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平成 30 年

４面◆障がい者スポーツフェスティバル

No.1610

８面◆平成30年度荒川コミュニティ
カレッジ受講生を募集

1 月 21日
荒 川 区

☎
（3802）
3111 FAX（3802）6262

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

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

一代限りの命を見守る活動
飼 い 主 の い な い 猫 と の 共 生
右耳にＶ字のカットが入っている猫は、不妊・去勢手術を施した、
飼い主のいない猫です。

増加した
理由・対策

区では、ボランティアの皆さんにご協力いただき、適正な活動のも
とで、飼い主のいない猫との「共生」を目指しています。
飼い主がいない猫の寿命は、３〜５年といわれています。
繁殖を制御しながら、一代限りの命を地域で見守る活動に、ご理
解・ご協力をお願いします。
問合せ 生活衛生課 ☎内線４２２

猫 は、 年 間 ２ 回 程 度、 一 度 に ２ 〜
８匹を出産するほど繁殖力の強い動物で
す。捨て猫・迷い猫・屋外飼育の猫等の繁
殖により、増加したことが考えられます。
愛護動物である猫は、殺処分や遺棄を
目的とした捕獲は法律で禁止されていま
す。そのため、不妊・去勢処置で繁殖
を抑制することが、増加への最も
効果的な対策となります。

問題点
飼い主がいない猫が増える
と、排せつ物による不衛生な状態
や、猫の鳴き声による騒音問題が、
地域の問題となります。また、無責
任な餌やりは、カラス・ハエ・悪臭
等を発生させ、生活環境や地域の人
間関係を悪化させます。
許可を得ていない場所での
無責任な餌やりは、絶対
にやめてください。

ボランティア団体の
活動にご理解・ご協力を
区に登録がある51のボランティア団体は、飼
い主のいない猫を捕獲し、不妊・去勢手術を施して
地域に戻し、許可を得た場所で、餌やりや排せつ物・
食べ残した餌の清掃等を行っています。
これまでに、荒川区獣医師会からも協力を得て、
3000頭以上の猫に不妊・去勢手術を施しました。
手術済みの猫は、右耳の上部１ cm 程度を V 字カッ
トして目印とし、再捕獲を防いでいます。
現在、区内のボランティア団体の活動範囲
は、荒川区全体の面積の約２割程度です。
区では、ボランティアを随時募集して
います。詳細は、お問い合わせく
ださい。

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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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

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
西尾久・夕やけこやけ・南
千住・東日暮里ふれあい館
が休館
・▶３月21日㈷…西尾久ふれ
あい館 ▶３月24日㈯・25日㈰…
夕やけこやけふれあい館 ▶３月
25日㈰…南千住・東日暮里ふれあ
い館 保守点検・全館清掃
▶西尾久ふれあい館
☎（３８１０）６２１９
▶夕やけこやけふれあい館
☎（３８０１）０７１５
▶南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
▶東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３

町屋文化センターが休館
持ち物

持

費用

￥

申込方法
︵申込先︶

申

締め切り

締

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

２月５日㈪ 電気設備点検
町屋文化センター
☎（３８０２）７１１１

介護保険の更新申請を
介護保険被保険者証の認定の有効
期間が２月28日㈬で、サービスの
継続を希望する方 12月末に郵
送した申請書を持参し、できるだけ
１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

特別区 民税・都民税第４期
分の納期限は１月31日㈬
金融機関、ゆうちょ銀行・郵便
局、コンビニエンスストア、区役所
２階税務課、各区民事務所等で納め
てください。口座振替を利用してい
る方は、納期限日に振り替えます。
残高をご確認ください。
※納期限を過ぎると延滞金が加算さ
れる場合があります
税務課☎内線２３２７

住宅宿泊事業法・旅館業法に
関する荒川区ルール（素案）
への意見を募集
１月29日㈪から区役所北
庁舎１階生活衛生課、区役所地下１
階情報提供コーナー、荒川区ホーム
ページで ￮２月13日㈫必着
意見の提出 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素案への意見を、
〒116-8502（住所不要）荒川区役
所生活衛生課へ☎内線４２６
（３８０６）２９７６
 kankyo-eisei@city.arakawa.
tokyo.jp
素案の閲覧

荒川区生涯学習推進計画
（素案）への意見を募集
区における生涯学習を推進するた
め、生涯学習推進計画を改定しま
す。
素案の閲覧 区役所３階生涯学習課、
区役所地下１階情報提供コーナー、

荒川区ホームページ ￮１月30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素案
への意見を、〒116-8501（住所不
要）荒川区役所生涯学習課へ
☎内線３３５１
（３８０２）３１２６
 shakyo-shakyo@city.arakawa.
tokyo.jp

国民健康保険料口座振替
新規申込みキャンペーン
２月１日㈭〜４月27日㈮ 区
役所１階国保年金課で、口座振替を
新規に申請した世帯 1200世帯
（先着順） あら坊のイラスト入
りミニクリアケースを進呈
国保年金課☎内線２３８７

チャイムの放送時間を
午後５時に変更
現在午後４時に屋外スピーカー
（防災行政無線）で放送しているチ
ャイムを、２月１日㈭から午後５時
に変更します。
防災課☎内線４９２

環境学習講座の運営団体を
募集
代表者と会員の過半数が区民であ
る、区内の環境活動団体 ※新しく
環境活動団体として登録する場合
は、ご相談ください あらかわエ
コセンターの環境学習農園で４月〜
平成31年３月に行う環境学習講座
の企画・運営 申込書の配布 あらかわ
エコセンター２階環境課（荒川区ホ
ームページからもダウンロード可）
￮２月５日㈪ 持参で、申込書と
企画書を、環境課へ☎内線４８２

芸術文化イベントの企画を
募集
審査の結果、優秀な企画は、区内
での実施を支援します。
区内で積極的に芸術文化活動を行
いたいと考えている団体・個人
募集テーマ「親子で楽しむ舞台芸
術」（特定団体・個人の発表会・展
示会等を除く） 応募用紙の配布 町屋
文化センター（下記のホームページ
からもダウンロード可） ￮３月30
日㈮必着
 ACC ☎（３８０２）７１１１
 http://www.acc-arakawa.jp

荒川区介護保険運営協議会
１月30日㈫ 午後１時30分〜
３時 区役所４階庁議室 ※傍聴
を希望する方は、午後１時30分ま
でに直接会場へ（定員５人〈抽選〉
）
介護保険課☎内線２４３１

