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８面◆災害には日頃の備えが大切です
◆汐入水辺フェスタ
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ご参加を
９月１日の「防災の日」を中心に、各地域で防災訓練が行わ
れます。災害に備えるため、防災訓練に参加しましょう。
※直接会場へお越しください
※９月30日㈯までに実施する訓練を掲載しています（８月14日現在、
訓練実施計画書が防災課に提出されたもの）
※天候等の事情により、中止・日時が変更となる場合があります

［問合せ］防災課 ☎内線４１８

避難所開設・運営訓練
町会・自治会ごとに指定した区立小・中学校等を会場とし、避
難所の開設や運営を中心とした訓練を行います。
避難所運営組織の役割と行動確認
災害時安否確認シールを使用した安否確認訓練
避難所（備蓄倉庫や体育館等）の見学
防災資機材の取り扱い訓練
炊き出し（備蓄食料の調理と試食）

訓練の
内容例

期 日
８月27日㈰
９月 ３日㈰
９月10日㈰
９月24日㈰
９月30日㈯

時 間
午前９時30分〜正午
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜正午
午前９時〜正午
午前９時〜正午
午前９時30分〜正午（予定）
午前９時〜正午

会 場
第九峡田小学校
尾久宮前小学校
第二峡田小学校
第七峡田小学校
諏訪台中学校
第 五 中 学 校
第五峡田小学校

防災訓練（町会・自治会）
町会や自治会ごとに初期消火・応急救護等の訓練を行います。
※各地域は、町会・連合会の区割りで作成しています
地 域

８月26日㈯
荒 川
８月27日㈰

町 屋 ９月３日㈰

９月３日㈰

９月10日㈰
尾 久

初めて参加しましたが、防災について考
えるきっかけになりました。（30代男性）

９月24日㈰

８月27日㈰

親子で参加しました。子どもにも分か
りやすく、防災について楽しく学ぶこと
ができました。
（30代女性）
日暮里

９月３日㈰

９月10日㈰

８面

災害には日頃の備えが大切です

お詫び

第六瑞光小学校
午前10時〜正午

９月17日㈰

避難所での過ごし方が詳しく分かりまし
た。災害時のトイレの使い方や飲み水の確保
等、とても参考になりました。（40代女性）

訓練時間
会 場
午前 ８時〜正午 第三瑞光小学校
午前10時〜
第二瑞光小学校
11時45分

南千住 ９月３日㈰

わたしたち、防災訓練に参加しました
訓練に参加して、心の準備が少しできま
した。実際に体験してみることが大切だと
感じました。
（50代男性）

期 日

南千住二丁目
都営アパート
午前 ９時〜
東日暮里三丁目
11時30分 児童遊園
午前 ８時〜
前沼児童遊園
11時50分
午前10時〜正午 第三峡田小学校
荒川六丁目防災広場
町会事務所前
午前10時〜正午
（荒川6-65-10）
原稲荷神社境内
午前10時〜
東尾久二丁目防災広場
11時30分
午前10時〜11時 西尾久五丁目児童遊園
グリーンパーク
午前11時〜
上中里自治会
午後０時45分
( 西尾久8-12-9)
午前 ９時〜11時 西尾久二丁目防災広場
午前10時〜11時 西尾久四丁目公園
午前 ９時〜
西尾久八丁目
11時30分 都営アパート
午前 ８時30分〜 東日暮里四丁目
11時30分 児童遊園
午前 ９時30分〜
東日暮里一丁目公園
11時
午前 ９時30分〜
日暮里南公園
11時30分
午前 ８時30分〜 東日暮里一・二丁目
11時 町会会館前
午前10時〜
西日暮里一丁目広場
11時30分
午前 ９時30分〜
日暮里公園
午後０時45分
午前10時〜
西日暮里北児童遊園
11時30分

町会名
南千住中央町会
南千住協和会
南千住東日暮里一丁目
南町会
南千住二丁目町会
東日暮里三丁目
三河島町会
荒川三丁目東町会
荒川一丁目本町会
荒川六丁目南町会
荒川六丁目西町会
町屋一・二丁目仲町会
東尾久赤土町会
西尾久五丁目町会
グリーンパーク
上中里自治会
西尾久二丁目北町会
西尾久四丁目自治会
西尾久八丁目自治会
東日暮里四丁目町会
東日暮里一丁目
正庭町会
東日暮里五丁目町会
東日暮里一・二丁目町会
東日暮里六丁目町会
東日暮里三丁目南町会
日暮里共成町会

この度、区民の皆様の暮らしや生命を守る最前線である生活保護行政の現場において、区職員が保護費を着服する
という不祥事が発生したことに関しまして、区民の皆様に心よりお詫び申し上げます。
今回の不祥事は、決して許されないことであり、当該職員の処分を含め、厳正に対処するとともに、区民の信頼回
復のため、全庁を挙げて再発防止に全力を注いで参ります。
荒川区長 西川太一郎
〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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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

￥

申込方法
︵申込先︶

申

締め切り

締

問い合わせ先

問

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
日暮里図書館が休館
休館中は、日暮里ひろば館で資料
の予約・貸出・返却等を受け付けま
す。
10月２日㈪〜平成30年４月20日
㈮ 改修工事 ※冠新道図書サー
ビスステーションは平常どおり開館
日暮里図書館
☎（３８０３）１６４５

西日暮里ふれあい館が休館
10月29日㈰ 保守点検
西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５

料品・薬品・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 10月６日㈮必着
はがき・電子メールで、２面上段
を参照し①〜④の記入事項と⑤年齢
⑥電子メールアドレス（パソコン・
携帯電話）⑦商品搬送時の自動車利
用の有無を、〒116-8551荒川区東
尾久７ - ２ -10青鳩祭実行委員会へ
☎０８０（１６５２）９４３７
 heytaihey@gmail.com

荒川区景観審議会
９月１日㈮ 午後２時〜３時
30分 防災センター４階研修室
西日暮里駅前地区市街地再開発事
業計画案について（報告事項）ほか
※傍聴を希望する方は、午後１時
30分〜１時50分に会場へ（定員10
人〈抽選〉）
都市計画課☎内線２８１６

