
※ 子育て女性のキャリアアップ講座（パソコン基礎講習・カラ
ー診断・履歴書作成等）は、平成30年度も開催予定です

　区は、各世代を対象に講座を開催し、就職・
就労につなげています。就職・就労に向かって
一歩を踏み出そうとしている方は、ぜひ、ご相
談ください。
 問合せ　就労支援課　☎内線４６６

さまざまな就労支援セミナーをご利用ください

　講座を受講して、再就職を目指すきっかけになり
ました。子どもを預けて受講できることも、「参加
してみよう」と思えたポイントです。
　今後は、講座で習得した知識を基に、就職に向
けて資格を取得する勉強をしようと思っています。

　荒川区・足立区内の企業が参加する就職面接会を職種ごと
に毎月開催しています。２月は警備・建設・軽作業等です。

●期日　 ２月15日㈭　※直接会場へ　　●時間　午後１時30分～４時
●会場　ムーブ町屋３階ムーブホール
●問合せ　ハローワーク足立事業所第二部門　☎（３８７０）８６１７

マンスリー就職面接会

子育て女性向けセミナー
子育てしながら私も働ける！？
　～再就職の準備について考えましょう
●期日　３月８日㈭　　●時間　午前10時～正午
●会場　ゆいの森あらかわゆいの森ホール
●対象　子育て中の女性
●定員　20人（申込順）　※３歳以下のお子さん同伴可
●費用　無料　　●締切り　３月７日㈬
●申込み・問合せ　 東京しごとセンター・女性しごと応援

テラス　☎（５２１１）２８５５

子育て女性

●申込み・問合せ
　 わかもの就労サポートデスク　☎（３８００）６１８８

　区内在住の39歳以下の方で、仕事をしたいけれど就職活動に不安
がある方、何から始めたらよいかわからない方へ、就職活動のポイン
トをわかりやすく説明します。

◆指示の受け方、報告の仕方を学ぼう
　●期日　 ２月23日㈮　　●締切り　２月22日㈭
◆一般職業適性検査をしてみよう
　●期日　 ３月５日㈪・６日㈫（全２回）　　●締切り　３月２日㈮
◆就活おしゃべりサークル
　●期日　 ３月19日㈪　　●締切り　３月16日㈮

　●時間　午後２時～４時　●会場　ムーブ町屋４階ミニギャラリー
　●定員　各10人（申込順）　●費用　無料

●期間　 ３月６日㈫～９日㈮（３泊４日）
●会場　NPO法人青少年自立援助センター（福生市福生2351－１）
●定員　４人（申込順）　　●費用　無料
●締切り　２月28日㈬

就労支援セミナー

合宿型就労訓練（ワークゼミあらかわ）「ハウスクリーニング講座」

若　者

シニア生涯ワーキングセミナー

ライフマネープランと再就職の基礎知識
●期日　２月20日㈫　　●時間　午後１時～４時
●会場　ムーブ町屋３階ムーブホール
●対象　55歳以上の就職活動中（予定）の方
●定員　50人（申込順）　　●費用　無料
●締切り　２月19日㈪
●申込み　 【予約専用ダイヤル】☎（６８９４）３３１４
●問合せ　東京しごとセンター・シニアコーナー
　　　　　☎（５２１１）２３３５
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子育て女性のキャリアアップ講座を受講した村田さん子育て女性のキャリアアップ講座を受講した村田さん

４面で就職・就労を応援する窓口を紹介します

平成30年
2月11日
No.1612
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～区政は区民を幸せにするシステム～

２面◆  アクト21交流のつどい

４面◆ 就職・就労を応援する窓口を
　　　ご利用ください 



はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

費用の記載がない事業は無料です

● 往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

● 指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）１枚
● 電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

● 宛先は、各記事の申し込み先へ
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
してください

①事業・イベント名
②〒住所※

③氏名（ふりがな）
④電話番号
⑤以降にその他の
　必要事項
　（各記事に明示）

お知らせ

あらかわ遊園地下駐車場が
休場
２月13日㈫～16日㈮、２月21日

㈬～23日㈮、26日㈪～28日㈬、３
月６日㈫・７日㈬　 設備工事
あらかわ遊園

☎（３８９３）６００３

高額介護合算療養費の申請を
　１年間の医療・介護保険における
自己負担額が高額な方の負担を軽減
するための制度です。対象者には、
２月中旬頃に平成28年度の申請書
を送付します。
平成29年７月31日現在、後期高