高齢者
介護予防講座
１月31日㈬ 午後２時〜４時
南千住区民事務所西部ひろば館

202洋室 区内在住で、おおむね
65歳以上の方 20人（申込順）
足の指・爪のお手入れについて
￭足の健康研究会メディカルフット
ケアワーカー・御子柴博穂氏
￬500円 ＮＰＯ法人粋と縁
☎０９０（２６５７）０３００

子育て・教育
絵本の交換はお済みですか
平成29年９〜10月に対象者に配
付したキッズクーポンの絵本交換券
の期限は、２月28日㈬です。交換
していない方は、早めに交換してく
ださい。
平成29年４月１日〜８月１日に
引き続き荒川区に住所があり、満２
歳以下のお子さんを在宅で養育する
家庭の保護者（保育園・認証保育
所・保育ママ等の利用者は除く）
▶絵本交換券…平成27年４月２日
〜平成29年４月１日生まれ ▶あ
らかわ遊園のりもの券…平成26年
４月２日〜平成27年４月１日生ま
れ ※対象の方で、キッズクーポン
を受け取っていない方は至急ご連絡
ください
子育て支援課☎内線３８１２

ひとり親家庭の指定宿泊・
日帰り施設利用を助成
助成の申請・利用券の施設での引
き換えは、３月31日㈯までです。
すでに利用券をお持ちの方は、早め
に引き換えてください。
18歳未満のお子さんのいる母子・
父子家庭の方 助成額 ▶宿泊施設…
3000円（年度内１回まで）
▶日帰り施設…1000円（年度内２
回まで）
子育て支援課☎内線３８１３

汐入公園の野鳥観察と
よく飛ぶ飛行機工作
２月10日㈯ 午前10時〜正午
集合 汐入公園防災備蓄倉庫内会議
室 40人（申込順） 作品を持
ち帰る袋（お持ちの方は双眼鏡等観
察用具） 都立汐入公園サービス
センター☎（３８０７）５１８１

ひとり親家庭の就業を支援
◆ひとり親家庭就労相談
児童扶養手当受給資格者等のひと
り親家庭の親が、安定した収入を得
て自立するための仕事探しや就職す
るための準備等を専門の相談員が支
援します。
相談日時 ㈫・ ㈬・ ㈭ 午 後 ０ 時10分
〜３時20分（要予約）
◆自立支援教育訓練給付金
就業に結び付く可能性の高い指定
教育訓練講座を受講した場合に、受
講経費の一部を支給します。
◆高等職業訓練促進給付金
就業に有利な資格（看護師・介護
福祉士等）取得のため、養成機関で
１年以上修学する場合、訓練促進給

付金を支給します（上限３年間）。
◆ひとり親学び直し支援
中学校卒業・高校等中退のひとり
親家庭の親が、よりよい条件での就
労を目指すために、高校卒業程度認
定試験合格に向けた講座の受講料や
受験料を助成します。
……………………………………
子育て支援課（区役所２階）
☎内線３８１３

版画刷りを体験しよう
２月18日㈰ 午前11時〜正午
区内在住の小学生（小学１〜３年
生は保護者同伴で） 10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/

本物の音楽に触れてみよう
２月18日㈰ ▶第１部…午後
１時〜１時45分 ▶第２部…午後
３時〜３時45分 ゆいの森あら
かわゆいの森ホール 小学３年
生以下のお子さんと保護者 各
回120人（抽選） ※２歳以下のお
子さんは保護者と同席 声楽家の
コンサート 出演 東京藝 術大学音
楽学部大学院音楽研究科修士課程在
籍・大平倍大氏ほか ￮１月31日
㈬必着
往復はがき・荒川区ホームページ
で、２面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤希望する公演⑥参加人
数（２歳以下を除く）を、〒1168501（住所不要）荒川区役所３階
文化交流推進課へ☎内線２５２１
げい

エ ク ス チ ェ ン ジ

xChange〜ママとキッズ・ベ
ビーのための子ども服交換会
２月18日㈰ 午前10時〜午後
１時 あらかわエコセンター
子ども服や妊婦服を３点（服の思
い出等を書いたメモを貼付）
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

障がいのある方
障がい者地域自立生活支援
セミナー「高次脳機能障が
いの事例研究」
２月15日㈭ 午後２時〜４時
あらかわエコセンター２階環境研
修室 高次脳機能障がいの方・家
族・関係者等 20人（申込順）
高次脳機能障がい者やその家族を
支援し、「25人の事例研究報告書」
をまとめた経緯について
￭ＮＰＯ法人ＶＩＶＩＤ代表・池田
敦子氏
※手話通訳はご相談ください
荒川たんぽぽセンター
☎・（３８０７）８４８３
ヴ

ィ

ヴ

ィ
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仕事・人材募集

健康・衛生
脳ドックの受診費用を助成

ファミリー・サポート・
センター協力会員を募集
残業・通院・冠婚葬祭等で子ども
を預けたい、保育園・学童クラブの
送迎をしてほしい等、子育て世代の
ニーズに応える会員を募集します。
◆養成講座
受講後、協力会員として登録し活
動していただきます（謝礼あり）。
２月７日㈬〜９日㈮（全３回）
午前９時〜午後４時 峡田ふれ

講座
布の絵本づくりボランティア
入門講座
３月１日・
８日・22日・
29日の㈭（全
４回） 午
後２時〜４時
受講後、区
内で活動できる方 20人（申込
順） 布絵本「くだもの」の製作
等 裁縫道具（裁ちばさみ・刺し
ゅう針）、鉛筆 ￬3000円
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/

取引条件の確認
●キャンセル・返品条件、利用規約、支払方法や納期・送料を、必ず確認しましょう
●支払った後に商品が届かない等のトラブルを避けるため、支払方法で「前払
い」を選ぶ際は、慎重に販売業者情報を確認しましょう
●申し込み後に届く、注文明細書や受付電子メールの内容を確認し、保管しま
しょう