高齢者
ご

の

えん

お口と食事の元気塾「誤 嚥
性肺炎を学ぶ・予防する」

住まいの税務相談

９月５日㈫ 午後１時〜４時
２人（申込順） 住まいの購入・
売却・相続等に伴う税金の相談
特別区民税・都民税第２期
８月29日㈫
分の納期限は８月31日㈭
・防災街づくり推進課（区役所
金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、 北庁舎２階）☎内線２８２５
コンビニエンスストア、区役所２階
包括外部監査報告書の公表
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
区では、公認会計士等の資格を持
は、納期限日に振り替えます。残高 つ外部の専門家が、財務や会計面を
をご確認ください。
中心に監査を行う「包括外部監査」
※納期限を過ぎると延滞金が加算さ を平成13年度から導入しています。
れる場合があります
平成28年度は「日暮里サニーホ
税務課☎内線２３２７
ール及び荒川区ムーブ町屋の管理運
営について」監査を実施しました。
国民健康保険被保険者証の
報告書の閲覧 区役所地下１階情報提
一斉更新
供コーナー、各区民事務所・図書館、
現在使用している被保険者証の有 荒川区ホームページ
効期限は、９月30日㈯です。新し 総務企画課☎内線２２１１
い被保険者証は９月中旬に簡易書留
首都大学東京青鳩祭フリー
郵便で世帯主宛てに送付します。
マーケットの出店者を募集
国保年金課☎内線２３７４
10月15日㈰（雨天中止） 午前
介護保険の更新申請を
９時30分〜午後３時30分 首都
介護保険被保険者証の認定の有効 大学東京荒川キャンパス（東尾久７
期間が９月30日㈯で、サービスの - ２ -10） 募集店舗数 30店（申込順）
店の広さ ２ m ×２ m 500円
継続を希望する方
販売品 家庭で不用になった物 ※食
７月末に郵送した申請書を持参

区民住宅
電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

し、できるだけ８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

９月20日・27日の㈬（全２回）
午後１時〜３時 東日暮里ふれ
あい館洋室 区内在住・在勤で、
お お む ね65歳 以 上 の 方 30人
（申込順） ９月19日㈫
高齢者福祉課☎内線２６６６

子育て・教育
防災体験
「イザ カエルキャラバン」
８月26日㈯ 午後１時〜３時
第五峡田小学校 防災体験プロ
グラムの参加、おもちゃの交換等
※プログラムの参加や使わないおも
ちゃの持参でポイントがたまり、会
場のおもちゃと交換できます
荒川ボランティアセンター
☎（３８０２）３３３８

地域子育て支援講座
９月２日㈯ 午後２時〜４時
30分  サ ン パ ー ル 荒 川 ５ 階 第
５・第６集会室 80人（申込順）
※託児あり（定員あり、申込順）
・▶講演「子育てがうれしい地

を

域をつくる」…ルポライター・杉山
春氏 ▶パネルディスカッション
「子ども・親がうれしい地域の場づ
くり」…子ども村：中高生ホッとス
テーション代表・大村みさ子氏、あ
らかわシングルマザーサポートネッ
トワーク代表・中泉理奈氏ほか
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
（③は参加者全員分）を、荒川区社
会福祉協議会へ
☎（３８０２）３３３８
�（３８０２）３８３１
 vorasen@arakawa-shakyo.
or.jp

家庭教育学級
「親子のほっこり食堂」
アレルギーのあるお子さんが食べ
られる簡単なレシピを学びます。
・▶９月９日㈯…アレルギーフ
リーの米粉ケーキ ▶９月16日㈯
…子どもと一緒に和食ごはん ※全
２回 午前10時〜11時45分
尾久ふれあい館 未就学児の保
護者 30人（申込順） 託児 １歳
以上の未就学児、20人（申込順）
500円 ￮８月31日㈭ 来所・
電話で申込後、締切日までに費用を
持参で、区役所３階生涯学習課へ
☎内線３３５５

健康・衛生
ぜんそく音楽教室
９月22日㈮ 午後２時〜４時
日暮里サニーホール４階コンサー
トサロン 気管支ぜんそく・慢性
気管支炎等呼吸器疾患の方等
60人（申込順） 歌を通して呼
吸法を学ぶ 声楽家・山﨑浩氏
生活衛生課☎内線４２４

申込み・問合せ 施設管理課 ☎内線２８２４

※表１のとおり

対 象 次のすべてに該当する方
▶現に住宅を必要としている
▶現に同居または同居しようとする親族（婚約者を含む）がいる
▶申込者本人が、成年者（20歳未満の既婚者を含む）である
▶所得（収入額から必要経費等を差し引いた額、同居親族に所得
がある場合は合算）が表２の金額の範囲内である
▶申込者と同居または同居しようとする親族が住民税、健康保険
料を滞納していない
▶申込者と同居または同居しようとする親族が暴力団員でない
▶外国人の方は、日本国に永住する資格を持っている

表１
区民住宅
町屋五丁目住宅
町屋八丁目住宅

所在地
町屋５ - ９ - ２
町屋８ - ５ -16

区民住宅

規模
建築年
22階建て124戸
平成10年
５階建て 40戸

使用料（月額）
11万1600円〜14万2900円
11万9600円〜14万3100円

※ほかに共益費月額１万円
※町屋八丁目住宅は平成30年４月１日以降、民間の賃貸住宅となります

表２
世帯人数
２人
３人
４人

所得の範囲

町屋五丁目住宅
227万6000円〜622万4000円
265万6000円〜660万4000円
303万6000円〜698万4000円

町屋八丁目住宅
278万円〜759万2000円
316万円〜797万2000円
354万円〜835万2000円

※５人以上の世帯は、お問い合わせください

町屋五丁目住宅の使用料を減額します
子育て世帯とその親世帯が区内で近居になる場合
町屋五丁目住宅に居住する世帯で、子育て世帯（同居の18歳未満の子ども
がいる世帯）とその親世帯が区内で近居になる場合に使用料を減額します。
子どもが３人以上いる世帯
申込者（同居の親族を含む）と同居する扶養親族（子に限る）のうち、18
歳未満の子どもが３人以上いる世帯の使用料を減額します。

期 間

申請日の月の翌月〜平成30年３月31日
※平成30年４月１日から、期間が平成31年３月31日までとなります

減額する額（月額） ２万円
申込方法

区役所北庁舎２階施設管理課で配布する申込用紙に必要
事項を記入し、持参で ※㈯・㈰・㈷等を除く
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保護者向けセミナー

申込み・問合せ

第九中学校
第四峡田小学校

されています

禁止されている主な寄附
▶お中元・お歳暮 ▶お祭りへの寄附や差し入れ
▶町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
▶運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
▶秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典
▶葬式の花輪・供花

時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆による
ものを除き、暑中見舞状や年賀状等の時候のあいさつ状（電報等を
含む）を出すことは禁止されています。

案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要な催しの政治家への案内状には、必
ず会費を明示してください。
問合せ

締

選挙管理委員会事務局 ☎内線３４１１

HP

ホームページアドレス

第三峡田小学校

知的障がい学級 ※見学もできます
期
日
時
間
９月22日㈮
午前 ９時30分〜11時25分
９月13日㈬
午前 ９時25分〜11時15分
９月12日㈫
午前 ９時35分〜11時30分
９月 ７日㈭
午前 ９時45分〜11時35分
９月21日㈭
午前 ９時30分〜10時15分
９月14日㈭
午前 ８時45分〜11時30分
９月20日㈬
午前10時50分〜午後０時40分
９月 ８日㈮
午前 ９時45分〜11時35分
難聴・言語障がい学級
９月11日㈪
午前11時15分〜午後０時15分
情緒障がい等通級指導学級
９月12日㈫
午後２時〜３時
特別支援教室
９月25日㈪
午後２時〜３時

