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期日
︵期間︶

日

費用の記載がない事業は無料です

時

日㈪
後期高齢者医療保険料の納付書
は、１月中旬に送付します。
・国保年金課（区役所１階）
☎内線２３８６

時間

お知らせ
休館のお知らせ

会場・場所

所

対象

対

館内清掃、設備点検
◆生涯学習センター・教育センター
１月14日㈰ ※14日の利用受け
付け分は、１月13日㈯に受け付け
生涯学習センター
☎（３８０２）２３３２
◆西日暮里ふれあい館
３月18日㈰ 西日暮里ふれあ
い館☎（３８１９）６９４５

定員

人

講師

講

持ち物

持

費用

￥

４月に区立小・中学校に入学予定
の方へ、入学予定校等を記載した通
知書を１月中旬に送付します。通知
書が届かない・記載内容に誤りがあ
る・区立以外の学校に入学する方は
ご連絡ください。
学務課☎内線３３３３

国民健康保険料・後期高齢
者医療保険料のお知らせ
◆国民健康保険・後期高齢者医療保
険の休日窓口を開設
１月28日㈰ 午前９時〜午後
５時 保険料の納付・相談
◆１月〜３月分の各保険料納期限
▶１月分…１月31日㈬ ▶２月分
…２月28日㈬ ▶３月分…４月２

１月15日㈪ 午後７時〜８時
30分  区 役 所 ３ 階304・305会
議室 ※傍聴を希望する方は、午後
７時までに直接会場へ（定員20人
〈当日の先着順〉）
高齢者福祉課☎内線２６６８

インターネット公売の開催
区で差し押えた財産（動産）をイ
ンターネットでの入札により売却し
ます。
参加申込期間 １月10日㈬午後１時〜
１月23日㈫午後11時
入札期間 １月30日㈫午後１時〜２月
１日㈭午後11時 ※詳細は、荒川
区ホームページをご覧ください
税務課☎内線２３３９

一日文化体験フェア
特別講演会参加者募集
２月24日㈯ 午後１時〜２時
30分 町屋文化センター
120人（抽選） 音楽が持つ力
について ￭音楽評論家・湯川れい
子氏 ￮１月31日㈬必着
はがきに、イベント名・代表者の

ゆいの森あらかわの来館者が50 万人を突破

申込方法
︵申込先︶

申

ゆいの森あらかわは、平成29年
３月26日の開館後、平成29年12月
７日に来館者が50万人を達成しま
した。記念セレモニーでは、前を
通る特別区道荒42号線の愛称名が
「ゆいの森通り」となることや、ゆ
いの森に隣接し、防災機能を備えた
「ゆいの森芝生広場」のオープンに ▲左から西川区長、木村貴史さん、
ついて、併せて発表されました。
貴音ちゃん、未音里さん

締め切り

締

問合せ

ゆいの森課 ☎内線２２５６

問い合わせ先

問

１月

ＣＡＴＶ

マイチャンネルあらかわ

▶こ ん に ち は 荒 川 区

（午前９時、
正午、午後６時・９時から各57分）

電子メールアドレス

▶ウイークリーニュース
▶荒川ころばん体操・あらみん体操
▶休日診療当番医 ▶区からのお知らせ
ピ …今週のピックアップ 行 …荒川区行政ナビ
街 …あらまちワイド 手 …手話付き放送

▶あ らか わ 情 報 スクエ ア
（午後４時・７時から各57分）

▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ
ネ

その他の

ホームページアドレス

HP

番

組

ク

ス

１日㈷〜７日㈰

日暮里コレクション2017

１月28日㈰ 午前９時30分〜
正午 第一中学校 区内在住・
在勤・在学の15歳以上の方、ボラ
ンティア活動に興味のある方
各クラブ（パソコン・美術・音楽
等）・学級活動の見学
生涯学習課☎内線３３５５

講座・催し
障がいのある当事者による
相談
１月13日㈯ 午前10時〜午後
３時 ※要予約 視覚障がい者、
聴覚障がい者、肢体不自由者による
相談 ・荒川たんぽぽセンター
☎・（３８０７）８４８３

通訳ボランティア勉強会
１月15日㈪ 午後１時30分〜
４時30分 ゆいの森あらかわ２
階会議室 区内在住・在勤・在学
で、外国語で日常会話程度の語学力
がある方（国籍不問） 40人（申
込順） ￮１月12日㈮ 電話・電
子メールで、講座名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・通訳でき
る言語を、荒川区国際交流協会事務
局（文化交流推進課内）へ
☎（３８０２）３７９８
 bunka@city.arakawa.tokyo.jp