届いた商品はすぐに確認
商品の個装を開ける前に、内容物が間違っていないかを確認し、違っている
場合はすぐに連絡をしましょう。

消費者トラブルの相談
受 付 時 間

㈪〜㈮、午前８時30分〜正午、午後１時〜４時30分
※㈷等を除く

場 所・ 相 談

申

締

問

消費生活センター（区役所６階）☎（５６０４）７０５５

HP

ホームページアドレス

●会社概要等で、所在地・電話番号（インターネット通販の
場合は責任者の名前も）等を確認しましょう
●機械翻訳したような不自然な日本語表現や、字体（フォン
ト）に通常使用されない旧字体が混じっている場合は、注
意しましょう
●振込先が法人名ではなく個人の名義になっている、振込先
の支店が販売会社の所在地と異なっている等の場合は、注
意しましょう
●ほかの利用者の評価等も事前に確認し、参考にしましょう

￥

電子メールアドレス

販売業者の情報を確認する

持

４面へ続く

通 信 販 売 ト ラ ブ ル にご注意を
インターネット・テレビ・広告等での通信販売のトラブ
ルが多発しています。トラブルを防ぐために、注意するポ
イントを紹介します。

講

問い合わせ先

２月３日㈯ 午後２時〜４時
ムーブ町屋４階ミニギャラリー
長期間仕事に就いていない40歳
以下の家族がいる保護者等 10
人（申込順） 若者のひきこもり
等に対して家族ができる支援
￭ＮＰＯ法人青少年自立援助センタ
ー・河野久忠氏 ￮２月２日㈮
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

一人で外出することが不安な高齢
者をサポートするボランティアを募
集します。養成講座を受講し、活動
してください。
◆養成講座
１月30日㈫、２月14日㈬ 午
後２時〜４時 アクロスあらかわ
１階ホール 各30人（申込順）
はがき・電話・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性別⑥年齢を、
〒116-0003荒 川 区 南 千 住 １ -1320荒川ボランティアセンターへ
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１
 vorasen@arakawa-shakyo.or.jp

２月25日㈰ 午前９時〜午後
５時 大門小学校体育館 各ビ
ーチボール大会に未参加・または参
加経験の少ないチーム ▶中学生
〜35歳以下のチーム ▶36歳以上
のチーム ※各８チーム（１チーム
４〜６人） ￮１月28日㈰
荒川区ビーチボール協会総務部・
緒方☎（３８９２）９９５２

内

締め切り

保護者向けセミナー

高齢者外出サポート
ボランティアを募集

ビーチボールオープン大会・
教室

申込方法
︵申込先︶

２月24日㈯
◆創業セミナー
午前９時30分〜11時 ￭株式会
社サクラ前線代表取締役・櫻田登紀
子氏、ブラックホールコーヒー合同
会社代表・前田国敏氏
◆創業・資金調達相談会
午前11時〜午後０時30分 中
小企業診断士、金融機関による個別
相談
……………………………………
産業経済部研修室（荒川消防署隣
セントラル荒川ビル４階） 区内

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20日 ※㈯・
㈰・㈷勤務あり 勤務時間 午前８時
30分〜午後３時15分（６時間）
荒川区立小・中学校 教育職員
の普通免許状を有する方（種別不
問） ３人程度（選考）
申込書の配布 区役所３階学務課（荒川
区ホームページからもダウンロード
可） 報酬 17万2700円（月額）
￮２月９日㈮必着
事前連絡のうえ、簡易書留で、申
込書または履歴書、資格証明書の写
し、小論文「『特別支援教育におけ
る児童・生徒へのかかわり』につい
て 」（ 約800字 ） を、 〒116-8501
（住所不要）荒川区役所学務課特別
支援教育係へ☎内線３３３４
勤務期間

スポーツ

費用

創業セミナーと創業・資金
調達個別相談会

特別支援教育支援員（非常
勤職員）を募集

人

持ち物

２月15日㈭ 午前11時30分〜
午後６時 集合・解散 区役所前（往
復バス利用） ニシハラ理工株式
会社（武蔵村山市、メッキ加工・設
計・製造等） 中小企業経営者等
15人（申込順） 優れたＴＰＭ
活動（生産効率の向上、快適な環境
づくり等）の取り組みを紹介 ￮１
月31日㈬
経営支援課（区役所６階）
☎内線４５９

ブ

対

講師

中小企業のための工場見学会

ョ

所

内容

産業・経営支援

ジ

３月３日㈯ 午前10時〜午後
４時 明治学院大学白金キャンパ
ス（港区白金台１ - ２ -37） 特別
区職員採用試験の受験希望者 ※受
験資格は下記ホームページ等で確認
してください 5000人程度（抽
選） 下記ホームページで ￮２
月５日㈪午後５時受信有効
特別区人事委員会事務局任用課
☎（５２１０）９７８７
 http://www.tokyo23city.
or.jp/saiyou-siken.htm

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
２月20日㈫ 午後１時30分〜
３時 荒川区社会福祉協議会３階
会議室 15人（申込順） ￮２月
19日㈪
荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

時

定員

40歳以上の国民健康保険または
後期高齢者医療制度の被保険者で、
保険料の未納がない方 助成額 受診
費用の２分の１ ※２か年度連続し
て助成を受けることはできません
限度額 ２万円 ※受診医療機関・受
診日の決定後、申請してください
国保年金課（区役所１階）
☎内線２３７１

特別区職員採用試験
23区合同説明会

にこにこサポート協力会員
を募集

日

対象

４ 月 １ 日 以 降（ 任 用 期 間
は、６か月〜２年） 勤務日数 原則と
して週５日 平成10年４月１日
までに生まれた方で、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 ５人程度（選考）
申込書の配布 区役所１階総合案内・４
階職員課、各区民事務所・図書館、
ＪＯＢコーナー町屋（荒川区ホーム
ページからもダウンロード可）
￮２月16日㈮必着
職員課☎内線２２３３
勤務期間

２月20日㈫ 午後１時〜４時
ムーブ町屋３階ムーブホール
55歳以上の就職活動中（予定）
の方 50人（申込順） シニア
世代のライフマネープランと再就職
の基礎知識 予約専用電話
☎（６８９４）３３１４へ ￮２月
19日㈪
東京しごとセンター・シニアコー
ナー☎（５２１１）２３３５

あい館・荒川さつき保育園・荒川消
防署 ￬1400円 ￮２月５日㈪
荒川区ファミリー・サポート・セ
ンター事務局（荒川区社会福祉協議
会内）☎（３８９１）７９３８

