主 な 内 容

平成 28 年

２面◆認知症の方とその家族を地域
で支える取り組みを行ってい
ます

No.1566

８面◆荒 川ふるさと文化館企画展
「三ノ輪の殿様―あらかわの
大名屋敷―」

9 月 21 日
荒 川 区

☎
（3802）3111 FAX（3802）6262

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

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/
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日暮里ファッションデザインコンテスト & 大連コレクション in 日暮里

テーマ ファッション・チャレンジ 2016
日暮里繊維街の活性化・ファッション産業の人材育成・荒
川区と中華人民共和国大連市との交流を図るため、デザイ
ンコンテストを兼ねたファッションショーを開催します。

11月18日金

期

日

時

間 ▶１回目…午後１時30分～３時
▶２回目…午後４時～５時45分

※表彰式（コンテスト審査結果の発表）は、午後５時～５時45分

日暮里サニーホール

会

場

内

容 ▶日暮里ファッションデザインコンテスト
…入 選作品40点による最終審査を兼ねたフ
ァッションショー
▶大連コレクションin日暮里
…大連市から招いたモデルと作品によるファ
ッションショー

※入場には、入場券（無料）が必要です。抽選を行い、当選者に郵送します

ジャパン・クオリティ

▶グランプリ（経済産業大臣賞）
▶荒川区長賞 等
日暮里繊維街各店舗、日暮里サニーホ
入場券の
ール、ムーブ町屋等で配布する応募用
応募方法
紙または荒川区ホームページから
賞

締 切 り 10月21日㈮
日暮里繊維街活性化ファッションショ
問 合 せ ー実行委員会事務局（産業振興課内）
☎内線４６８
主催
後援
協力
協賛

 暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員
日
会、荒川区
経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構関
東本部、東京都、東京商工会議所荒川支部、ACC
東京日暮里繊維卸協同組合、一般社団法人東京都服
飾学校協会、国際理容美容専門学校、中華人民共和
国大連市中山区
蛇の目ミシン工業株式会社、ブラザー販売株式会社

平成 年度グランプリ（経済産業大臣賞）
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平成 年度荒川区長賞
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～区政は区民を幸せにするシステム～

2

No.1566 2016年（平成28年）９月21日号

区役所の代表番号☎（3802）
3111

区民の声 FAX（3802）
6262

認知症の方とその家族を

地域で支える 取り組みを行っています
認知症とは、誰でもかかる可能性がある脳の病気で、いろいろな原因で脳の細胞が傷ついたり働きが悪くなる
ことで、さまざまな生活のしづらさが現れる状態をいいます。
早期の治療・周囲の理解・声かけや見守り等のサポートによって、地域で安心して暮らすことができます。

⃝認知症サポーター

⃝認知症キャラバンメイト

認知症サポーターは、認知症について正しい知識を持ち、認知
症の方や家族を見守り、支える活動をしています。

認知症キャラバンメイトは、「認知症サポーター養成講座」の講師
となる地域のボランティアで、区・地域包括支援センターの職員、民
生委員、介護事業者、ケアマネジャー、配食業者等で構成されていま
す。
介護者教室・認知症カフェ（オレンジカフェ）・認知症迷子高齢者
声かけ講習会等さまざまな活動を行っています。

認知症サポーター養成講座
認知症について理解を深め、認知症の方への対応方法を学び
ます。
日
１ 会
定

時 10月22日㈯午後１時30分～３時
場 アクロス荒川２階喫茶コーナー
員 30人（申込順）

日
２ 会
定

時 12月12日㈪午後２時～３時30分
場 特別養護老人ホーム 花の木ハイム荒川
員 40人（申込順）

申込み・問合せ 荒川地域包括支援センター

☎（５８５５）３３２３

認知症介護者交流サロン
日
場

時
所

申込み
問合せ

認知症キャラバンメイト養成講座

10月１日㈯
午後１時～３時
 田ふれあい館
峡
２階和室
銀の杖（荒川区認知症の人を支
える家族の会）・関
☎・ふ（３８０７）０５７０

11月７日㈪午前９時30分～午後４時30分

日

時

会

場 サンパール荒川４階第2・3集会室

対

象 介護施設の従事者、介護の相談に携わっており、今後認知
症サポーター養成講座の講師として協力できる方

定

員 30人（申込順）

申込み・問合せ 高齢者福祉課

街中声かけ講習会
日
場
定
内

時
所
員
容

申込み
問合せ

10月18日㈫午後２時～４時
アクト21～熊野前商店街
20人（申込順）
認知症の方への声かけのポイン
ト、実演
西尾久地域包括支援センター
☎（３８９３）３５５５

☎内線２６６６

認知症介護教室
日

時

場

所

対

象

定

員

講

師

申込み
問合せ

10月31日㈪午前10時～11時30分
生涯学習センター大会議室
区内在住・在勤の方
70人（申込順）
訪問看護師・松村美枝子氏
荒川地域包括支援センターあらにん
会事務局☎（５８５５）３３２３