申

問

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈る等の寄附は、時
期や理由を問わず公職選挙法で禁止されています。また、有権者
が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

学務課（区役所３階） ☎内線３３３９

説明会日程
学校名
汐入小学校
第六瑞光小学校
峡田小学校
尾久西小学校
大門小学校
第一中学校
第四中学校
尾久八幡中学校

政治家の寄
政治家の
寄附 は

４面へ続く

￥

電子メールアドレス

特別支援学級等（教育上特別な支援を必要とする児童・生徒のた
めの学級）の教育内容の見学会・説明会を開催します。
区内在住で、平成30年４月に小・中学校に入学
対 象
予定の児童・生徒と保護者

▶初級・初中級クラス…９月１
日〜22日の㈮（予備日は９月29日
㈮） ▶初中級・中級クラス…９月
５日〜26日の㈫（予備日は10月３
日㈫） ※全４回 午後７時〜９
時 荒川自然公園テニスコート

持

問い合わせ先

特別支援学級等 の 見学・説明会

秋季硬式テニス教室

講

締め切り

「俳句のまち あらかわ」に関連
したＰＲ商品の開発を新たに行う事

スポーツ

内

申込方法
︵申込先︶

ＰＲ商品開発支援事業補助金

９月20日㈬ 午後６時30分〜
８時30分 ホテルラングウッド
５階「光」（東日暮里５ -50- ５）
経営者等 50人（申込順）
小規模企業だからできる、売れる
仕組み作り ￭ビジネス・コア・コ
ンサルティング代表・坂本篤彦氏、
有限会社永塚製作所代表取締役社
長・能勢直征氏 経営支援課
☎（３８０２）４８０８

人

費用

産業・経営支援

日暮里経営セミナー

対

持ち物

９月14日㈭ 午後１時〜３時
ムーブ町屋３階ムーブホール
区内在住で、求職活動中または
再就職を考えている女性 50人
（申込順） 託児 満１歳以上の未就

古い写真をデジタル化する作業の
ボランティアを募集します。
◆事前講座
９月６日〜20日の㈬（全３回）
午後２時〜４時 首都大学東京
荒川キャンパス（東尾久７ - ２ -10）
30人（申込順） 回想法につい
て ９月４日㈪
電話・ファクスで、２面上段を参
照し①〜④の記入事項を、荒川区社
会福祉協議会へ
☎（３８０２）３３３８
�（３８０２）３８３１

台東区・荒川区・足立区・墨田
区・葛飾区の事業者 平成28年
12月〜平成29年11月に試作開発ま
たは販売を開始した生活提案製品
（生活雑貨・日用品）の募集
応募用紙の配布 区役所６階経営支援課
（下記ホームページからもダウンロ
ード可） ￮11月７日㈫ 持参・
郵送で、応募用紙と製品（試作品）
の 写 真 を、 〒116-8501（ 住 所 不
要）荒川区役所６階経営支援課へ
☎内線４５９
￼ http://www.task-project.net/

デ

◆花合わせ de フラワーアレンジ
９月４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
９月６日〜27日の㈬ 午後１
時30分〜３時30分 各15人（当
日の先着順）
◆和布 de ビーズ付きマフラー
９月８日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 10人（申込順）
500円
◆和布 de 手作り財布
９月12日㈫ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
700円
◆牛乳パック de 菓子器
９月15日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 15人（申込順）
400円
◆古Ｔシャツ de 布ぞうり
９月19日㈫ 午後１時〜４時
15人（申込順） 400円
◆ベリーダンス de エコボディ
９月22日㈮ 午前10時〜11時
30分 15人（申込順）
300円
◆かぎ針 de 花かごのチャーム
９月26日㈫ 午後１時30分〜
３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

講師

女性向け就労支援セミナー
「女性のための就活力アッ
プセミナー」

アーカイブボランティアを
募集

ク

エコ生活実践講座

内容

９月６日㈬ ▶企業説明会…午
後１時30分〜２時 ▶就職面接会
…午後２時〜４時（受け付けは午後
１時〜３時30分） ※参加企業は、
８月30日㈬ごろ下記ホームページ
に掲載 東京芸術センター21階
天空劇場（足立区千住１ - ４ - １）
履歴書・職務経歴書 託児 ６か
月以上の未就学児（定員あり、申込
順）。申し込みは、９月１日㈮まで
に足立区就労支援課へ
☎（３８８０）５４６９
ハローワーク足立事業所第二部門
☎（３８７０）８６１７
￼ http://tokyo-hellowork.jsite.
mhlw.go.jp/list/adachi.html

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。
◆説明会
９月19日㈫ 午後１時30分〜
３時 荒川区社会福祉協議会３
階会議室 報酬 750〜950円（１時
間） ※活動内容・時間帯により変動
荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

ス

所

講座

定員

マンスリー就職面接会「警備・
建設・軽作業等就職面接会」

にこにこサポート協力会員
を募集

タ

Ｔ ＡＳＫものづくり大賞

時

対象

９月４日㈪ 午後２時〜４時
ムーブ町屋４階ミニギャラリー
39歳以下の方 10人（申込順）
就職活動に役立つメールの書き
方・敬語の使い方 わかもの就労
サポートデスク講師・吉尾美樹氏
９月１日㈮
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

９月12日㈫〜15日㈮（３泊４日）
ＮＰＯ法人青少年自立援助センタ
ー（福生市福生2351- １） 区内
在住で、現在仕事に就いていないお
おむね40歳以下の方 ４人（申
込順） 調理技術取得講座 ９
月６日㈬
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

日

会場・場所

若者向け就労支援セミナー

合宿型就労訓練
「ワークゼミあらかわ」

15歳以上の方（中学生は不可）
※区内在住・在勤・在学の方が優先
各12人（申込順） 5000円
往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤希望クラス⑥
年齢⑦無料レンタルラケット希望の
有無を、〒116-0002荒川区荒川７
-34- ７ -204荒川区テニス連盟・普
及部・佐藤晃宏へ
☎０８０（１２２４）２８１１

時間

９月２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 ９月１日㈮
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

業者に、開発費用の一部を補助しま
す。
次のすべてを満たす事業者
▶区内に本社または支店を有してお
り、同年度中に本補助金の交付を受
けたことがない ▶直近の事業年度
分の法人都民税または前年度分の個
人住民税を滞納していない ▶区内
の店舗で商品を販売でき、区が実施
するイベントまたは区が参加する物
産展への出展等の観光事業に協力で
きる 対象経費 委託料（商品パッケ
ージのデザイン等）、需用費（印刷
製本費・機材購入費等）等
補助額 対象経費の２分の１（上限25
万円） 観光振興課☎内線４６１