会場・場所

保育士（育児休業代替任期
付職員）を募集

シニア生涯ワーキング
セミナー

時間

２月13日〜３月28日の㈫・㈬・
㈭（全19回） ※㈷等を除く 午
後１時〜３時 スタートまちや
区内在住で、就労を希望する身
体・精神に障がいがある方 ５人
（申込順）
電話・ファクスで、２面上段を参
照し①〜④の記入事項を、障害者福
祉課へ☎内線２６９１
（３８０２）０８１９

で創業を検討している方・創業して
間もない方 20人（申込順）
電話・ファクス・荒川区ホームペ
ージで、２面上段を参照し①〜④の
記入事項を、経営支援課へ
☎内線４５７
（３８０３）２３３３

期日
︵期間︶

障がい者向け就労支援
（パソコン講習）

3

4
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期日
︵期間︶

日

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

￥

申込方法
︵申込先︶

申

締め切り

締

問い合わせ先

問

３面「講座」の続き

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〜洋装コ
ート
２月５日・19日の㈪ 各10人
着物１枚（襟と袖は解く、裏地は
そのまま）、裁縫用具
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー
２月６日㈫・28日㈬ 各８人
◆サンドブラストでカップ作り
２月７日・21日の㈬ 各８人
◆アルミ缶折り鶴
２月10日㈯ ８人 空のア
ルミ缶（350ml）１個
◆ガラス棒を加熱して作るとんぼ玉
２月13日・27日の㈫ 小学５
年生以上の方 各６人
◆電気炉を使ったガラスの置物作り
２月14日㈬・20日㈫ 各８人
◆紙すき〜押し花等で作るはがき
２月15日㈭ ８人 空の牛
乳パック（１ℓ）１枚
◆廃食油で作るアロマキャンドル
２月24日㈯ ８人
……………………………………
※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、２月10日㈯・13日㈫・
21日㈬・28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

エコ生活実践講座
デ

◆手作り de お雛さま
２月２日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 10人（申込順）
￬1000円
◆花暦 de フラワーアレンジ
２月５日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1000円

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

◆編みもの de 友だちサロン
２月７日〜21日の㈬ 午後１
時30分〜３時30分 各15人（当
日の先着順）
◆傘布 de 自転車前カバー
２月８日㈭ 午後１時30分〜
３時30分 10人（申込順）
￬300円
◆余り布 de 魚型レジ袋ストッカー
２月13日㈫ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
￬300円
◆和布 de お薬手帳入れ
２月16日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
￬400円
◆花合わせ de フラワーアレンジ
２月19日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1500
円
◆ベリーダンス de エコボディ
２月23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
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

ふらっとワークショップ
〜ボイストレーニング
２月14日㈬ 午後２時〜４時
生涯学習センター４階音楽室
50人（抽選） ￭ウィーン国立音
楽大学大学院卒業生・野口千代子氏
￮１月31日㈬ あらかわ地域活
動サロンふらっと . フラット
☎（３８９１）８５７１
ﬂat̲ﬂat@arakawa-shakyo.or.jp
※㈪〜㈮の午後１時〜７時（第１・
３㈬・㈮は午後９時まで）

認知症サポーター
ステップアップ講座
２月16日・23日の㈮（全２回）
午後２時〜４時30分 サンパ
ール荒川４階第２集会室 区内在
住・在勤で、認知症サポーター養成
講座を受講済みの方 30人（申

込順） ￭認知症疾患医療センター
長・松井敏史氏、大内病院看護師・
北村伯子氏
高齢者福祉課☎内線２６６６

階プレイコーナー  ACC
☎（３８０２）７１１１

あらかわ銭湯展
「としぞーハンコの世界」

分譲マンションセミナー

 １ 月27日 ㈯ 〜
２月12日㉁
 午 前 ９ 時30分
〜午後８時30分
ゆいの森あらか
わ１階エントラン
スホール 銭湯ハンコ作家・廣瀬
十四三氏の作品展示等 ※現在開催
中の「荒川銭湯スタンプラリー」の
銭湯展オリジナルスタンプを押印で
きます
産業振興課☎内線４７７

 ２ 月17日 ㈯  午 後 １ 時30分
〜４時55分 区役所３階304・
305会議室 区内の分譲マンショ
ン管理組合役員・区分所有者・購入
予定者等 60人（申込順）
▶第１部…民泊問題の本質と対応
策〜住宅宿泊事業法施行直前、管理
組合で対応すべきポイント ▶第２
部…荒川区マンション管理組合交流
会 ￭マンション管理士・飯田勝啓
氏 防災街づくり推進課
☎内線２８３８

月イチギャラリートーク

猫との暮らし方教室

１月27日㈯ 午後１時30分〜
２時10分 ※直接展示室入り口へ
館蔵資料展「道具が語る昭和の暮
らし展」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

２月24日㈯ 午後１時〜３時
区役所北庁舎１階101会議室
猫を飼っている方・飼う予定の方
等 50人（抽選） ※ペットの同
伴は不可 ￭帝京科学大学助教・小
野寺温氏 ￮２月21日㈬午後５時
電話・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
を、生活衛生課へ☎内線４２２
（３８０６）２９７６
 eisei@city.arakawa.tokyo.jp

あらわ座〜伝統工芸技術の
ワークショップ・実演
１月28日㈰
◆ワークショップ
ペンケースを作ろう
午前10時30分〜11時30分
３人（申込順） ￬2500円
針入れ付き糸巻きを作ろう
▶午後１時15分 ▶午後２時25
分 ▶午後３時35分 ※各回とも
１時間 各２人（申込順）
￬1500円
￭荒川区伝統工芸技術保存会会員・
井上健志氏（指物）
◆実演「象牙挽物・細工」
午前10時30分〜正午、午後１時
15分〜４時 ￭荒川区登録無形文
化財保持者・梶田秀樹氏
……………………………………
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

認知症介護教室
「介護している人がひとり
で悩まないために」
２月27日㈫ 午後１時30分〜
３時30分 ゆいの森あらかわゆ
いの森ホール 区内在住・在勤の
方 70人（申込順） ￭ NPO 法
人介護者サポートネットワークセン
ターアラジン事務局長・中島由利子
氏 高齢者福祉課☎内線２６６６