インフルエンザ の
感染を予防しましょう

長 引くせ きに ご 用 心

９月24日～30日は

結核予防週間
結核は「過去の病気」ではありません。現在でも、東京都
のり患率は全国値より高い状況で、平成27年度約2300人の
新規患者が報告されています。特に高齢者の割合が高くなっ
ていますが、20～30歳代の若い世代の患者割合も全国に比
べて高く、若い人も注意が必要です。
▪結核とは
患者のせき・くしゃみに含まれる結核菌を吸い込むこ
とで感染する病気です。初期症状はせき・たん、発熱
等、風邪とよく似ているため、注意が必要です。症状が
はっきりと現れにくい高齢者では食欲低下や体重減少で
気付くこともあります。
▪治療について
結核治療薬を６か月～１年程度内服することで治ります。
発病してもたんに結核菌がいなければ通院治療が可能
です。進行し、たんの中に結核菌が含まれるようになる
と、入院治療が必要です。
▪早期発見が重要
結核は、
胸部レントゲン検査で調べることができます。
年に１回は健康診査を受け、せき等の症状が２週間以
上続くときには早めに医療機関を受診しましょう。
問合せ

インフルエンザに感染すると38度以上の高熱、頭痛、関節痛等の全身症状が
強くあらわれます。また、肺炎、気管支炎、脳炎等を併発し重症化することもあり
ます。せきやくしゃみ、鼻水に含まれるウイルスによって他の人に感染します。
感染してから症状が出るまでの潜伏期間は１日～５日（平均３日）です。

日頃からできる予防法
▶予防接種をしましょう（効果が出るまで最低でも２週間以上かかります）
▶栄養不足・睡眠不足を避けましょう
▶手洗いを正しく行いましょう
▶外出するときはマスクを着用し、人混みを避けましょう。
▶部屋の湿度は50～60％に保ち、１時間に５分程度は換気しましょう
▪インフルエンザの症状が出たら
早めに医療機関を受診し、こまめに水分補給をして安静にしましょう。基
礎疾患のある方、高齢者、お子さん、妊娠中の方は重症化しやすいので注意
が必要です。
▪周囲への感染を防ぐために
熱が下がってから２日間、症状が出てから５日間は、受診以外の外出を控
えましょう。受診の時は、マスクを着用し、使用後はポリ袋等に密封して捨
てます。
家庭内での感染を防ぐため、マスクの着用やドアノブ・便座等のよく触れる
場所を消毒用アルコール等で拭き取ることも有効です。
保健予防課

☎内線４３０
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9月21日～30日

秋の 全 国 交 通 安 全 運 動

交通
安全

やさしさが

走るこの街

この道路

子どもと高齢者の
運動の基本
交通事故防止

運動の重点

●夕 暮れ時と夜間の歩行
中・ 自 転 車 乗 用 中 の 交
通 事 故 防 止（ 特 に、 反
射材用品等の着用の推
進および自転車前照灯
の点灯の徹底）
●後 部座席を含めた全て
の座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶
●二輪車の交通事故防止

安全のために歩行者も交通ルールを守りましょう

▶横断歩道以外で道路を横断することにより事故が起きてい
ます。遠回りでも横断歩道を渡りましょう
▶青信号が点滅し始めたら、次の青信号まで待ちましょう

外出時は目立つ服装にしましょう

夜間は運転手からよく見えるよう、明るい色の服装をし、反
射材等を着用しましょう。

「自転車安全利用五則」を守りましょう
1
2
3
4

自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る ▶飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
▶夜間はライトを点灯
▶交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用

交
安 通
全

区では、区内警察署・交通安全協会・町会・
自治会等の協力を得て、交通安全運動に取り組
んでいます。交通ルールを守り、正しいマナー
を身に着け、家庭や地域ぐるみで交通事故をな
くしましょう。

[ 問合せ ] 交通対策課 ☎内線２７１２

防ごう！自転車事故
自転車等の「ながら運転」は危険です。スマートフォン等を操作し
ながら自転車等を運転することは、交通事故に直結する大変危険な行
為です。絶対にやめましょう。
【違反行為一例】
▶携帯電話等使用運転
▶傘差し運転
▶イヤホン等使用運転
〔罰則〕５万円以下の罰金（道路交通法
第71条、東京都道路交通規則第８条）