齢者医療保険の資格があり、平成
28年８月１日～平成29年７月31日
に医療・介護保険の両方を利用し、
かつ限度額を超えた方
◆対象者で申請書が届かない方
　平成28年８月１日～平成29年７
月31日に医療保険の資格に変更が
あった下記の方は、必要書類を持参
し、申請してください。
・ ▶昭和16年８月２日以降に

生まれた方…75歳未満に加入して
いた医療保険の自己負担額証明書
▶平成28年８月２日以降に都外か
ら荒川区へ転入した方…転入前の医
療・介護保険の自己負担額証明書
　……………………………………
国保年金課（区役所１階）

☎内線２３９２

荒川区手話言語条例（骨子）
に関する意見を募集
　手話に対する理解の促進・普及、環
境の整備に取り組むための条例です。
骨子の閲覧区役所１階障害者福祉課、
区役所地下１階情報提供コーナー、
荒川区ホームページ　 ２月26日
㈪必着　 意見の提出 持参・郵送・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骨子
への意見を、〒116-8501（住所不
要）荒川区役所１階障害者福祉課へ
☎内線２６８２
（３８０２）０８１９
syouhuku@city .arakawa.

tokyo.jp

燃やすごみ・燃やさないごみ
の収集時間が変わります
　燃やさないごみの資源化に伴い、
４月２日㈪から収集車両・ルートを
変更します。そのため、一部地域の
収集する時間を変更します。
※収集する曜日は変わりません。ご
みは、収集日の朝８時までに集積所
に出してください
荒川清掃事務所☎内線４７１

景観まちづくり推進会委員
を募集
任期４月１日～平成31年３月31日
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　 10
人（選考）　 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
２月28日㈬　 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
所北庁舎３階都市計画課へ
☎内線２８１６
（３８０２）００４６
toshikeikaku@city.arakawa.

tokyo.jp

ミニフリーマーケットの
出店者を募集
３月11日㈰（雨天中止）　 午前

10時～午後３時　 南千住三丁目
公園　※車での来場はできません
区内在住の方　 募集店舗数 30店

（抽選）　店の広さ約1.8ｍ×1.8ｍ
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。営業目的での
出店はできません　 ２月23日㈮
消印有効　 往復はがきで、２面上
段を参照し①～④の記入事項と⑤主
な販売品を、〒116-0003荒川区南
千住３-28-69あらかわリサイクル
センターへ☎（３８０５）９１７２

子育て・教育

出産を迎える方のための
読み聞かせ講習会
３月10日㈯　 午前10時～正午

区内在住で、これから出産を迎え
る方と家族　 30人（申込順）
託児２歳以上の未就学児、４人（申
込順、３月１日㈭午後５時まで）
全日本語りネットワーク副理事

長・植田たい子氏　 ゆいの森あら
かわ１階総合カウンター・各図書
館・下記ホームページで
・ ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
https://www.yuinomori.city.

arakawa.tokyo.jp/

中高生リーダー養成講座
～笑顔クリエイターになろう
３月10日・17日の㈯（全２回）
午後１時～４時30分　 生涯学

習センター　 区内在住・在学の中
学生・高校生　 20人（申込順）
レクリエーションを体験、小学生

と一緒に楽しく遊ぼう　 ３月２日
㈮　 電話・電子メールで、２面上
段を参照し①～④の記入事項を、生
涯学習課へ☎内線３３５５
shakyo-shakyo@city.arakawa.

tokyo.jp

遊び・学び体験
「もうすぐ１年生」
３月21日㈷　 午後１時～２時
区内在住で、平成30年４月から

小学校入学予定のお子さんと保護者
15組（申込順）　 レクリエーシ

ョンゲーム、簡易科学工作、読み聞
かせ　 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
・ ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
https://www.yuinomori.city.

arakawa.tokyo.jp/

科学実験ゼミナール
～電磁石の性質をさぐろう
３月31日㈯　 ▶午前10時30分

～正午　▶午後１時30分～３時
区内在住の小学２～５年生　 各

20人（申込順）
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
・ ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９
https://www.yuinomori.city.