子育て女性の
キャリアアップ講座
・・▶２月７日㈬〜９日㈮・13
日㈫・14日㈬午後０時30分〜４時
30分…ムーブ町屋ミニギャラリー
▶２月15日㈭・16日㈮午後１時30
分〜４時…マザーズハローワーク
日暮里 ※全７回 再就職を希
望する子育て中の女性 10人（申
込順） 託児 満１歳以上の未就学児
（定員あり、申込順） ワード・エク
セルの講習、応募書類の作成方法、パ
ーソナルカラー診断等 ￮１月26
日㈮ 就労支援課☎内線４６６

空き家相談会
１月17日㈬ 午後２時〜４時
区役所北庁舎301会議室 区内
在住または区内に空き家を所有して
いる方 空き家の相続や登記・解
体等に関する相談 ￮１月16日㈫
防災街づくり推進課
☎内線２８２６

お口と食事の元気塾
「誤嚥 性肺炎予防講座」
え ん

１月18日、２月１日の㈭（全２
回） 午後２時〜４時 ゆいの
森あらかわ２階会議室 区内在
住・在勤で、おおむね65歳以上の
方 30人（申込順） ￮１月17日
㈬ 高齢者福祉課☎内線２６６６

番 組 案 内

８日㈷〜14日㈰

２月10日㈯ 午前10時〜正午
身体に障がいのある方 20人
（申込順） ※手話通訳あり
・荒川たんぽぽセンター
☎・（３８０７）８４８３
マ

ッ

ク

M ACCセミナー
「W ebで 販 売 促 進 〜 動 画・
ECサイトの基礎知識」
ウ

ェ

ブ

２月22日㈭ 午後１時30分〜
３時30分 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） 中小企業経営者・従業員等
20人（申込順） ￭株式会社マイ
ンズＩＣＴコンサルタント・小野正
博氏 電話・ファクス・荒川区ホ
ームページで、会社名・業種・会社
所在地・氏名・電話番号を、経営支
援課へ☎内線４５8
（３８０３）２３３３

チャンネル

15日㈪〜21日㈰

８日㈷〜14日㈰

障がい者地域自立生活支援
セミナー「ピアカウンセリ
ングを知ろう」

地デジ11c h

（番組内容は変更になる場合があります）

22日㈪〜28日㈰

新春区長対談
「子どもたち
の未来を育む〜柳田邦男先 ピ おもしろ探究授業
ピ 俳句ハイク
生と語る読書・絵本の魅力」 街・手 都電でまち歩き
※ピックアップ・あらまち 行・手 消費生活センターから 行 冬の食中毒予防
ワイド・行政ナビなどの
のお知らせ
放送はありません
１日㈷〜７日㈰

心身障がい者青年教室
「さくら教室」見学会

ピ ドッヂビークリスマスイ

ベント
街 あらかわ部活応援
行 確定申告のお知らせ

15日㈪〜21日㈰

29日㈪〜31日㈬
ピ 成人の日のつどい
街 職人に弟子入り
行 公証役場からのお知らせ

22日㈪〜28日㈰

29日㈪〜31日㈬

人権週間事業講演会「熱を
消費者講座
「クリーニングの 疾病別栄養講座「骨折で寝 もって接すれば、熱をもっ
高齢福祉寄席
「荒川区の高
基礎知識とプロが教える洗 たきりにならないための食 てかえってくる〜児童虐待
齢化の現状を学ぼう」
の現状と私たちができるこ
濯の技」
生活」
と」
（前編）

ト

▶あらまるNEXT （区内情報番組）
放送時間 毎日午前６時・８時30分、午後１時30分から
▶あらぶんちょ！（荒川区・文京区・千代田区内の地域情報番組）
放送時間 毎日午前11時、午後２時・５時から

ケーブルテレビの申込み・問合せ
▶東京ケーブルネットワーク荒川サービスステーション ☎０８００（１２３）２６００
▶荒川ケーブルテレビ
☎（３８９４）３８８８

１月20日㈰までの休日診療当番医は、区報平成29年12月21日号または荒川区ホームページをご覧ください

（

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）
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日本人のみ 101,133世帯
の世帯
外国人のみ
10,941世帯
の世帯
日本人と
外国人の
2,337世帯
混合世帯
総世帯
114,411世帯

前月比
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前年同月比

前月比

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

男 97,920人
日本人 女 98,296人
計 196,216人
男
9,124人
外国人 女
9,550人
計 18,674人
総人口
214,890人

人口

６万8500部発行
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人口と世帯

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

29

住民基本台帳による

（
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Picture book is to enrich your life
P

内容

内

就学・入学通知書を送付

荒川区在宅療養連携推進会議

住所・電話番号・参加者（２人ま
で）の氏名（ふりがな）・年齢を、
〒116-0002荒 川 区 荒 川 ７ -20- １
町屋文化センター内 ACC へ
☎（３８０２）７１１１