運動期間中の主なイベント
尾久警察署

シートベルトコンビンサー体験
日時
場所
内容

９月22日㈷午前10時～11時
あらかわ遊園入口
交通事故の衝突の衝撃体験（シートベルトコンビンサー）
等

荒川警察署

自転車実技教室（交通安全輪投げ大会）
日時
場所
内容

９月24日㈯午前９時～11時
荒川自然公園交通園
自転車の運転マナー講習会、輪投げ大会等

南千住警察署

スケアード・ストレイト方式による自転車安全教室
日時
場所
内容

９月29日㈭午後１時40分～２時40分
都立汐入公園
スタントマンによる交通事故の再現等

問合せ

▶荒 川 警 察 署
▶南千住警察署
▶尾 久 警 察 署

☎（３８０１）０１１０
☎（３８０５）０１１０
☎（３８１０）０１１０

外国人のための無料法律相談

专为外国人的免费法律咨询会

相談日時：2016年10月23日㈰午後１時30分～４時
※受け付けは、午後３時30分まで
※相談は、当日の先着順で行います
使用言語：日本語、英語、中国語、ハングル、タガログ語等
相談内容：在留資格、労働問題、契約をめぐるトラブル、損害賠償、結婚・
離婚、家庭問題等、あらゆる法律相談と心の悩みの相談に応じま
す。
（秘密は厳守します）
相談場所：南千住駅前ふれあい館
ＪＲ常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス南千住駅
から徒歩１分
問 合 せ：荒川区国際交流協会（文化交流推進課内）
☎（３８０２）３７９８

咨询日期 ：2016年10月23日 ( 星期天 )13:30～16:00
※ 受理时间至15:30为止 ※ 当天以到达先后为顺序
使用语言 ：日语、英语、汉语、朝鲜语、他加禄语等
咨询内容 ：签 证（在留资格）、劳资纠纷、合同纠纷、损害赔偿、结婚·离
婚、家庭问题等各种法律咨询及解决内心的烦恼。
（严守秘密）
咨询地点 ：南千住车站前交流馆
JR 常磐线、地铁日比谷线、筑波快速 南千住车站
步行1分钟
间
询 ：荒川国际交流协会（文化交流推进课）
电话 03-3802-3798

FREE LEGAL CONSULTATION FOR FOREIGNERS

외국인을 위한 무료법률상담

Consultation time & date: Sunday, October 23, 2016, 1:30 - 4:00 pm.

(Reception time: until 3:30 pm)
Languages: Japanese, English, Chinese, Korean, Tagalog, etc.
Consultation Contents:Free advice is offered for all kinds of mental problems and legal
problems including visa, labor, contracts, compensation for damages and family problems
related to marriage and divorce. (All consultations are confidential)
Place: Minamisenju-Ekimae-Fureaikan
JR Joban Line: 1 min. walk from “Minamisenju” sta. Hibiya Line: 1 min. walk from “Minamisenju”
sta. Tsukuba Express Line: 1 min. walk from Minamisenju” sta.
Inquiry: Association for Arakawa International Communications(Culture and Exchange
Promotion Section) ℡ 03-3802-3798

상담일시：2016년10월23일 ( 일요일 ) 오후１시30부터４시
( 접수는 오후３시30분까지 )
※상담은 당일 선착순으로 합니다 .
사용언어：일본어 , 영어 , 중국어 , 한글 , 타갈로그어 등
상담내용：재류자격 , 노동문제 , 계약등에 관한트러블 , 손해배상 , 결혼 ,
이혼 , 가정문제등 여러가지 법률상담과 고민등의 상담에 응
합니다 . ( 비밀엄수 )
상담장소：미나미센쥬역앞후레아이관
ＪＲ죠반센 미나미센쥬에서 도보 １분
지하철 히비야센 미나미센쥬역에서 도보１분
츠크바 엑스프레스 미나미센쥬역에서 도보 １분
문 의 처：아라카와구국제교류협회 ( 문화교류추진과 )
전화 03-3802-3798
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日

期日
（期間）
会場・場所
対象
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

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

②〒住所※

●

③氏名
（ふりがな）

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

●

特に指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）

④電話番号

時間

対

はがき・ファクス等の記入事項

①事業・イベント名

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
東日暮里ふれあい館が休館
日11月23日㈷ 内全館保守点検
所・問東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３

介護保険の更新申請を
対介護保険被保険者証の認定の有効
期間が10月31日㈪で、サービスの
継続を希望する方 申８月末に郵送
した申請書を持参し、できるだけ９
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
問介護保険課☎内線２４３３

東京都市計画地区計画を変更
風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律の改正に伴って地
区計画の一部を変更しました。
対▶日暮里駅前周辺地区地区計画
▶三河島駅前南地区地区計画
▶荒川二・四・七丁目地区地区計画
▶南千住一・荒川一丁目地区地区計画
▶尾久中央地区地区計画
▶町屋二・三・四丁目地区地区計画
▶荒川五・六丁目地区地区計画
問都市計画課（区役所北庁舎３階）
☎内線２８１３