arakawa.tokyo.jp/

高齢者

お口と食事の元気塾
「誤嚥

えん

性肺炎予防講座」
３月９日㈮・14日㈬（全２回）
午後２時～４時　 荒木田ふれあ

い館洋室１・２　 区内在住・在勤
で、おおむね65歳以上の方　 30
人（申込順）　 ３月８日㈭
高齢者福祉課☎内線２６６６

スマートフォン講習会
３月27日㈫　 ▶午前クラス…

午前10時～正午　▶午後クラス…
午後１時30分～３時30分　 荒川
老人福祉センター　 区内在住で
60歳以上の方　 各20人（抽選）
※初めての方が優先。スマートフォ
ンはこちらで用意します　 ２月
17日㈯必着
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希望のクラス⑥年齢⑦フ
ァクス番号を、〒116-0002荒川区
荒川１-34-６荒川老人福祉センタ
ーへ☎（３８０２）１６６６
（３８０２）１６８３
starts- from60@arakawa-

shakyo.or.jp

産業・経営支援

機械要素技術展の
共同出展企業募集
　国内最大級の見本市「機械要素技
術展」の荒川区ブースに共同出展す
る企業を募集します。
６月20日㈬～22日㈮　 東京ビ

ッグサイト（江東区有明３-11-１）
機械要素・加工技術に関連した事
業を営む区内中小企業等　 12社
（選考）　 募集要項の配布 区役所６階
経営支援課　※荒川区ホームページ
からもダウンロード可
出展スペース約８㎡（予定）　 14万
円から　※運搬等の費用や備品は自
己負担です　 ２月26日㈪　 郵
送・ファクスで、申込書を、〒116-
8501（住所不要）荒川区役所経営
支援課へ☎（３８０２）４８０８
（３８０３）２３３３

※申込順の記載がないものは直接会場へ

 期日  ３月３日㈯３月３日㈯　　 時間  午前10時～午後４時午前10時～午後４時　　 会場・申込み・問合せ  アクト21アクト21　　☎（３８０９）２８９０☎（３８０９）２８９０

  講演会「高齢者の人権～防ごう高齢者への虐待」講演会「高齢者の人権～防ごう高齢者への虐待」  
　時間　午前10時30分～11時30分
　講師　 梶川義人氏（日本虐待防止研究・研修

センター代表）
　費用　無料
 手作りコーナー  手作りコーナー 
●千代紙で折る小箱作り
　時間　午後１時～２時30分　費用　無料
●春の花でブーケ作り
　時間　午後１時30分～２時30分
　定員　15人（申込順）　費用　500円

●フォトフォルダー作り
　時間　午後１時30分～２時30分
　定員　10人（申込順）　費用　500円
 喫茶コーナー  喫茶コーナー 
　 時間　 午前11時30分～午後３時30分
　内容　コーヒー、紅茶、昆布茶
　費用　各100円
 手作りバザー  手作りバザー 
　時間　正午～午後１時30分
　内容　 南アルプス市物産・手作り小物・弁当

の販売

 団体発表会 
　 時間　午後０時30分～３時30分
　 内容　 合唱、太極拳、ダンス、和太鼓等
 アトラクション  アトラクション 
　時間　正午～午後３時
　内容　 バルーンアート、ジャグリング
 登録団体展示  登録団体展示 
　内容　花、俳句、手芸作品等

時30分
団体発表会団体発表会
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仕事・人材募集

区立小学校講師を募集
各職種の教員免許状を有する方
若干名（選考）　 ▶算数・国語

少人数学習指導講師（小学校低学年
算数・国語）　▶算数習熟度別学習
指導講師　※欠員があった場合に採
用　 履歴書・教員免許状の写し
報酬 2700円（授業１時間）
３月５日㈪　 持参・郵送で、

〒116-8501（住所不要）荒川区役
所３階指導室へ☎内線３３８１

区立保育園の臨時職員を募集
◆産前産後休暇職員の代替等
勤務日数月20日　 勤務時間午前８時
30分～午後５時　 報酬 7750円（日
給）　※保育士の有資格者は8600円
◆特別支援児の介助
勤務日数月20日　 勤務時間午前８時
30分～午後５時　 報酬 8230円（日
給）　※保育士の有資格者は9080円
◆朝・夕の保育補助
勤務日数週１～６日　勤務時間午前７
時15分～10時のうちの２時間・午
後３時30分～６時30分のうちの２
時間勤務　報酬 1400円（時給）
　……………………………………
履歴書（保育士の有資格者は保