ひき もの

催し
絵手紙コンテスト作品展
１月27日㈯〜２月４日㈰ 午
前９時〜午後７時（２月４日は午後
５時まで） 町屋文化センター２

問合せ

障がい者スポーツフェスティバル

スポーツ振興課 ☎内線３３７３

障がいがある方もない方も、さまざまなスポーツを楽しく体験してみませんか。
期 日

２月４日㈰

時 間

午前９時30分〜午後４時

会 場
電子メールアドレス

荒川総合スポーツセンター
体験会参加者は室内履き（運動
持ち物 ができる服装で）
※用具は貸し出します

費 用

無料

内 容
ホームページアドレス

HP

スタジオ・館内各所
ジ
義肢装具、福祉機器、たんぽぽ
センター利用者の作品、さくら
教室の活動紹介、首都大学東京
スポーツ事業の紹介 ほか

販 売
場 所
内 容
出 店

場所
時間

１階コミュニティホール
軽食・雑貨等
作業所スカイ、カフェフレン
ド、荒川福祉作業所、小台橋あ
さがお、作業所ボンエルフ、荒
川ひまわり、ワークハウス荒川

セレモニー・
各種イベント

午前９時30分

11時30分
正午
午後０時30分

ボッチャ・ブラインド
サッカー体験

ユニバーサル
スポーツ体験

● ゴールボール

義肢装具・福祉機器
の体験等

１時30分

ばん座位体操

２時

３時

B面

車いすバスケット
ボール体験

車いすバスケット
ボール

アスリートによる
パネルディスカッ
ション※

ノーブル

ウイングス

NobleWings選手

義肢装具・福祉機器
の体験

● サウンドテー

ブルテニス
● 卓球バレー

ボッチャ
［講師］

１時

２時30分

Ａ面

開会セレモニー

10時
10時30分

２階大体育室

１階コミュニティホール １階小体育室

内容

11時

展 示
場 所

プログラム

● 伴走

車いすバスケット
ボール
［講師］
埼玉ライオンズ選手

● 音源走
● 風船バレー
● シッティング

バレー
ブラインド
サッカー
［講師］
乃木坂ナイツ選手

● フライング

車いすバスケット
ボール

ディスク
● 伴走
● 音源走

３時30分

閉会セレモニー

４時

※パネルディスカッション参加アスリート
高田裕士氏
サムスンデフリンピック
日本代表

（

高田千明氏

）

リオデジャネイロ
パラリンピック日本代表

（

渡邉高博氏

）

（バルセロナオリンピック
）
日本代表
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わ

さ

あで

講演会「医師と当事者から
聴く、統合失調症のこと」

２月３日㈯・４日㈰（荒天中止）
午前10時〜午後４時 日暮里
駅前イベント広場 手作り品等の
販売
サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９

いき

ふれあい粋 ・活 サロン

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）

官公署

荒川ふれあい寄席
２月13日㈫ 午後２時から（開

１月１日現在、23区内に償却資

犬のしつけ方教室
１月28日㈰（雨天時は２月４日
㈰に延期） 午後１時〜２時
都立汐入公園ふれあい広場
15人（申込順）
都立汐入公園サービスセンター
☎（３８０７）５１８１

あ ら か わ 遊 園 ス ポ ー ツ ハ ウ ス 通 年 制 教 室
期 間

コース A（抽選）

コースＢ（申込順）

曜日
時間
月
午後２時〜３時
火〜木
親子
土
午前11時〜正午
火
午後１時〜２時
ウオーキング＆アクア
サイズ
金

から受け付け（申込順）

水泳教室 ※全38回（㈪は全34回）

レディース（女性）
対象

月〜金 午後３時〜４時
幼児Ｂ

学童Ａ
学童Ｂ

土

４歳以上の未就学児

午後２時〜３時

月〜金 午後４時〜５時
金

午後５時〜６時
午後３時〜４時

土

午後４時〜５時

月〜木 午後５時〜６時

成人Ｃ
小学１〜３年生

各55人

小・中学生

各40人

小学３年生〜中学生

各50人

費用 2060円
（月額）
教室名

曜日
火

チャイルド
エクササイズＢ

木

キッズ
エクササイズ

火

時間
午後３時15分
〜４時30分

金
木

午後４時45分
〜６時

成人Ｂ

各35人

スポーツ教室 ※全46回

チャイルド
エクササイズＡ

成人Ａ

対象

定員

３・４歳児

24人

４歳以上の未就学児

各16人

小学生

30人
20人

ウオーキング＆スイム
アクアサイズ
マスターズ中・上級

定員
各20人

１〜４歳児と保護者 25組
各30人
㈫25人
㈭40人

火・木 午前11時〜正午
月
水
金
火
水
月
木

午後１時〜２時
午後１時45分〜２時45分

費用（月額）
2680円
2980円

3600円
15歳以上の方
※㈪は3240円
（中学生は不可） 各25人

午後７時30分〜８時30分
午前11時〜正午
午後７時30分〜８時30分
午後１時〜２時
午後８時〜９時

各35人
25人

HP

スポーツ教室 ※全46回（㈪は全41回）
教室名
キッズダンス初級
キッズダンス中級
息イキストレッチ体操
さわやかエクササイズ
コンビネーション
エクササイズ
太極拳Ⅰ
太極拳Ⅱ
ヨーガ

曜日
金
月
火
水
木
金
火
金
土

時間
午後４時45分〜６時
午前９時30分〜10時30分
午前10時45分〜正午

対象
小学生
小・中学生

定員
50人
30人
30人

費用（月額）
2060円
1850円
2110円

各40人

午前９時15分〜10時30分 15歳以上の方
35人
（中学生は不可）
午前10時45分〜正午
40人
午前10時50分〜午後０時５分
午後７時〜８時15分
各60人
午前９時15分〜10時30分

2680円

ホームページアドレス

学童Ｃ

午後１時〜２時

定員
各45人

対象
２〜４歳児

電子メールアドレス

費用 2980円
（月額） ※㈪は2680円

締

問

水泳教室 ※全38回（㈪は全34回） ※幼児A・親子は、おむつの取れたお子さんが対象
幼児Ａ

公開抽選 ※定員に満たない教室は、３月19日㈪

時間

▶区内在住・在勤・在学の方…区内在住・在勤・在学
の証明書類を持参し、３月５日㈪から１階受付で
▶区外の方…３月６日㈫から１階受付で

教室名

２月25日㈰午後１時から

曜日

申込方法

申

問い合わせ先

▶区内在住・在勤・在学の方…区内在住・在
勤・在学の証明書類を持参し、１月21日㈰
申込方法
〜30日㈫に１階受付で
▶区外の方…２月２日㈮〜11日㈷に１階受付で