宮前公園の整備に関する
関係図書の縦覧
都市計画公園宮前公園は、区の事
業計画に基づいて整備を行っていま
す。整備方針・概要図等は、区役所
北庁舎２階道路公園課または荒川区
ホームページで縦覧できます。
問道路公園課☎内線２７３４

住宅資金の融資あっせん制度
◆住宅建替え資金
必ず住宅を取り壊す前に申請して
ください。
対老朽住宅の除却に伴い、建替え等
を行う方 限度額 2000万円
利子補給期間 住宅ローン返済期間の
前半分で10年以内 借入利率 金融機
関の定める利率
利子補給利率 年率1.5%
◆住宅増・修築資金
限度額 20万～500万円

利子補給期間 ７年以内
借入利率 年率
３％ 利子補給利率 ▶外壁・屋根を含
む改修工事、高齢者・心身障がい者
が同居する世帯…年率1.2% ▶そ
のほかの増・改修工事…年率0.9％
……………………………………
申防災街づくり推進課（区役所北庁
舎２階）☎内線２８３８

仕事・生活サポートデスク
経済的な問題、仕事や住まい等の
困りごとの相談窓口です。必要に応
じた家庭訪問・支援プラン作成・家
賃助成等を通じて、専門スタッフが
関係機関と連携しながらさまざまな
支援を行います（要件あり）。
問仕事・生活サポートデスク（区役
所１階）☎内線２６２４

成年後見制度相談・説明会
と権利擁護相談
◆社会福祉士による成年後見制度説
明会（基礎編）
日10月５日㈬ 時午後１時30分～
３時
◆司法書士による成年後見相談
日10月11日・25日の㈫ 時午後２
時～４時
◆司法書士による成年後見制度説明
会（法定後見編）
日10月19日㈬ 時午後１時30分～
３時
◆弁護士による権利擁護相談
日10月27日㈭ 時午後２時～４時
……………………………………
所荒川区社会福祉協議会
申前日までに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
ふ（３８９１）５２９０

産業・経営支援

申込期間 10月11日㈫～11月30日㈬
対次のすべてを満たす方
▶区内の中小企業者等 ▶年末に一
時的に資金が必要となる ▶夏季資
金融資を利用していない
資金使途 運転資金 限度額 500万円
返済期間 １年以内 ※据置期間６か

国民健康保険の加入者へ医療費通知を
送付します
健康管理と医療機関への適切な受診の理解を一層深めるた
め、医療費通知を10月上旬に対象者のいる世帯の世帯主へ
郵送します。
医療費通知は、ひとつの医療機関の１か月の医療費の総額が
１万円以上で、受診した医療機関名や受診した医科(薬剤を含
む)、歯科、柔道整復施術ごとの医療費等が記載されています。
平成28年１月～６月に国民健康保険で医療機関に
対 象 かかった方
※この通知により手続きを行う必要はありません

問合せ

国保年金課

☎内線２３８１

月を含む

本人負担金利 0.5％
全額補助（特別融資の利
用３本目から補助率２分の１）
※必要書類等詳細は、荒川区ホーム
ページをご覧ください
問経営支援課☎内線４６７
信用保証料

海外展開セミナー
「ＣＥマーキング超入門」
日10月17日㈪ 時午後２時30分～
４時50分 所ホテルラングウッド
５階「暁」（東日暮里５ -50- ５）
対企業経営者・従業員等 人20人
（申込順） 内ＥＵ加盟国等に製品
等を輸出する際に必要となる「ＣＥ
マーキング」について 締10月11
日㈫ 申経営支援課☎内線４５８

創業セミナー・創業大相談会
日10月22日㈯ 所セントラル荒川
ビル４階産業経済部研修室（荒川消
防署隣）等 対区内で創業を予定し
ている方等 締10月12日㈬
※各開催時間や申込方法等詳細は、
下記のホームページをご覧ください
問経営支援課☎内線４５７
ほ http://www.start-arakawa.
biz/satellite.html

高齢者
電話詐欺等にご注意を
区内では、７月末現在、電話によ
る詐欺が20件発生し、約4800万円
の被害が出ました。
息子や区役所の職員を装う等、手
口も巧妙化しています。70歳代の
女性が被害に遭うケースが多いこと
から、高齢者やその家族の方は、不
審な電話は信用せず、知人や区役
所、警察等に相談してください。
問生活安全課☎内線４９４

高齢者インフルエンザ予防
接種の費用を助成

低利な年末資金融資を
あっせん

国民健康保険 の お知らせ

   １枚

⑤以降にその他の ● 宛先は、各記事の申し込み先へ
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

所

区民の声 FAX（3802）
6262

日10月１日㈯～平成29年１月31日
㈫（助成は１回のみ） 対▶平成28
年12月31日時点で65歳以上の方
▶ 平 成28年12月31日 時 点 で60歳
以上65歳未満で、心臓・じん臓・
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能の障がいがあ

