（尾久西小５年）
▪牧野加奈（尾久西小６年）
▪横田京（南千住第二中２年）
▪竹内琴音（原中２年）
英語スピーチ
▪島野琳（第五中３年）
ディベート
▪開成中学校 a
▪開成高等学校
数学・情報オリンピック
▪宿田彩斗（開成中３年）
▪西森駿介（開成中３年）
▪米田寛峻（開成中３年）
▪佐口武優（開成高３年）
▪髙谷悠太（開成高３年）
▪千歳彬文（開成高３年）
生物学オリンピック
▪伊藤広朗（開成高３年）
化学グランプリ
▪西原和樹（開成高３年）
物理コンテスト
▪新居智将（開成高２年）
▪千歳彬文（開成高３年）
パソコン
▪大好き、一面の雪
新聞スクラップ
▪髙山あかり（第九中２年）
▪初澤俊輝（第九中２年）
▪原田真衣（第九中２年）

▪廿野真緒（第五中３年）
▪第九中学校２年生女子
鉄人レース・イン・汐入
▪第九中学校２年生男子
▪片山悠（第三瑞光小３年）
▪小松龍汰（原中３年）
▪太宰杏華（汐入東小２年）
▪田中悠太（原中３年）
▪生井沢琉偉（汐入東小４年） ▪原中学校１年生男子
▪村上芽衣（汐入東小５年）
▪原中学校
▪川上莉央（汐入東小６年）
▪猪口笑菜（諏訪台中３年）
▪大隈時成（第四峡田小２年） ▪島貫恵梨子（諏訪台中３年）
▪寺西美知（赤土小３年）
▪山下佳太（諏訪台中３年）
▪阿部竜典（第三日暮里小５年） ▪諏訪台中学校３年生男子
マラソン
一輪車
▪西山瑞希（汐入東小３年）
▪西山瑞希（汐入東小３年）
▪生井沢琉偉（汐入東小４年）
柔道
▪手塚陽葵（第二峡田小３年）
▪寺西美知（赤土小３年）
▪原義一
▪佐藤七菜（尾久第六小５年）
▪松井俊介
▪押田祐希（大門小６年）
陸上競技
テコンドー
▪八幡千尋（第一中２年）
▪中澤芯真（第七峡田小５年）
▪小林透子（第一中３年）
空手
▪関谷拓海（第一中３年）
▪髙岡珠里（汐入小５年）
▪細野浩陽（第一中３年）
▪塚田友樹（汐入小６年）
▪三浦亜梨（第一中３年）
▪花井杏霞（汐入東小５年）
▪梅澤日向子（第三中３年）
▪田中妃奈恵（第五峡田小３年）
▪神長颯太（第三中３年）
▪小泉裕海（第五峡田小４年）
▪川端響（第四中２年）
▪樋口遥太（第三中２年）
▪小林雅也（第四中３年）
相撲
▪清水春陽（汐入東小６年）
▪佐久間萌音（第五中３年）

▪第一中学校相撲部
剣道
▪佐藤佳怜（瑞光小５年）
▪南千住警察署少年剣道部
▪伫健介（筑波大３年）
体操
▪赤塚公規（南千住第二中３年）
バトン
▪永瀬ひまり（第五峡田小３年）
▪石井芽美（第七峡田小３年）
▪岡田梛未（第七峡田小３年）
▪武廣若菜（第七峡田小３年）
▪須賀未梨愛（第七峡田小５年）
▪輿石真緒（尾久第六小５年）
▪酒井奏津（大門小６年）
▪ＭＫＥシャイニングハート
▪輿石菜緒（第七中２年）
▪酒井萌々子（竹台高３年）
フィギュアスケート
▪今瀬ひより（尾久第六小４年）
ボウリング
▪白坂陽
水泳
▪大和田幸那（第二瑞光小５年）
▪小松匠史（峡田小６年）
▪ロイド珠里亜（尾久西小５年）
▪笠原大希（第一中３年）
▪丹治美奈子（諏訪台中１年）

▪栗塚勇成（早稲田中３年）
▪首都大なでしこ
キンボール
▪あらかわＫＣＭＭＹＨ
▪あらかわＫＣタイガー
▪あらかわＫＣ鉄腕ゲッツ
▪荒川Ｚ☆スタージョーカー
▪あらかわ宮前タートルズ
ＳＴＥＰ
▪あらかわ宮前タートルズ
チーム八幡
▪汐入ペンギンズＣ
サッカー
▪開成学園サッカー部
▪ＬＡＲＧＯ
卓球
▪永田斗真（尾久小４年）
▪喜耒心咲（第三中２年）
▪板坂眞生（尾久八幡中２年）
▪巻田懐（尾久八幡中２年）
▪八島大地（尾久八幡中２年）
▪後藤世羽（尾久八幡中３年）
▪尾久八幡中学校女子卓球部
▪尾久八幡中学校男子卓球部
▪ＴＥＡＭＺＥＲＯ
バスケットボール
▪尾久八幡中学校女子バスケッ
トボール部

バドミントン
▪深尾優太（汐入東小４年）
▪土屋明莉（汐入東小５年）
▪國弘一葉（汐入東小６年）
▪第一中学校男子バドミントン部
▪諏訪台中学校女子バドミントン部
▪石橋律子
▪比留川夕子
▪古川勝也
▪鈴木八重子
▪松木三枝子
バレーボール
▪原中学校女子バレーボール部
ビーチボール
▪Ｋｉｄｓ．８
ドッヂビー
▪大乱闘中
野球
▪荒川レジェンド
テニス
▪菅原直（尾久八幡中３年）
▪須賀健斗（聖学院高３年）
釣魚
▪荒川区釣魚連合会
▪塚越彰
▪四方田正司
なわとび
▪尾久第六小学校６年１組

文 化 部 門

スポーツ部 門

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です
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