期日
︵期間︶

仕事・人材募集

学児、６人（申込順） 女性が働
くときに関わる税金・社会保険・年
金の基礎知識 社会保険労務士・
諸星裕美氏 ９月13日㈬ ※託
児は、９月７日㈭まで
就労支援課☎内線４６６
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期日
︵期間︶

日

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

３面「講座」の続き

月イチギャラリートーク
８月26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
がい者とその介護者は無料）
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

俳句をイロハから学ぶ
あらかわ句会初心者講座
８月30日㈬ 午後１時〜３時
30分 町屋文化センター２階ふれ
あい広場 25人（当日の先着順）
文化交流推進課☎内線２５２２

エンディングノート講座
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

９月５日〜26日の㈫（全４回）
午後２時〜４時 ※５日・26日
は午後３時30分まで サンパー
ル荒川第１集会室 区内在住・在
勤の方 20人（申込順） エン
ディングノートとは・遺言書・成年
後見制度・自分の葬儀について
電話・ファクスで、２面上段を参
照し①〜④の記入事項を、あんしん
サポートあらかわ（荒川区社会福祉
協議会内）へ
☎（３８０２）３３９６
�（３８９１）５２９０

古文書に親しむ（中級編）
 ９ 月 ８ 日 〜12月 ８ 日 の 第 ２ ㈮
（全４回） 午後１時30分〜３時
30分 初級編受講者または同等
の知識のある方で、全回出席可能な
方 20人（申込順） 松尾芭蕉
の「おくのほそ道」をテキストに古
文書の読み方を習得 ９月６日㈬
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

農園作業で体験する土・水・
太陽の自然循環講座
・▶９月９日㈯…水汚染の話、
冬野菜の種まき ▶10月14日㈯…

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

自然循環の話 ▶11月18日㈯…動
植物の話、野菜の収穫 ▶12月16
日㈯…エネルギーの話、三河島菜の
収穫 午前10時〜正午 あら
かわエコセンター 区内在住・在
勤・在学の方 各30人（申込順）
軍手 ※汚れてもいい服装で
500円（１回）
あらかわ楽農塾・井上
☎０９０（８５９２）７９３９

専修学校公開講座
◆体の使い方を知ってヨガのポーズ
を体験しよう
 ９ 月10日・24日、10月15日・29
日、11月12日の㈰（全５回）
午前10時〜正午 日本総合医
療専門学校（東日暮里６ -25-13）
30人（抽選） ８月31日㈭
◆棒針編みによるマーガレット（シ
ョートボレロ）
９月27日、10月４日・18日・25
日、11月１日の㈬（全５回） 午後
６時30分〜８時30分 専門学校
東京ニットファッションアカデミー
分室（西日暮里５ -10- ９） 32人
（抽選） 4860円 ９月12日㈫
……………………………………
区内在住・在勤・在学で、18歳以
上の方
往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項を、〒116-0002
荒川区荒川３ -49- １生涯学習セン
ターへ☎（３８０２）２３３２

ウオーキング講座
・▶９月22日㈮…南千住駅前
ふれあい館多目的室 ▶10月６日
㈮…尾久ふれあい館多目的室
▶10月19日㈭…荒川さつき会館体
育室 午後１時〜３時（10月19
日は午後１時30分〜３時30分）
区内在住・在勤で、18歳以上の
方（医師から運動を制限されている
方は不可） 各30人（申込順）
※各日とも内容は同じ ロコモ（骨
や関節、 筋肉等、 運動器の障がい
のために移動機能が低下した状態）
予防講座、ウオーキングの実技等
株式会社マナ・ウエイ取締役・中
村真奈子氏ほか 筆記用具、タオ
ル、飲料水 ※動きやすい服装で
健康推進課☎内線４３２

認知症サポーター養成講座
９月27日㈬ 午後２時〜３時
30分 南千住駅前ふれあい館洋
室１〜３ 50人（申込順） 認
知症についての基礎知識と対応方法
南千住西部地域包括支援センター
☎（５６０４）５７１０

おもてなし中国語入門講座
９月28日、10月12日・26日、11
月９日の㈭（全４回） 午前10時
〜正午 ゆいの森あらかわ２階会
議室 区内在住・在勤・在学の方
25人（申込順） 8000円（別
途テキスト代がかかります）
９月22日㈮ 電話・電子メー
ルで、２面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤年齢を、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

催し
荒川区美術連盟尾久支部展
８月25日㈮〜29日㈫ 午前10
時〜午後６時（29日は午後５時ま
で） 町屋文化センター２階ふれ
あい広場 荒川区美術連盟尾久支
部・新井☎（３８９４）５０１９

ハゼ釣り選手権大会
８月27日㈰（雨天決行） 集合 区
役所前 午前３時〜午後５時（予
定） 千葉県木更津市潮見運河周
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
８月26日㈯
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

サマーファミリーコンサート
８月27日㈰ 午後２時〜４時
サンパール荒川大ホール 600
人（当日の先着順） 管弦楽器に
よる演奏 アンサンブル荒川事務
局☎（３８９２）２２６４

認知症介護者交流サロン
９月２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

ふれあいコーラス交流会
９月２日㈯ 午後１時30分〜
４時（開場は午後１時） サンパ
ール荒川小ホール 各ふれあい館
のサークル等による発表 南千住
駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会
９月４日㈪ 午後６時30分〜
８時30分 ムーブ町屋４階ギャ
ラリー ９月１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
いき

いき

ふれあい粋 ・活 サロン
◆男性介護者サロンＭ
９月８日㈮ 午後１時30分〜
３時 荒川区社会福祉協議会３階
活動サロン 家族を介護中の男性
◆あらかわシングルマザーサロン
９月９日㈯ 午前10時〜正午
荒川区社会福祉協議会３階活動サ
ロン ※お子さんの同伴可
◆サロン三ノ輪橋
９月12日㈫ 午後１時30分〜
２時30分 荒川区社会福祉協議
会３階活動サロン
◆介護者交流サロン・結
９月16日㈯ 午後１時〜３時
荒川山吹ふれあい館２階洋室１
介護中の方
◆カフェ・結
９月19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

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

荒川老人福祉センター の 催し・講座
会 場
申込み
問合せ

〒116-0002荒川区荒川１ -34- ６荒川老人福祉センター
☎（３８０２）１６６６ （３８０２）１６８３
 starts-from60@arakawa-shakyo.or.jp