育士登録証の写し）　 持参・郵送
で、〒116-8501（住所不要）荒川
区役所２階保育課へ☎内線３８２４

区立中学校事務嘱託員を募集
勤務期間 ４月１日～平成31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
区立中学校　 パソコンの操作が

できる方　 １人（選考）
選考方法 作文・面接等　 経理事
務、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）　 ２月13日
㈫～23日㈮
教育総務課☎内線３３１６

日本語指導員の登録者を募集
日常会話程度の外国語が理解でき
る方　※特に、タガログ語・タイ
語・ベトナム語・ポルトガル語・モ
ンゴル語・英語・ネパール語・韓国
語　 区立幼稚園・こども園・小学
校に入園・入学した外国人園児・児
童の日本語指導　 報酬 2000円（１
時間）　 申込書の配布区役所３階指導
室　※荒川区ホームページからもダ
ウンロード可

持参・郵送で、申込書を、〒116-
8501（住所不要）荒川区役所３階
指導室へ☎内線３３８１

スポーツ

たまには運動しませんか
～かんたんエクササイズ体験
３月11日㈰　 午後１時～３時
荒川総合スポーツセンター　 区

内在住・在勤・在学で、20歳以上
の方　 200人（申込順）
託児 ２歳以上の未就学児、60人
（申込順）　 はじめてヨガ・らく
らくストレッチ・フラダンス等から
２種目　 室内履き、タオル、飲み
物　※動きやすい服装で　 100円
申込書の配布 区役所３階スポーツ振
興課、荒川総合スポーツセンター等
３月４日㈰
２月14日㈬から、申込書と費用

を、荒川総合スポーツセンターへ
☎（３８０２）３９０１

ウオーキングイベント
３月18日㈰　 午前９時～午後

１時　 区役所～都立汐入公園ほか
※雨天時は、荒川区役所３階304・
305会議室　 区内在住・在勤・在
学で、約８㎞のコースを歩く体力が
ある方　 30人（申込順）　 ３月
12日㈪
スポーツ振興課☎内線３３７４

あらかわ遊園スポーツハウス
「エキストラスイマーズ」
４月７日からの㈯　 午後７時～

９時　 15歳以上の方（中学生は
不可）　 ７人（申込順）　 上級者
向け泳力向上を目的とした陸上・水
泳の練習　 7200円（月額）
来館で　 ・ あらかわ遊園スポ

ーツハウス☎（３８００）７３３３

講座

「回想法」入門講座
２月22日㈭　 午後２時～４時
ゆいの森あらかわゆいの森ホール
100人（当日の先着順）　 「思

い出語り」がもたらす脳への効果と
実践方法　 荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

おとなたちの紙芝居と音楽
２月20日㈫　 午後６時30分～

８時30分　 サンパール荒川小ホ
ール　 250人（当日の先着順）
出演 紙芝居師・三橋とら氏、シン

ガーソングライター・三浦鯉登氏ほ
か　 あらかわ地域活動サロンふら
っと.フラット
☎（３８９１）８５７１
※㈪～㈮の午後１時～７時（第１・
３㈬・㈮は午後９時まで）

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室
◆ 着物・古布のリサイクル～チュニ
ック
３月５日・12日の㈪（全２回）
10人　 着物または浴衣１枚（襟・

袖・おくみは解く）、裁縫用具
◆ 電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー
３月６日・20日の㈫　 各８人

◆廃食油で作るアロマキャンドル
３月７日㈬・21日㈷　 各８人

◆サンドブラストでカップ作り
３月10日㈯　 ８人

◆ガラス棒を加熱して作るとんぼ玉
３月13日㈫　 小学５年生以上

の方　 ６人
◆電気炉を使ったガラスの置物作り
３月14日㈬　 ８人

◆紙すき～押し花等で作るはがき
３月15日㈭　 ８人　 空の牛

乳パック（１ℓ）１枚
◆アルミ缶折り鶴
３月24日㈯　 ８人　 空のア

ルミ缶（350ml）１個
　……………………………………
※申込順
午後２時～３時30分　 託児満１

歳以上の未就学児、５人（申込順）
※託児は、３月６日㈫・10日㈯・
13日㈫・21日㈷のみで、各開催日
の10日前までに要予約
・ あらかわリサイクルセンター
☎（３８０５）９１７２

