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No.1610 2018年（平成30年）１月21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

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
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