り、障害者手帳１級もしくは同程度
の障がいがある方（接種する日にそ
れぞれの年齢に到達していない場合
は 対 象 外 ） 自己負担額 2500円（ 生
活保護受給者は無料）
接種方法 ９月末に郵送する接種予診
票と、同封の案内に記載されている
書類等を持参のうえ、東京23区内
の協力医療機関で
※接種予診票が届いていない方・紛
失した方は、お問い合わせください
問健康推進課☎内線４３３

シルバー人材センターの教室
◆書道教室
日10月～平成29年３月の第２・３
㈫（ 全12回 ） 持 筆（ 直 径 １ ㎝ 程
度）､ すずり､ 墨（墨汁）､ 半紙､ 文
鎮､ 下敷き､ 筆巻き
◆水彩画教室
日10月～平成29年３月の第２・４
㈮（全12回） 持色鉛筆、水彩用具
一式（絵の具、筆、スケッチブッ
ク、筆洗い器、雑巾、新聞）
……………………………………
時午後２時～４時 対区内在住で、
60歳以上の方 人各15人（抽選）
締９月29日㈭
所・申荒川区シルバー人材センター
☎（３８１０）１１４１

仕事・人材募集
ファミリー・サポート・
センター協力会員を募集
残業・通院・冠婚葬祭等を理由と
した子どもの一時預かりや、保育
園・学童クラブの送迎等、地域の子
育てに協力す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）。
日10月６日・13日・20日の㈭
時午前９時～午後４時 所峡田ふれ
あい館、西尾久みどり保育園、荒川
消防署 ￥1400円（普通救命テキ
スト代） 締10月３日㈪ 申荒川区
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
ふ（３８９１）５２９０

国民健康保険料の支払いは口座振替が原則です
口座振替の手続きは、保険証、預・貯金通帳、通帳で使用している印鑑を持参し、お近く
の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、各区民事務所、国保年金課で申し込んでください。
◆国保年金課では、キャッシュカードで登録手続きができます
専用端末機に金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力すれば口座
振替の申込手続きができます（届出印・通帳は不要）。原則として、申込日の翌
月から口座振替を開始します。
みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼
サービス対象
金融機関 玉りそな銀行、東日本銀行、朝日信用金庫、東京東信用金庫、城北
信用金庫、瀧野川信用金庫、巣鴨信用金庫、ゆうちょ銀行
サービス対象金融機関の普通預金、通常貯金のキャッシュカード、国
持ち物
民健康保険証の記号番号の分かるもの（保険証、保険料の通知書等）
※原則、口座名義人の方が、窓口で申し込んでください

問合せ

国保年金課（区役所１階） ☎内線２３８６

No.1566 2016年（平成28年）９月21日号

乳幼児・子ども医療証を更新

開設時間

◆刺し子の世界 de 小物作り
日10月６日㈭ 時午後１時～３時
人24人 ￥400円
◆ラベンダーポプリ de アイピロー
日10月11日㈫ 時午前10時～正午
人24人 ￥500円
◆残り毛糸 de ボーダーマフラー
日10月14日㈮ 時午後１時～３時
人15人 ￥200円
◆着物リメイク de 震災支援
日10月18日㈫ 時午後１時～３時
人15人
◆ベリーダンス de エコボディ
日10月28日 ㈮ 時 午 前10時 ～11
時30分 人15人 ￥300円
……………………………………
※申込順
所あらかわエコセンター
申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

日９月24日㈯ 時午後１時30分～
２時10分 内常設展示の解説
￥100円（区内在住の中学生以下、
65歳以上・障がい者とその介助者
は無料） 申直接展示室入り口へ
所・問荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４
いき

いき

ふれあい粋 ・活 サロン

日10月４日㈫ 時午後６時30分～
８時30分 所サンパール荒川４階
第２集会室 締10月３日㈪ ※当
日も午後８時まで会場で受け付けま
す 申東京司法書士会北・荒川支
部・伊藤☎（６８０６）８４５７
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前10時
～午後５時

荒川銭湯寄席
日10月６日㈭ 時午後１時～２時
30分 人40人（申込順）
※参加者に、ニュー恵美須で10月
12日㈬まで利用できる入浴券を差
し上げます
所・申ニュー恵美須（東尾久４ -17９）☎（３８９４）７６０２

10月10日は銭湯の日
銭湯の日にラベンダー湯に入りま
せんか。各銭湯で先着105人の中学生
以上の方に、タオルを差し上げます。
日10月10日㈷ 所区内の銭湯（一
部開催しない浴場もあります。各銭
湯に確認してください） 主催 東京
都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川
支部 問産業振興課☎内線４７７
６面へ続く