高齢者福祉週間の催し
［対

象］▶区内在住で60歳以上の方
▶荒川老人福祉センター利用証をお持ちの方
［申込用紙の配布］荒川老人福祉センター、各ひろば館・ふれあい館等
［申込方法］申込用紙を午前10時〜午後４時までに荒川老人福祉
センターへ持参 ※演遊会の観覧は事前申込不要
［締切り］８月28日㈪
内 容
期 日
時 間
定 員
頭と体の運動会 ９月11日㈪
30人（申込順）
歌声喫茶
９月12日㈫ 午後１時〜３時
100人（申込順）
オセロ大会
９月13日㈬
各30人
囲碁大会
９月14日㈭
（申込順）
午後１時〜４時
将棋大会
９月15日㈮
100人
演遊会の観覧
９月16日㈯ 午前10時〜午後４時
（当日の先着順）
▶午前９時30分
お楽しみ
各40人
９月18日㈷
〜11時30分 （申込順）
大マージャン会
▶午後１時〜４時

女性の着物講座
［期 日］９月26日〜10月10日の㈫
［時 間］午後１時〜２時30分（全３回）
［対 象］区内在住で60歳以上の初心者の女性 ［定 員］15人（抽選）
［内 容］着付けや名古屋帯でお太鼓結び
［講 師］公益社団法人全日本きものコンサルタント協会認定・岩井節子氏
［持ち物］名古屋帯、帯板、帯枕、帯揚げ、帯締め、腰ひも３本、だて締め１本、
浴用タオル３本、洗濯バサミ１本、長じゅばん、肌じゅばん、着物（普段着用）
［申込方法］往復はがき・ファクス・電子メールで、「女性の着物講座」・
住所・氏名（ふりがな）･ 年齢・電話番号・ファクス番号（往復はがき
は、返信面に住所・氏名も）を記入
［締切り］８月27日㈰必着

介護予防教室（後期）
［期 間］10月〜平成30年３月
［対 象］区内在住の60歳以上で、同教室前期未受講の方
［費 用］無料（教材費等の実費負担あり）
［申込方法］下表の教室番号別に、９月９日㈯の下記時間に荒川老人福祉
センター４階で ※申し込みは、１人１教室
▶①…午前９時30分〜10時 ▶②…午前11時〜11時30分
▶③…午後１時30分〜 ２時 ▶④…午後 ３時〜 ３時30分
番号
教室名
曜日
時 間
定員（抽選）
① アンチエイジング体操（全22回） 火 午前10時〜11時30分 10人
② 免疫力アップ体操（全18回）
木 午後 ３時〜 ４時30分 25人
③ ピラティス＆ストレッチ（全22回） 金 午前10時〜11時30分 22人
④ リハビリエアロビクス（全19回） 土 午後 ３時〜 ４時30分 25人
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義肢装具サポートセンター
施設公開

きょう お う じ

10月21日 ㈯

 午 前11時30分
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東京都シルバーパスの更新を
有効期限が９月30日㈯のシルバ
ーパスをお持ちの方に、８月下旬に
東京バス協会から「シルバーパス更
新手続きのご案内」を送付します。
更新を希望する方は、９月中に手続
きをしてください。
東京バス協会シルバーパス専用
☎（５３０８）６９５０
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時
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A professional instructor and volunteers of
the Association for Arakawa International
Communications teach you basic Japanese
in friendly atmosphere.
Term September 7th - November 21th, 2017 (22 lessons)
Date & Time Every Tuesday and Thursday
Daytime Course: 2 p.m.-4 p.m. (Shogai Gakushu Center)
Evening Course: 7 p.m.-9 p.m. (Nippori Hiroba Kan)
Eligibility Non-native Japanese speakers living, working or studying in Arakawa City and
who only know basic Japanese. Students of Japanese language schools can not apply.
Fee Daytime Course: 6,000 yen Evening Course: 4,800 yen ※ Including a textbook
Application Please visit our office with application fee.
Place for Application Association for Arakawa International Communications
(Arakawa City Office, 3rd floor, Counter No.1 Culture and Exchange Promotion Section)
Tel: 03-3802-3798

申

締

問

We are inviting you to join our Japanese
Language Classes for Foreign Residents

HP

ホームページアドレス
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◆耐震フォーラム
８月31日㈭ 午後１時〜４時

持

電子メールアドレス

期間 ２学期 2017年９月７日〜11月21日（全22回）
日時 毎週㈫・㈭
昼コース：午後２時〜４時（生涯学習センター）
夜コース：午後７時〜９時（日暮里ひろば館）
対象 区内在住・在勤・在学で、日本語が母語でない初級の方（日本語学校
の学生を除く）
費用 昼コース：6000円 夜コース：4800円 ※テキスト代含む
申込方法 費用を持参し、区役所３階１番窓口の荒川区国際交流協会事務局
（文化交流推進課内）にお越しください
申込み・問合せ 荒川区国際交流協会事務局 ☎（３８０２）３７９８

東京都耐震キャンペーン

受験案内・願書の配布 東京都庁第一本庁
舎40階北側義務教育課（新宿区西
新宿２ - ８ - １） ９月８日㈮消印
有効
文部科学省生涯学習推進課認定
試験第二係（千代田区霞が関３ - ２ ２）へ☎（５２５３）４１１１

問い合わせ先

専門の講師と荒川区国際交流協会
のボランティアが、日常会話を中心
に親切に教えます。

官公署

10月26日㈭

締め切り

日本語教室受講生を募集

あらかわもんじゃ・北区お
でんコン

11月18日㈯
午後４時開演
（開場は午後３
時30分）
サンパール荒
川大ホール
6000円
（全席
指 定） ※ 前 売
り券は5500円
チケット販売 町屋
文化センター、サンパール荒川ほか
 ACC ☎（３８０２）７１１１

講

申込方法
︵申込先︶

 ９ 月13日 ㈬（ 小 雨 決 行 ）  午
後１時〜４時 集合 ＪＲ日暮里駅
北口改札 解散 円通寺（南千住１
-59-11） 50人（抽選） ￬160
円（コース内交通費） ￮８月31日

研ナオコ・野口五郎
スペシャルステージ

内

費用

荒川区観光ボランティアガ
イドと行く「彰義隊ゆかり
の地を歩く」

９月17日㈰ 午前10時〜午後
４時30分 町屋文化センター２
階ふれあい広場 荒川区・文京
区・千代田区に在住・在勤・在学の
方 150人（ 申 込 順 ） 1500
円 申込書の配布 下記の東京ケーブル
ネットワークホームページからダウ
ンロード ９月７日㈭必着
郵送・ファクス・下記ホームペー
ジで、申込書を〒112-0004文京区
後楽１ - １ - ７グラスシティ後楽４
階東京ケーブルネットワーク株式会
社「囲碁大会」係へ
☎０８００（１２３）２６００
※㈰・㈷等を除く、午前９時30分
〜午後６時
�（３８１８）６７９７
￼ http://www.tcn-catv.co.jp/