教室名

あらかわ遊園スポーツハウス ☎（３８００）７３３３

￥

締め切り

会 場
申込み

４月〜平成31年３月 ※対象は、４月現在の年齢です

持

申込方法
︵申込先︶

固定資産税（償却資産）の
申告を

講

費用

２月８日㈭ 午後１時30分〜
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

内

持ち物

◆うたごえ銭湯
２月３日㈯ 午前10時〜11時
30分 夕やけこやけふれあい館
￬200円
◆あらかわシングルマザーサロン
２月10日㈯ 午前10時〜正午
荒川区社会福祉協議会３階活動サ
ロン ※お子さん同伴可
◆サロン三ノ輪橋
２月13日㈫ 午後１時30分〜
２時30分 荒川区社会福祉協議

人

講師

２月16日㈮ 午後２時〜４時
ゆいの森あらかわゆいの森ホール
区内在住・在勤・在学の方
80人（申込順） ・￭▶統合失
調症の症状や治療について（帝京大
学医学部精神神経科学講座医師・金
田渉氏） ▶当事者の体験談・思い
（相談支援センターあらかわピアサ
ポーター専門員・内布智之氏）
健康推進課☎内線４３２
（３８０６）０３６４

・▶２月５日㈪・６日㈫…アク
ト21地下ホール ▶２月８日㈭・
９日㈮…サンパール荒川３階小ホー
ル ▶２月14日㈬・15日㈭…区役
所３階304・305会議室 ▶午前
９時30分〜正午 ▶午後１時〜４
時（受け付けは各終了時刻の30分
前まで） 小規模納税者、年金受
給者、給与所得者の方 ※譲渡所
得・贈与税等の申告は除く
荒川税務署
☎（３８９３）０１５１

対

内容

にっぽりフレンドリー
マーケット

税理士による無料申告相談

所

定員

２月１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 ￮１月31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

１月23日㈫ 午前10時〜午後
３時 荒川法人会館３階（西日暮
里６ - ７ - ６）
◆にせ税理士にご注意ください
税理士資格のない者が税務相談・
税務書類の作成・税務代理をするこ
とは、法律で禁じられています。
税理士は、税理士証票を携帯し、
税理士バッジを着用しています。
……………………………………
東京税理士会荒川支部
☎（３８００）５５７７

時

対象

２月３日㈯ 午後１時〜３時
峡田ふれあい館２階和室
銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・関
☎・（３８０７）０５７０

税理士による無料税金相談会

日

会場・場所

２月16日㈮ 午後３時〜６時
日暮里サニーホールコンサートサ
ロン 80人（申込順） ・￭事
前審査通過者（８人）によるビジネ
スプランの発表、ゲストスピーチ
（銀座セカンドライフ株式会社代表
取締役・片桐実央氏）、表彰式
※イベント終了後、交流会を行いま
す ￬交流会参加者は1500円
荒川区ビジネスプランコンテスト
2018事務局
☎（３９０２）５５６２
 https://www.arakawa-bpc.
com/

認知症介護者交流サロン

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会

いき

荒川区ビジネスプランコンテ
スト2018ファイナルイベント

産を所有している方は、申告が必要
です。１月31日㈬までに、資産が
所在する区にある都税事務所に申告
してください。
荒川都税事務所
☎（３８０２）８１２１

時間

◆江戸っ子なりきり商店街吟行
１月27日㈯ ・▶午前10時
〜正午…台東区の史跡・商店街
▶午後２時〜３時30分…荒川区の
史 跡・ 商 店 街  各15人（ 申 込
順） ￮１月25日㈭
◆艶やかおどりイベント
２月４日㈰ 午前11時〜午後
４時30分 延命寺（南千住２ -34５）※直接会場へ 浅草芸妓のお
座敷おどりの鑑賞、お座敷あそび体
験、模擬店ほか
……………………………………
主催 コツ通り商店会ほか
江戸の美体験イベント事務局
☎（６６７３）３８００

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 ・汐入ふれあい館
☎（３８０６）９９２８

期日
︵期間︶

会３階活動サロン
◆介護者交流サロン・結
２月17日㈯ 午後１時〜３時
荒川山吹ふれあい館 介護中の
方
◆カフェ・結
 ２ 月20日 ㈫  午 後 １ 時30分
〜３時30分 日暮里市民サロン
「結」（東日暮里６ -40-22）
￬200円
……………………………………
※時間内は出入り自由
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

つや

江戸の「侘 び寂 び」と「艶 」

5
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区役所の代表番号☎（3802）
3111 区民の声 FAX（3802）
6262

２月１日㈭から

平成30年度区民交通傷害保険の
加入申し込みを受け付けます
等級

保険期間 平成30年４月１日午前０時〜平成31年３月31日午後12時
※年齢や職業による加入制限はありません

保険料（年額）
平成30年度から、自転車賠償責任プランの保険料が100円アップ
し、保険金額が1000万円から１億円に改定されます。
▶Ａコース…1000円 ▶Ｂコース…1700円 ▶Ｃコース…2900円
▶ＡＪコース（Ａコース＋自転車賠償責任プラン *）…1400円
▶ＢＪコース（Ｂコース＋自転車賠償責任プラン *）…2100円
▶ＣＪコース（Ｃコース＋自転車賠償責任プラン *）…3300円
申込書の 区役所３階区民課、各区民事務所、区内の各金融機関・ゆう
配付場所 ちょ銀行・郵便局
申込方法 保険料を添えて、申込書に記載の窓口で
※団体加入は、区役所３階区民課窓口のみで受け付けます
※区役所の窓口で申し込む場合は、住所を確認できるもの（健康保険
証等）をお持ちください
※区民事務所では申し込みできません

募集期間 ２月１日㈭〜３月30日㈮
※金融機関での申し込みは、３月16日㈮まで
※希望者には、区民課で加入者シールを配布します

この案内は概要の説明です。詳細は、損害保険ジャパン日本興亜株式
会社までお問い合わせください

加入コース別保険金額

交通事故におけるケガ等の程度

象 区内在住の方（平成30年４月１日時点）

対

区では、民間保険会社と提携して、区民交
通傷害保険事業を実施しています。区民の皆
さんが自動車や自転車等によって交通事故に
あい、ケガをされた場合、入院や通院治療日
数に応じて保険金が支払われます。