８月28日に実施した、区民体育大会水泳競技会の正式種目
の優勝者は表１、大会新記録は表２のとおりです（敬称略）。

表１ 第66回水泳競技会 優勝者
優勝者氏名
新井 千絵
清野 祐輔
大熊 和敏
男子一般30歳以上 50m 平泳
50m バタフライ 高橋 潤一
50m 自由形
大塚 一弘
男子一般50歳以上
50m 平泳
丸嶋 忠晴
50m 自由形
田村 麗
男子学生
50m 平泳
星野 秀斗
50m バタフライ 植木 貴道

競技種目
50m 自由形
50m 平泳
男子中学生
50m バタフライ
100m 自由形
50m 自由形
女子中学生
50m 平泳
50m バタフライ
50m 自由形
男子小学生高学年
50m 平泳
50m 自由形
女子小学生高学年
50m 平泳

優勝者氏名
競技種目
優勝者氏名
笠原 大希
50m 自由形
男子小学生低学年
大橋 悠
栗塚 勇成
50m 平泳
山野 駿斗
50m 自由形
女子小学生低学年
村岡 美海
笠原 大希
50m 平泳
村尾 真実
表２ 大会新記録
新井さくら
村尾 真実
競技種目
氏名
記 録
福地 陸人
村尾 真実 29秒89
50m
服部 暖大 女子中学生 バタフライ 鈴木あき奈 30秒03
丹治美奈子
問合せ
スポーツ振興課 ☎内線３３７3

内

講

持

￥

申

締

問

HP

ホームページアドレス

競技種目
女子一般29歳以下
50m 自由形

人

電子メールアドレス

区民体育大会水泳競技会の結果

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会

対

問い合わせ先

◆うたごえ銭湯
日10月１日㈯ 時午前10時～11時
30分 所夕やけこやけふれあい館
内アコーディオンの音色に合わせ懐
かしの歌を歌う ￥200円
◆傾聴サロン
日10月11日㈫ 時午後１時30分～
２時30分 所荒川区社会福祉協議
会 対話をゆっくり聞いてもらいた
い方

◆介護者交流サロン・結
日10月15日㈯ 時午後１時～３時
所荒川山吹ふれあい館洋室１
対介護中の方
◆カフェ・結
日10月18日 ㈫ 時 午 後 １ 時30分
～３時30分 所日暮里市民サロン
「結」（東日暮里６ -40-22）
￥200円
……………………………………
※時間内は出入り自由
問荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

締め切り

◆花暦 de フラワーアレンジ
日10月３日・17日の㈪ 時午前10
時～11時30分 人各回24人
￥1000円

月イチギャラリートーク

午前10時～午後４時

申込方法
（申込先）

エコ生活実践講座
デ

㈮・㈯・㈰・㈷

費用

緑のカーテン講習会

か ん

日10月27日 ㈭ 時 午 前10時 ～11
時30分 所がん予防・健康づくり
センター地下１階 対乳幼児のいる
方 人35人（申込順） 内乳幼児の
アレルギーの予防とケアについて

開設日

催し

日10月４日㈫ 時午後１時30分～
使用しなくなった状態のよい子ど ３時30分 所あらかわエコセンタ
も服や妊婦服を３点持参すると、ほ ー２階研修室 人40人（申込順）
かの服３点と交換できます。
内苗の冬越しと土づくり
※持参する服に、服の思い出等を書 申環境課☎内線４８２
いたメモをつけてください
読み聞かせボランティア
日10月22日㈯ 時午前10時～午後
入門講座
３時 所あらかわエコセンター
日10月４日・18日・25日の㈫（全３
問ＮＰＯ法人エコ生活ひろめ隊
回 ） 時 午 前10時 ～ 正 午 人30人
☎０７０（６５２１）７６５１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時～ （申込順） 講道灌山学園保育福祉専
門学校保育部長・阿部恵氏 所・申南
午後５時
千住図書館☎（３８０７）９２２１

アレルギー予防講演会

ファイ

持ち物

講座

所

イ

講師

日 10月 23日・30日、11月 13日・
20日の㈰（全４回） 時午後２時～
４時 所アクロスあらかわ 対区内
在住・在勤・在学の18歳以上で、
障害者手帳をお持ちのパソコンのモ
ニターを見て文字入力ができる方
※手話通訳あり。パソコンは用意し
ます 人６人（抽選） 内年賀状作
成 締10月19日㈬
申電話・ファクス・電子メール・来
所で、４面上段を参照し①～④の記
入事項と⑤障がいの種類・程度⑥年
齢を、アクロスあらかわへ
☎（３８０３）６２２１
ふ（３８０３）６２２２
め across@arakawa-shakyo.or.jp