平成29年度就学義務猶予
免除者等の中学卒業程度
認定試験

人

持ち物

９月10日㈰ ▶午前９時30分
〜正午 ▶午後２時〜４時30分
ムーブ町屋４階会議室Ｂ 各
12組（申込順） 建て替え等の住
まいに関する相談会とミニ講座（各
開始時間より30分程度 ) 防災街
づくり推進課☎内線２８２８

東京ケーブルネットワーク
囲碁大会

対

講師

不燃化特区住まいの相談会

９月12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 ・西尾久ふれあい館
☎（３８１０）６２１９

金融機関、コンビニエンスストア
等でお納めください。
※省エネ促進税制に係る減免の申請
を受け付けています
荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１４

所

内容

エ ク ス チ ェ ン ジ

荒川ふれあい寄席

個人事業税第１期分の
納期は８月31日㈭

時

定員

９月10日㈰ 午前９時〜午後
１時 あらかわエコセンター
子どもプログラム（お魚プール、
折り紙、手作りうちわ）等
環境課☎内線４８２
◆ xChange 〜ママとキッズ・ベビ
ーのための服交換会
午前10時〜午後１時 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

11月11日㈯ 午後１時〜４時
本行寺本堂（西日暮里３ - １ - ３）
募集作品 当季雑詠２句１組（何組で
も可） １組1000円 ９月30
日㈯消印有効 投句方法 ▶事前投句
…作品・住所・氏名・電話番号を記
入した200字詰原稿用紙に費用（現
金書留または定額小為替を同封）を
添えて、郵送で ▶当日投句…はが
きに、２面上段を参照し②〜④の記
入事項と⑤当日参加希望と明記し、
郵送で
〒116-0013荒川区西日暮里３ １ - ３本行寺一茶・山頭火俳句大会
係へ☎（３８２１）４４５８

日

対象

あらかわエコセンター
日曜開館

一茶・山頭火俳句大会

15分 都庁都民ホール（新宿区
西新宿２ - ８ - １） 250人（申込
順） いつかくる地震に備えて、
知っておこう、耐震化のキホン
耐震キャンペーン事務局
☎（５７７６）２８１８
（５７７６）２８４２
◆マンション耐震セミナー
９月９日㈯ 午後２時〜５時
都庁都民ホール 250人（申込
順）
NPO法人建築技術支援協会
（５６８９）２９１２
 http://www.psats.or.jp/
東京都都市整備局住宅政策推進部
マンション課
☎（５３２０）４９４４

会場・場所

◀ 経 王寺
︵西日暮里︲
３ ︲
２ ６︶

９月９日㈯ 午前10時〜午後
２時 施設見学、義足体験、各種相
談等 ・公益財団法人鉄道弘済
会義肢装具サポートセンター（南千
住４ - ３ - ３）☎（５６１５）３３１３

〜午後４時30分 町屋駅・王子
駅周辺 25歳〜40歳の独身の方
男女各24人（申込順） ※同性２
人１組で申し込んでください
もんじゃ・おでん、ボウリング
を通じた出会い探し 男性6000
円、女性3000円 ９月15日㈮
下記の東京商工会議所荒川支部ホ
ームページから
☎（３８０３）０５３８
￼ http://event.tokyo-cci.or.jp/
event̲detail-79624.html

時間

９月６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

㈭必着 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年齢⑥代表者の氏
名・携帯電話番号（②〜⑤は参加
者全員分〈４人まで〉）を、〒1168501荒川区荒川２ - ２ - ３荒川区観
光ボランティアガイドの会事務局
（観光振興課内）へ☎内線４６１
�（３８０３）２３３３
 kankou@city.arakawa.tokyo.
jp

期日
︵期間︶

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
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区役所の代表番号☎（3802）
3111 区民の声 FAX（3802）
6262

平成28年度

平成28年度に寄せられた相談件数は1343
件 で し た。60歳 以 上 の 方 の 相 談 は469件

消費生活センターの相談概要 を
お 知らせします

で、特に70歳以上の相談は、平成27年度よ
り37件（14.3％）増加し、年代別で最多の
296件でした。高齢者の相談が多くなってい

４位以下で増加傾向にある相談

１位「有料動画サイト」等に関する相談（211件）
アダルトサイトにアクセスしたら突然会員登録画面になり、高額な
料金を請求されるといった「ワンクリック請求」に関する相談が減少
し、代わって、身に覚えがない情報サイトの利用料を請求される「架
空請求」に関する相談が数多く寄せられています。

消費者金融・サラ金から借金をしていた人が債務超過となり、総量
規制対象外の銀行系カードローンからさらに借り入れを繰り返し、返
済不能となる相談が増えました。
※総量規制…貸金業法により、個人の借入総額が原則年収等の３分の
１までに制限される

３位 賃貸アパート等の相談（98件）
退去時の敷金返還、契約更新、賃貸住宅の修理に関する相談等です。

消費生活センターを
ご利用ください

受 付 時 間

費

用

格安スマホ・格安ＳＩＭに関する相談が増加しました。速度が出な
い、すぐに利用制限がかかる等「説明・宣伝と違うので解約したい」
という相談内容です。

10月１日㈰〜12月21日㈭
※各教室とも、全11回

6820円
※レベルアップ体操は、１万1330円

９月10日㈰〜16日㈯の各教室の
開催曜日の開始時刻〜20分間に、
申込方法 １階コミュニティーホールで受け
付け（抽選）
※抽選終了〜40分間に、費用を納入
した時点で申込完了

会
場 荒川総合スポーツセンター
申 込 み
問 合 せ ☎（３８０２）３９０１

ここ数年、相談件数が減少していた健康食品が再び増加しています。
インターネット通販で、試供品のつもりで申し込んだら定期購入だ
ったという相談が急増しました。

◆その他
インターネット通信サービス（光回線等）
（66件）、被害回復をう
たう契約・興信所や廃品回収等のサービス（63件）、工事・建築リ
フォーム工事等（44件）、商品一般（38件）、消費者契約以外・相続
（29件）等の相談が寄せられました。