A

死亡または重度障がい

B

C

150万円 350万円 600万円

1 180日以上の継続入院治療

34万円 60万円 120万円

2 90日以上の継続入院治療

23万円 35万円 65万円

3 60日以上の継続入院治療

15万円 23万円 35万円

4 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上

9万円 13万円 20万円

5 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上

7万円 10万円 15万円

6 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上

4万円

6万円 10万円

7 治療期間15日以上かつ治療実日数７日以上

2万円

3万円

5万円

8 治療期間15日未満または治療実日数７日未満

1万円

2万円

3万円

※ＡＪ、ＢＪ、ＣＪコースは、日本国内で、自転車または身体障がい者用車いすの所有・使
用・管理に起因して損害賠償責任を負った場合、被保険者の負担する損害賠償金等につい
て、上表とは別に１億円を上限に支払われます

＊自転車賠償責任プラン
区民交通傷害保険に加入する場合に付けられる特約です。
被保険者が、日本国内で自転車または身体障がい者用車いすの所有・使
用・管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりし
たこと等によって、法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者が
負担する損害賠償金および費用（応急手当、緊急処置、訴訟費用等）の合
計額を支払います。
※自転車賠償責任プランのみの加入はできません

引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京公務開発部営業開発課（東京都新宿区西新宿１ -26- １） ☎（３３４９）９６６６
受付時間

午前９時〜午後５時

問 合 せ

区民課区民交通傷害保険窓口（区役所３階） ☎内線３７８２（承認番号 SJNK17-14897・承認日：平成30年１月11日）

第32回

※㈯・㈰・㈷等を除く

川の手荒川まつり の パンフレットへの掲載広告等 を 募集

４月29日㈷に都立汐入公園で開催する、川の手荒川まつりのパンフレット等に掲載する広告等を募集します。
広告料金
１万円
２万円
パンフレット タブロイド版
３万円
概要
フルカラー８ページ ３コマ（縦８ｃｍ×横６ｃｍ）
（表紙面は５万円）
６コマ（縦８ｃｍ×横12ｃｍ）
５万円
配布期間 ４月中旬〜29日㈷
12コマ(縦８ｃｍ×横25.5ｃｍ)
10万円
発行部数 １万4500部
24コマ(縦18ｃｍ×横25.5ｃｍ)
20万円

パンフレットへの広告掲載

大きさ
１コマ（縦2.5ｃｍ×横６ｃｍ）
２コマ（縦５ｃｍ×横６ｃｍ）

締切り ２月16日㈮

会場内移動広告
会場内の指定場所でチラシ
等を来場者に配布できます。
募集団体数 ７団体（抽選）
広告料金 ３万円
※配布員は２人まで。以降１人増え
るごとに１万円増額となります

申込み・問合せ 川の手荒川まつり実行委員会事務局（観光振興課内）☎内線４６１

広

告

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

▶㈪〜㈮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

時

所在地
電 話
南千住７−１−１
（６８０６）８５５５
町屋１−１−９
（３８００）２７００
西尾久２−３５−１
（３８９３）７３５５
東日暮里６−５０−１４（３８９１）１０６２

医療機関名
第一歯科医院
とうま歯科医院

所在地
荒川３−６５−３
南千住５−４３−６

●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＞

電 話
（３８９１）１７０２
（３８０１）６４８８

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

※夜間の受け付けは、午後８時30分まで
期 日

昼 夜
○
１月27日㈯
○
○
○ ○
１月28日㈰
○ ○
○

科目
内・小
整
内・小
整
内
内・小

医療機関名
町屋小児科内科医院
東日暮里整形外科
南千住つのだ医院
堀整形外科医院
宮の前診療所
蓮沼医院

所
所在地
電 話
町屋３−２２−３
（３８０９）１５１５
東日暮里３−４４−１２（３８０５）５５５８
南千住６−６５−１２ （３８０２）００２３
町屋１−１−９
（３８９５）１２３５
西尾久２−３−２
（３８００）７１１１
東日暮里６−５１−８ （３８９１）１１７０

診療科目 ▶内…内科 ▶小…小児科 ▶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

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

期 日
１月21日㈰

金接骨院

施術所名

所在地
電 話
東日暮里５−２５−４ （３８０６）６７５２

１月28日㈰

千住名倉佐々木接骨院

荒川６−４７−１１

対

人

定員

問合せ

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

対象

医療機関名
はちすか整形外科
陳内科クリニック
小島医院
春田内科医院

【歯科】 ▶午前９時〜午後４時（電話受け付け）
期 日
１月21日㈰
１月28日㈰

象

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
昼 夜 科目
○
整
○ ○
内
１月21日㈰
○ ○
内
○
内・小

対

日

※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 ▶夜…午後５時〜午後９時
期 日

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

時間

休日診療当番医

☎０１２０（５３６）８８３

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24
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（３８９２）５６６７

内容

内

リサイクル自転車を販売します
期 日 １月25日㈭
販売価格 8000円

第８回
題

※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

ま

独楽、猫の恋、春寒、当季雑詠

選 者 東京都俳句連盟副会長・対馬康子氏

※投句数の上限数はありません
※応募原稿は返却せず、著作権は荒川区に帰属します

締切り ３月31日㈯

サークル会員募集
◆英会話サークル ｢ ＹＯＵ―Ｉ会」
・▶㈫…午前10時〜正午
▶㈭…午後７時〜９時 ※各曜日
とも月４回 生涯学習センター
 区 内 在 住・ 在 勤 の 方  月
3000円 ※１回800円 倉林
☎０９０（９９５１）０５９３
※午前９時〜午後８時
ユ

ー

アイ

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

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

ふれ あ い 館の催 し
南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
◆プリザーブドフラワー「春のア
レンジ」
２月６日・13日の㈫ ※各
回とも内容は同じ 午後１時
〜３時 20歳以上の方
各15人（申込順） ￬1500
円
◆パパとあそぼう「らくがきアー
ト」
２月10日㈯ 午前10時30
分〜11時30分 未就学児と
父親 15組（申込順）
￬150円
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆古典舞踊
１月25日〜３月29日の㈭
午前10時〜正午 20歳以

上の方 ５人（申込順）
◆荒木田ふれあい祭り
１月27日㈯ 午前10時〜
午後３時  ゲーム、作品展
示、模擬店、舞台発表
夕やけこやけふれあい館
☎（３８０１）０７１５
◆おすもうさんとおもちつき
２月10日㈯ 午前10時〜
11時30分 ※なくなり次第終
了
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆パパとあそぼう〜じぃじ・ばぁ
ばもご一緒に
２月３日㈯ 午前10時45
分〜11時45分（受け付けは午
前10時30分 か ら ）  未 就 学
児と保護者