集合住宅向け省エネセミナー
「共用部分の省エネ化で快適
・節電・管理費削減を考える」
３月17日㈯　 午後２時～４時
あらかわエコセンター２階　 区

内集合住宅所有者・管理組合等
30人（申込順）
環境課☎内線４８２

催し

介護者教室
「福祉用具のキホン・ギモン」
２月17日㈯　 午後１時30分～

２時30分　 区内在住・在勤の方
15人（申込順）　 介護福祉士・

堀口将氏　 ・ 東日暮里在宅高齢
者通所サービスセンター
☎（３８０５）６１２１

にっぽりマルシェ
２月17日㈯・18日㈰（荒天中止）
午前10時～午後５時　 日暮里

駅前イベント広場　 物産販売、ス
テージショー、無料健康相談（18
日のみ）
サンマークシティ日暮里商店会・
慶野☎０９０（３１０９）０７５６

新春区民囲碁大会
２月18日㈰　 午後１時～６時
町屋文化センター２階　 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。手合は
１級段差１子、互先とし、六目半コ
ミ出し　 1500円（日本棋院荒川
支部会員は500円）
日本棋院荒川支部・杉山
☎０９０（２４３３）７４８５
※当日の正午～午後０時30分に会
場でも受け付け

一日文化体験フェア
２月24日㈯　※直接会場へ
午前10時～午後４時30分　 町

屋文化センター　 講座体験、楽器
演奏等のステージ、物産展、抽選会
等
ACC☎（３８０２）７１１１

大人のためのおはなし会
２月25日㈰　 午後２時～３時

30分　 15歳以上（中学生は不可）
30人（申込順）　 「鶴女房」

「死神の名付け親」ほか
・ 南千住図書館

☎（３８０７）９２２１

ふれあい館・ひろば館
交流フェスタ
３月４日㈰　 ▶午前10時～午

後０時40分　▶午後１時35分～４
時10分　※入替制　 サンパール
荒川大ホール　 子どもサークルに
よるダンスや一輪車等の舞台発表
尾久ふれあい館
☎（３８０９）２５１１

かわさきエコ暮らし未来館
に行こう
３月17日㈯　 午前10時30分～

午後３時　 集合 JR日暮里駅北口改
札　 解散 かわさきエコ暮らし未来
館　 かわさきエコ暮らし未来館・
浮島太陽光発電所（川崎市川崎区浮
島町）　 区内在住・在勤・在学の
方　※小学生以下は保護者同伴で　
30人（申込順）　 メガソーラー

の見学等　 昼食、飲み物　 ３月
８日㈭　 環境課☎内線４８２

荒川区環境区民大賞の表彰式が
行われました

　区では、区民の優
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29年度は、
944作品の応募の中
から、24名・２団体
が受賞しました。
　１月29日にサン
パール荒川で表彰式
が開催されました。

平成29年度荒川区議会定例会・
２月会議 が開かれます 議会事務局議会事務局

☎内線３６１６☎内線３６１６問合せ

　平成29年度荒川区議会定例会・
２月会議は、２月15日㈭～３月15
日㈭の期間で開かれる予定です。
　この２月会議では、区政全般にわ
たり、議員から区長等に対して質問
をするほか、条例や平成30年度予
算案等の議案を審議する予定です。
※ 本会議・委員会は傍聴できます。車い
すを利用する方の傍聴席もあります。
本会議の開始時間は、午前10時から
です

区議会の委員会質疑を
ケーブルテレビで放送します
　ＣＡＴＶマイチャンネル
あらかわ（地デジ11ｃ

チャンネル

ｈ）
で、「予算に関する特別委員
会」の総括質疑の模様を放送
します。放送日時は、後日区
報や荒川区ホーム
ページ等でお知ら
せします。
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期　日 医療機関名 所在地 電    話
２月12日㉁ 汐入耳鼻咽喉科 南千住８－４－５ （３８０２）８７３３

午前９時～午後５時（診察時間）【耳鼻咽喉科】

あらかわキッズ・マザーズコール24 ☎０１２０（５３６）８８３ 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

診療時間 ▶㈪～㈮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 対　　象 15歳未満の救急患者（急な発熱等）

荒川区医師会
こどもクリニック

小児科の平日準夜間・休日診療

休日診療当番医 ※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

期　日 医療機関名 所在地 電    話
２月11日㈷ 丹野歯科医院 西日暮里３－２３－９ （３８２１）６４３５
２月12日㉁ コハクラ歯科医院 町屋３－２０－１４ （３８９２）３７８３
２月18日㈰ 山田歯科医院 南千住５－２７－２ （３８０１）５５３８