㈪〜㈮ ※㈷等を除く
▶午前８時30分〜正午
▶午後１時〜４時30分

相談専用電話

☎（５６０４）７０５５

場所・問合せ

消費生活センター（区役所６階）☎内線４７７

定期制子どもスタジオ教室（第３期）

荒川総合スポーツセンター
間

◆携帯電話・モバイルデータ通信等（68件）

◆健康食品（33件）

２位 多重債務の相談（101件）

期

ます。

教室名

曜日

子どもフラダンス

月

ジュニア空手①
ジュニア空手②
バレエ①

火
水

バレエ②
キッズダンス

時 間
午後４時〜５時

木

チアダンス（小）

５歳以上の未就学児
小学生

午後３時〜４時

４歳〜５歳

午後４時〜５時

６歳〜小学生

午後４時〜５時

定 員

５歳〜小学生

午後５時〜６時

午後３時〜４時

チアダンス（幼）

対 象

４歳以上の未就学児

午後５時〜６時

小学生

午前11時〜正午

４歳以上の未就学児

幼児ＨＩＰＨＯＰ

午前10時40分〜11時40分

５歳以上の未就学児

小学生ＨＩＰＨＯＰ

午前11時40分〜午後０時40分

はじめて体操
ヒ

ッ

プ

ホ

ッ

土
プ

チャレンジ体操

日

午後１時〜２時

レベルアップ体操

午後２時15分〜３時15分

はじめてなわとび

午後３時45分〜４時45分

各25人

小学生

20人

４歳以上の未就学児

各10人

※12月21日までに対象年齢に達すれば申し込めます

広

告

広告内容の問い合わせは各事業所へ
集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ、
一人で悩まずに無料相談をご利用ください。

不動産のことなら「ハトマーク」のお店へ

型肝炎訴訟（給付金請求）について

こんにちは。宅建協会（荒川区支部）
です。
「ハトマーク」は、全国不動産業者（約12万余）の約80％が加入する
国内最大の不動産業界団体です。

相続、底地、借地、共有持分
空家、有効活用、などなど

（

完全予約制

随時

実施中！

□E-mail:info@precious-law.jp
□http://precious-law.jp/
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東京都宅地建物取引業協会（宅建協会）荒川区支部
電話：03-5855-0091 FAX：03-5855-0093

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A
【営業時間】平日 9：00〜18：00

  

公益社団法人
支部事務局：荒川区町屋1−2−15

9 : 00 〜
18 : 00 随時受付中

□TEL 03-5363-6333
□FAX 03-5363-6334

また、不動産業の新規開業なら
「ハトマーク」
！
！
手厚い開業支援サポートで皆様の開業を強力にバックアップします。

支部長：原田 仁教

0120-013-621
弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

談」
「無料相

）

無料来所相談
平日

不動産のお困りごと

無料電話相談
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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

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

▶㈪〜㈮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）

期 日
８月27日㈰

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
医療機関名
しらひげ西クリニック
鈴木整形外科
磯病院
仲村整形外科医院
熊野前医院
春田内科医院

所在地
電 話
南千住８−３−２
（３８０１）６６７６
東尾久６−５−５
（３８０９）０５６７
南千住１−５６−１０ （３８０７）８１７１
荒川１−１７−１４
（３８０７）１６００
東尾久３−１９−８
（３８１９）２５３５
東日暮里６−５０−１４（３８９１）１０６２

医療機関名
大木歯科医院

所在地
町屋７−１１−１７

電 話
（３８１９）６３３１

主 催
荒川区・荒川区文化
団体連盟

大太鼓盆踊り大会
あらかわ遊園運動場（西尾久８−１−１）
※車での来場はできません

主 管 荒川区大太鼓連盟

問合せ 生涯学習課 ☎内線３３５５

電 話
（３８９２）５６６７

対
※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
●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＞

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

リサイクル自転車を販売します
期 日 ８月25日㈮

店 名
サイクルショップヨシダ
販売店 右表参照
ホンダウイングクジライ
販売台数 １店２台程度
大里サイクル
販売価格 8000円
渡辺商会
（防犯登録手数料を含む）
吉村モータース
※売上金の一部は、障がい者
内田輪業
福祉施設へ還元されます
サイクルショップアライ
問合せ
渡辺モータース
竹内サイクル
荒川区社会福祉協議会
山田輪店
☎（３８０２）２７９４
直井商会
�（３８０２）３８３１

所在地
電話番号
南 千 住 ２ − 1 0 − ５（３８０２）２４１８
南 千 住 ５ − ６ − 1 3（３８０１）５８９３
南 千 住 ６ − 2 5 − ３（３８０７）６３６１
荒 川 ２ − 1 5 − ４（３８０２）１８５１
荒 川 ２ − 4 7 − ７（３８０３）５４５４
荒 川 ３ − 3 2 − ９（３８０６）４７５１
町 屋 ３ − １ − 1 4（３８９５）４３０９
東 尾 久 １ − 1 4 − ４（３８９５）２７１４
東 尾 久 ２ − 3 0 − １（３８９５）４６８９
東 尾 久 ６ − ９ − ４（３８９５）１９７０
東日暮里３−４２−１２（３８０１）２７７３

人

内

講

持

持ち物

内 容 組太鼓の演奏と盆踊り

所在地
荒川６−４７−１１

講師

日 時 ９月２日㈯午後６時〜９時 ※雨天時は９月３日㈰に延期

施術所名
千住名倉佐々木接骨院

内容

荒 川 区 文 化 祭

会 場

期 日
８月27日㈰

所

定員

期 日
８月27日㈰

電 話
（５８５０）３３７９

【柔道整復】午前９時〜午後１時、午後３時〜午後７時（施術時間）

問合せ

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

所在地
南千住4-7-1

対象

科目
内
整
内・小
整
内・小
内・小

医療機関名
よしの耳鼻咽喉科クリニック

会場・場所

診療可能科目（内＝内科、小＝小児科、整＝整形外科）

昼 夜
○
８月26日㈯
○
○○
○
８月27日㈰
○
○○

時

※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） 【耳鼻咽喉科】 午前９時〜午後５時（診察時間）

期 日

日

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

7

書道展
11月13日㈪〜19日㈰午前９時〜午後９時
※19日は午後４時まで

会 場 町屋文化センター
対 象 区内在住・在勤・在学の高校生以上
一般の部

紙寸法が35cm ×135cm 以内に縦書き
大きさ ※表装（軸・額・仮巻）をして出品
※希望者には、仮巻を1000円で用意します

対 象 区内在住・在学の中学生以下の方
学生の部

大きさ

募集点数 一般・学生の部各200点（申込順、１人１点）
題 材 詩句（書体自由、未発表のもの）
種 目 漢字、かな、近代詩文 ※ペン習字は半切台紙内

締切り ９月14日㈭消印有効
問合せ

荒川区書道連盟・清水
☎（３８９１）３６０６

ヒ

費用の記載がないものは無料です

ッ

プ

ホ

ッ

プ

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。

イベント情報
◆ほっとはーと物語ライブ
９月３日㈰ ▶午前11時30
分〜午後１時 ▶午後２時30分
〜４時 ムーブ町屋４階会議室
Ａ 各40人（申込順） 朗読
劇 500円

電話・ファクス・電子メール
で、参加人数と代表者の氏名・電
話番号、希望時間帯を、読んで演
じる会ほっとはーと・須藤へ
☎０９０（３９６１）５４８２
�（５５３９）４７１８
 sachisalon2@gmail.com