◆日暮里観光案内所（10月７日㈮から）
場所 日暮里駅京成北口改札前

ワ

※フリーＷｉ－Ｆｉ設備の利用・モバイルルーターの貸し出し（外国人観光客
向け）
、日本文化のふれあい体験等ができます

内容

x Change～ママとキッズ・
ベビーのための服の交換会

障がい者向けパソコン教室

時

定員

エ ク ス チ ェ ン ジ

日10月１日・８日の㈯ 時午前10
時～午後１時 所アクロスあらかわ
対区内在住・在勤の18歳以上で、
知的障がいのある方 人各日12人
（抽選） ￥500円 締９月26日㈪
申電話・ファクス・電子メール・来
所で、４面上段を参照し①～④の記
入事項と⑤障がいの程度（等級）⑥
年齢を、アクロスあらかわへ
☎（３８０３）６２２１
ふ（３８０３）６２２２
め across@arakawa-shakyo.or.jp

◆南千住観光おもてなしサロン（９月30日㈮から）
場所 南千住駅東口ドナウ広場

対象

特別支援学級等に就学するための
経費の一部を支給する、就学奨励費
の申請を受け付けます。
日10月３日㈪～17日㈪ 対区内在
住で、公立小・中学校に就学し、区の
認定基準（所得制限）と次のいずれか
に該当する児童･生徒の保護者等（就
学援助を受給している方を除く）
▶特別支援学級（都立特別支援学校
を除く）に在籍している
▶通常学級に在籍し、学校教育法施
行令第22条の３に規定する障がい
の程度に該当する
▶通級指導教室に通級している
※都立特別支援学校に就学している
方は各学校にお問い合わせください
申▶区立小 ･ 中学校へ就学している
方…各小・中学校へ ▶区外の公立
小 ･ 中学校へ就学している方…申請
者名義の預・貯金通帳を持参し、区
役所３階学務課で
問学務課☎内線３３３８

知的障がい者向け料理教室

荒川区の魅力をＰＲするために、「南千住観光おもてなしサロン」
「日暮里観光案内所」を開設します。

会場・場所

就学奨励費の申請を受け付け

障がいのある方

日

時間

オレンジ色の乳幼児・子ども医療
証（ ・ 医療証）は、９月30日㈮で
有効期間が終了し、10月１日㈯から
若草色の医療証に更新します。
新しい医療証は９月30日㈮まで
に郵送します。届かない場合は、お
問い合わせください。
※乳幼児・子ども医療証をお持ちで
ない保護者は、お子さんの健康保険
証を持参し区役所２階子育て支援課
で申請してください
問子育て支援課☎内線３８１７

観光おもてなしサロン・観光案内所を
問合せ 観光振興課 ☎内線４６１
開設します

期日
（期間）

子育て・教育

講東京女子医科大学東医療センター
小児科医師・大谷智子氏
申健康推進課☎内線４３４

5

6
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講演会
「住み慣れた地域で最期まで」

期日
（期間）

日

５面「催し」の続き

時間

時

会場・場所

所

対象

対

にっぽり電車まつり2016
日10月１日㈯（雨天決行） 時午前
10時～午後４時 所日暮里駅前イ
ベント広場ほか 内日暮里駅中探検
隊、スタンプラリー、ミニコンサー
ト、子ども駅長さん制服撮影会、ト
レインジオラマ展示、繊維関連の手
作り作品展示・販売
問日暮里まちづくり実行委員会・ド
ウモト商店☎（３８０１）２８２８
ほ http://www.nippori-map.com/
アンド

たんぽぽフェスタ＆
秋のエコフェスタ

定員

人

内容

内

講師

講

区役所の代表番号☎（3802）
3111

日10月22日㈯ 時午前10時～午後
３時 所荒川たんぽぽセンター、あ
らかわエコセンター 内スタンプラ
リー、子ども運動遊びコーナー、ボ
ッチャ体験、パンの販売、出張ふれ
あい動物園、フードドライブ（下の
荒川フリーマーケット記事参照）等
問荒川たんぽぽセンター
☎（３８９１）６８２５
ふ（３８０７）８４８３

持ち物

持

日10月13日㈭ 時午後２時30分～
４時30分（開場は午後２時）
所サンパール荒川小ホール 人300
人（申込順） 講ケアタウン小平ク
リニック院長・山崎章郎氏
申高齢者福祉課☎内線２６６８

史跡めぐり
「おぐの細道と観月会」
日10月13日㈭ 時午後２時30分～
７時30分 人30人（申込順）
内尾久の史跡や文化財の見学、満光
寺で十三夜の観月会・会食
￥2000円 締10月５日㈬
申荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

国際交流バスハイク
日11月５日㈯ 時午前７時～午後
６時30分 集合・解散 区役所前
所鴨川シーワールド（千葉県鴨川
市）ほか 対区内在住・在勤・在学
で小学生以上の方 人日本・外国籍
の方、各20人（抽選）
￥4000円（外国籍の方は2500円）
締10月14日㈮
申電話・電子メールで、４面上段を
参照し①～④の記入事項を、荒川区
国際交流協会事務局（文化交流推進
課内）へ☎（３８０２）３７９８
め bunka@city.arakawa.tokyo.jp