午前９時～午後４時（電話受け付け）【歯科】

●荒川区医師会 ☎（３８９３）２３３１
●荒川区歯科医師会 ☎（３８０５）６６０１
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞ ☎（５２７２）０３０３
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞ ☎（３２１２）２３２３

問合せ

※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

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

診療時間（昼＝午前10時～午後１時、午後２時～５時、夜＝午後５時～午後９時）
診療可能科目（内＝内科、小＝小児科、婦＝婦人科、整＝整形外科）
※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

【内科等】

期　日 昼 夜 科 目 医療機関名 所在地 電    話

２月11日㈷

○ 内・小 金子医院 南千住６－４７－１１ （３８９１）２９４５
○ ○ 婦 女性とこころのクリニック 町屋１－１－９ （５８５５）１２３３
○ ○ 内 中村内科・小児科医院 東尾久４－１７－１ （３８９３）５７９６
○ 内 おいぬま内科 西日暮里１－５２－１ （３８０７）０３２８

２月12日㉁

○ 内 南千住内科クリニック 南千住５－３１－６ （５６１５）５３１１
○ ○ 内・小 小沼医院 町屋６－１９－１５ （３８９５）６６０３
○ ○ 内 佐藤病院 西尾久５－７－１ （３８９３）６５２５
○ 内 細井胃腸科クリニック 西日暮里１－５９－１１（３８０５）４１５１

２月17日㈯ ○ 整 堀整形外科医院 町屋１－１－９ （３８９５）１２３５
○ 内・小 リーデンスタワークリニック 東日暮里５－１６－３ （５８５０）１６６１

２月18日㈰

○ 内 南千住病院 南千住５－１０－１ （３８０６）２２３２
○ ○ 整 町屋整形外科 町屋３－９－１２ （３８００）２７２７
○ ○ 内 野原医院 東尾久４－４６－１６ （３８９３）８３６３
○ 婦・内 白十字診療所 西日暮里２－１９－１０（３８０２）３９１１ 期　日 施術所名 所在地 電    話

２月11日㈷ くまくら接骨院 南千住１－２２－１　 （３８０１）２１０２
２月18日㈰ 見目整骨院 東日暮里１－６－１１ （３８０２）４０４４

日曜日柔道整復施術 ［施術時間］午前９時～午後１時、午後３時～午後７時

をををを応援する窓口をご利用ください応援する窓口をご利用ください
女　性

　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　午前10時～午後６時
　　　　※㈯・㈰・㈷等を除く
●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☎内線４６６へ

　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。
●場所　区役所１階生活福祉課横
●問合せ　☎内線２６１３

●時間　㈫・㈬・㈭午前10時～午後４時
　　　　※㈷等を除く
●場所　センターまちや３階
　　　　※ キッズコーナー、授乳室も備えています
●問合せ　☎（５９０１）１８７０

　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。

子育て女性のおしごと相談デスク

●時間　午前10時～午後６時
　　　　※㈯・㈰・㈷等を除く
●場所　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　☎（５８５０）８６１１

　育児・介護と仕事の両立を目指す方の
職業相談・紹介を行っています。
※ハローワーク足立が運営

マザーズハローワーク日暮里Ｊ
ジ ョ ブ

ＯＢコーナー町屋

仕事・生活
サポートデスク

若　者

●時間　午前10時～午後６時
　　　　※㈯・㈰・㈷等を除く
●場所　センターまちや３階
●問合せ　☎（３８００）６１８８

　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。

わかもの就労サポートデスク

●時間　午前10時～午後６時
　　　　※㈯・㈰・㈷等を除く
●場所　西日暮里２－29－３（７階）
●問合せ　☎（５８５０）８６０９

　44歳以下の方を対象に、適職相談、
応募書類・面接対策、職業相談・紹介を
行っています。※ハローワーク足立が運営

日暮里わかものハローワーク
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　〒116-8501　東京都荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１
　FAX（３８０２）６２６２

毎月１日・11日・21日（

（

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☎内線２１３９へ（荒川区ホームページからも申し込めます）

@arakawakukoho荒川区ツイッター
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/発 行　荒川区

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 116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）６万7000部発行
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa


	180211あらかわ区報_1.pdf
	180211あらかわ区報_2
	180211あらかわ区報_3
	180211あらかわ区報_4