12月13日、青少年を健全に
育成するために積極的に活動し
たとして、区内在住の三ツ山純
子氏、今野幸子氏が平成29年
度東京都青少年健全育成功労者
等表彰を、中山廣美氏、手塚薫
氏、川津惠壽氏が平成29年度
東京都青少年育成協力者等感謝
状を、それぞれ受賞しました。

締

問

HP

ホームページアドレス

11月22日、 荒 川 区 民 謡 協
会役員として長年にわたり尽
力し、民謡文化の普及・発展
に貢献されたことを認められ
て、田中クニ前荒川区民謡協
会理事長が文部科学大臣表彰
（地域文化功労者）を受彰し
ました。

◀前 列 左 か ら 西 川 区 長︑ 三 ツ 山
氏︑ 後 列 左 か ら 今 野 氏︑ 中 山
氏︑手塚氏︑川津氏

青少年健全育成に関する都知事
表彰等を受賞

￥

申

費用の記載がないものは無料です。詳細は、お問い合わせください。

田中クニ氏が文部科学大臣表彰
を受彰

▲左から田中氏、西川区長

持

電子メールアドレス

イベント情報
◆コーチング勉強会「前向きに受け
止めて自信を取り戻す」
２月７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

ホンダウイングクジライ 南 千 住 ５ − ６ −13（３８０１）５８９３

問い合わせ先

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。

電話番号

締め切り

〒116-8501（住所不要）
応 募
荒川区役所３階文化交流推進課内あらかわ俳壇事務局
問合せ
☎（３８０２）３７９５ （３８０２）４７６９

所 在 地

申込方法
︵申込先︶

投句方法 文化交流推進課、町屋文化センター、各図書館・図書
サービスステーションの各投句箱、はがき・ファク
ス・荒川区ホームページで、住所・氏名・年齢・電話
番号・俳号（ある方のみ）
・作品（ふりがな）を記入

問合せ
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
（３８０２）３８３１

名

講

費用

、
賞・賞品 ▶特選（１句）…区内共通お買物券（3000円分）
俳句グッズ
▶入選（５句）…俳句グッズ

店

販売台数 １店２台程度

持ち物

こ

作品募集

（防犯登録手数料を含む）

販売店 下表参照

講師

あらかわ俳壇
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人と地域を結ぶ

ジ
ッ
レ
カ
ィ
テ
ニ
生 募集
講
ュ
受
ミ
コ
荒川

平成30年度

を

荒川コミュニティカレッジは、さまざまな世代の方が仲間をつくりな
がら、地域活動を行うために必要な知識や技術を身に付ける人材育成の
場です。年間を通じて継続的に学べるコースのほか、どなたでも受講で
きる公開講座があります。
荒川区を舞台に何かを始めたい方、地域活動をさらに充実させたい
荒川コミュニティカレッジ学園祭

方、地域とつながりたい方、地域活動ってなに？という方、いきいきと

（平成29年11月19日サンパール荒川で）

学んでみませんか。

フィールドワーク（まちあ
るき）

第８期クリエイティブコース〜場づくり ･ イベントづくりの極意を学ぶ
「地域でやってみたいこと」がみつかるコースです。荒川区のまちの魅力や、地域
資源を発見し、それらを活かした交流の場やイベントを企画して、実際に開催するこ
とを目指します。
曜日 ㈯
対象

時間 午前10時〜正午

区内在住・在勤・在学または区内でボランティア活動等をしている、
18歳以上の方

定員 30人（申込順）

第７期あらかわまちづくり学科〜地域デビューで暮らしを豊かに
平成29年４月に開講した第７期の２年次です。地域活動を主体的・実践
的に学び、興味のあることで暮らしを豊かにするまちづくりを目指します。
曜日 ㈫

時間 午後１時30分〜３時30分

対象 区内在住・在勤・在学で、18歳以上の方
定員 15人（申込順）
期

間 ４月〜平成31年３月（全20回程度）

会

場

託

児

荒川コミュニティカレッジ研修室
（サンパール荒川６階）ほか
生後６か月以上の未就学児

荒川コミュニティカレッジ事務
局、区役所３階生涯学習課、生涯
入学案内 学習センター、各区民事務所・図
配布場所 書館等（荒川区ホームページから
もダウンロード可）

※無料

※希望者には郵送します

費

用

１万2000円（年額）
※ほかに交通費等の実費負担あり

持参・郵送・ファクス・電子メ
申込方法 ールで、入学願書を、荒川コミ
ュニティカレッジ事務局へ
締 切 り ３月30日㈮

荒川コミュニティカレッジ公開講座
変わりゆくミャンマー

俳句のまちあらかわ

〜なぜミャンマーの奥地で医療と菜園を運営するのか？その半生とミャンマーの現状

〜俳句を詠む、まちに親しむ

「人生一度きりだからこそ何になりたいか、何をしたいのかが重要」
。区内在住の医
師・名知仁子氏は、ミャンマーで医療活動と地域支援を行っています。名知氏の体験談
から、地域活動での「支援」の在り方について考えます。
期日 ３月11日㈰

時間 午後１時30分〜３時30分
会場 荒川コミュニティカレッジ研修室

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 区内在住・在勤・在学の方

対象 区内在住・在勤・在学の方

定員 30人（申込順）

定員 50人（申込順）
生後６か月以上の未就学児、５人（申込順）
託児

生後６か月以上の未就学児、５人（申
託児 込順）

※託児の申し込みは、２月19日㈪まで

MFCG©"m2017

※託児の申し込みは、２月28日㈬まで

講師 NPO 法人ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会代表・名知仁子氏

講師 荒川区俳句連盟会長・佐々木忠利氏ほか

費用 無料

費用 無料

申込み・問合せ

〒116-0002荒川区荒川１ - １ - １サンパール荒川６階荒川コミュニティカレッジ事務局
☎（５６１５）４８８４ （５６１５）４８８５  arakawa-c-c@city.arakawa.tokyo.jp

発 行 荒川区
毎月１日・11日・21日
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

６万8500部発行

（

（

期日 ３月20日㈫

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

〒116-8501 東京都荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

☎（３８０２）３１１１

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

FAX（３８０２）
６２６２

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

@arakawakukoho

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

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）