関係団体と防犯活動に
関する覚書を締結

７月21日、全日本選抜レスリング選
手権大会の女子75キロ級で優勝した、
クリナップ株式会社（西日暮里６ -2222）レスリング部の鈴木博恵選手（写
真右）が、西川区長を訪問し、６連覇
の達成を報告しました。鈴木選手は、
平成28年度より荒川区スポーツ推進会
議委員に就任しています。

区では、７月20日に区内の３警察署と理
容・美容所、公衆浴場、クリーニング店、簡
易宿所計265店舗が加盟する荒川環境衛生協
会との間で、「防犯及び交通安全活動に関す
る覚書」を締結しました（写真上）。
また、７月25日には、荒川区ウオーキング
協会との間で、
「地域の安全・安心見守り活動
に関する覚書」を締結しました（写真下）。

締

問

HP

ホームページアドレス

全日本選抜レスリング選手権大会
女子75キロ級で鈴木博恵選手が優勝

申

電子メールアドレス

※１枚に１人分のみ記入
※申し込みが多数の団体は、点数を制限する場合があります

石浜ふれあい館
荒木田ふれあい館
☎（３８０５）５３０１
☎（３８００）１９８１
◆パパとあそぼう
◆介護者教室
「ダイナミック運動会」
８月26日㈯ 午後１時30
９月９日㈯ 午前10時30分
分〜３時 中学生以上の方
〜正午 １〜４歳のお子さん
30人（申込順） 移乗・移
と父親 20組（申込順）
動介助
南千住駅前ふれあい館
東日暮里ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
☎（３８０７）６３８３
◆大人のアトリエ「色鉛筆講座」 ◆成人ＨＩＰＨＯＰ教室
９月10日㈰ 午後１時〜
 ９ 月 ５ 日 〜12月12日 の ㈫
４時 20歳以上の方 20
（ 全15回 ）  午 後 ８ 時15分
人（申込順） 500円
〜９時15分 20人（申込順）
果物・野菜を１〜２個
500円（保険料） ※新規の
方のみ

問い合わせ先

往復はがきで、種目・部門（未就学児は「幼年」、小中学生
は学年）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・所属団体ま
たは塾名 ( 加入者のみ )・一般の部は表装形体（表装済み・
申込方法 仮巻申し込み）を記入し、〒116−8501（住所不要）荒
川区役所生涯学習課へ郵送

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。

締め切り

書き初め用紙（24cm ×100cm）に縦書き
（裏
打ち不可）
共 通

￥

申込方法
︵申込先︶

◆作品募集

ふれ あ い 館の催 し

費用

展示日時

8
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災害 には 日頃の備えが大切 です
※問合せは、指定があるもの以外は防災課☎内線４１８へ

家族で話し合いをしましょう

自宅の安全対策をしましょう

避難場所や避難経路等を確認
し、安否確認等の連絡方法を
決めましょう

家具の転倒・移動・落下防止
強い揺れから命を守るためには、
たんすや本棚等の家具類の転倒・移
動・落下防止対策が効果的です。区
では、家具類の転倒・落下防止器具
を設置する際の費用を助成していま
す。

「荒川区防災地図」や「荒川
区防災アプリ」で、避難場所を
確認しておきましょう。
防災アプリのダウンロード
ア

ッ

プ

ス

ト

ア

グ

ー

グ

ル

プ

レ

感震ブレーカーの設置

イ

AppStore、Googleplay から
「荒川区防災アプリ」で検索

地震時における電気による火災を防ぐためには、強い揺れを感じ
たときにブレーカーやコンセント等の電気を自動的に止める感震ブ
レーカーの設置が効果的です。区では、器具の設置工事・購入する
際の費用を助成しています。

※ダウンロードは無料です（通信料
は本人負担）

自宅の耐震化・不燃化

食料や飲料水を３日分以上備蓄しましょ
日分以上
う

自宅の建て替えや耐震補強をする方に対して、助成を行っていま
す。また、建て替えや解体を検討している方に、建築士や司法書士
等の専門家を無料で派遣しています。
［問合せ］防災街づくり推進課 ☎内線２８２１

飲料水は１人３日分（９ℓ）以上、食料はレトルト食品や缶切りが
不要な缶詰等を３日分以上備蓄しましょう。

地域で助け合える関係をつくりましょう

被災地の避難生活を経験した方が「役立った」というもの
▶カセットコンロ・ガスボンベ
▶常備薬

▶簡易トイレ

▶乾電池

▶充電式等のラジオ

▶ビニール袋

災害時には近隣の住民
同士の協力が必要です。
日頃からあいさつをする
とともに、町会・自治会
の防災訓練等にも参加し
ましょう（１面防災訓練
表参照）。

▶懐中電灯

▶食品包装用ラップ

ほかに、おむつや常備薬等必要なも
のを、日頃から多めに備えましょう。

日

汐入水辺フェスタ

９月10日

時

午前10時〜午後３時

※雨天中止

会 場 都立汐入公園（南千住８ｰ13）北側展望広場周辺
問合せ 観光振興課 ☎内線４６１

↑至京成関屋駅

イベント

汐入水辺フェスタ会場

▶汐入公園に東京水辺ラインがやってくる

汐入東小学校

▶パフォーマンスショー
▶午前 ９時30分〜10時（予定）
時 間 ▶午前10時15分〜10時45分
（予定） ▶ロードトレイン

第三中学校
←至南千住駅

汐入公園

荒川消防署
汐入出張所

至鐘
ヶ淵
駅

※乗船受け付けは２便とも午前９時から

→

乗船受付・発着場 左図参照

東京都立産業技術高等
専門学校 荒川キャンパス
川の
手通
り

汐入小学校

▶おいしいもの大集合

東京水辺ライン
乗船受付・発着場

▶水辺のコンサート（第三中
学校吹奏楽部）

運行ルート 汐入公園と桜橋付近を往復

▶和太鼓演奏（胡録和太鼓）

定 員 各回200人（当日の先着順）

▶水辺カフェ

費 用 700円（小学生以下は350円）

▶あら坊・あらみぃ登場

主な体験イベント
▶折り紙で大きな壁画をかこう
▶ハーブのミニブーケを作ろう
時 間 ▶午前11時から▶午後１時30分から
定 員 各回15人（当日の先着順） 費 用 100円
▶オリジナルエコバックを作ろう
定 員 200人（当日の先着順） 費 用 100円

発 行 荒川区

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

７万部発行

（

（

毎月１日・11日・21日

▶まちなかハートキッズランド（シェルアート・動物３ D うちわ作り）
時 間 ①午前11時から②午前11時30分から
③午後１時30分から④午後２時から
※受け付けは①・②午前10時30分から③・④午後１時から

定 員 各回10人（当日の先着順） 費 用 200〜300円
▶水消火器を体験しよう
▶大きな黒板に絵をかこう

▶防災グッズを作ろう ※材料がなくなりしだい終了
▶防災クイズにチャレンジしよう

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）