あらかわてくてく散歩
費用

￥

▶あら坊・あらみぃもやってきます

荒川フリーマーケット

申込方法（申込先）

申

資源回収・フードドライブ 場 所 荒川フリーマーケット本部テント
問合せ 清掃リサイクル課 ☎内線４７０
を同時開催
資源回収品目

小型家電（携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機器、電子辞書、デ
ジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、電卓、ＡＣアダプタ、ポータブ
ルカーナビ）、使用済み蛍光管（ケース等に入れて割れないように持参）、
廃食油（ペットボトル等に入れて密封して持参）※家庭からの排出品に限る

締め切り

フードドライブ

未開封で賞味期限が２か月以上残っている食品を回収し、福祉関係
団体等へ寄付する活動です。
米（平成26年度以降に国内で収穫したもの）、レトルト食品、
対象
缶詰、調味料、乾麺、非常用食品等 ※生鮮・冷凍食品を除く

問い合わせ先

問

広

告

オウ

日墺 親善ピアノ・
バイオリンリサイタル
日11月８日㈫ 時午後７時～８時
30分予定（開場は午後６時30分）
所日暮里サニーホール 内アンナ・
マグダレーナ・コーキッツとクリス
トフ・コンツ（ウィーン・フィルハー
モニー管弦楽団在籍）によるデュオ
リサイタル ￥2000円 ※学生は
1000円、ペアチケット（一般２枚）
は3000円 チケット販売 区役所３階
文化交流推進課、町屋文化センター、
日暮里サニーホール、ムーブ町屋
◆区内在住の小・中・高校生を招待
人50人（抽選） 申往復はがきで、
４面上段を参照し①～④の記入事項
と⑤学校名⑥希望枚数（２枚まで）
を、〒116-8501（住所不要）文化
交流推進課内荒川区国際交流協会事
務局へ 締10月14日㈮必着
……………………………………
問荒川区国際交流協会事務局（文化
交流推進課内）
☎（３８０２）３７９８

問合せ

日時 10月２日㈰午前10時～午後３時 ※雨天時は10月16日㈰に延期
会場 あらかわ遊園スポーツハウス前

締

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

日10月26日 ㈬（ 小 雨 決 行 ） 時 午
前９時30分～午後０時30分（都電

荒川線三ノ輪橋停留場前広場集合）
人20人（申込順） 内千住大橋と奥
の細道～屋形船の天丼を食べよう
￥1500円 締10月５日㈬必着
申はがき・ファクスで、４面上段を
参照し①～④の記入事項と⑤年齢⑥
ファクス番号（③・⑤は参加者全員
分〈４人まで〉）を、〒116-0002
荒川区荒川２ - １ - ５セントラル荒
川ビル９階東京商工会議所荒川支部
内あらかわ観光ツーリズム連絡協議
会へ☎（３８０３）０５３８
ふ（３８０２）２７２９

区民の声 FAX（3802）
6262

官公署
都立産業技術高等専門学校・
学校説明会
日10月２日㈰ 時午後１時～５時
対中学生（保護者の同伴可） 内入
試の過去問題やコースの紹介、施設
の見学等 所・問都立産業技術高等
専門学校荒川キャンパス（南千住８
-17- １）☎（３８０１）０１４５

オータムジャンボ宝くじ
収益金は、区市町村の明るく住み
良いまちづくり等に使われます。
日９月26日㈪〜10月14日㈮
所全国の宝くじ売り場 賞金 １等
３億円、前後賞１億円、２等1000
万円、３等5000円、４等300円等
抽せん日 10月21日㈮
問公益財団法人東京都区市町村振興
協会☎（５２１０）９９４５

大井競馬「東京メトロポリ
タンウィーク」
日10月10日 ㈷ ～14日 ㈮、24日 ㈪
～28日㈮ 時午後２時15分（10日
は午前11時30分）開門予定 所大
井競馬場（品川区勝島２ - １ - ２）
内23区にちなんだレース（荒川区に
ちなんだレースは10月13日㈭）、
23区 PR ブース、名産品販売等
入場料 100円（15歳 未 満 は 無 料 ）
※20歳未満の方のみでの入場や20
歳未満の方の勝馬投票券の購入はで
きません 問特別区競馬組合競馬事
務局☎（３７６３）２１５１

荒川フリーマーケット実行委員会事務局（清掃リサイクル課内）
☎（５６９２）６６９７

10月30日㈰開催の荒川フリーマーケット出店者を募集
日 時 10月30日㈰午前10時～午後３時 ※雨天中止
会 場 荒川公園（区役所前）
対 象 区内在住の方
内 容 ▶店の広さ…約２ｍ×２ｍ ▶販売品…家庭で不用になった物
▶店舗数…100店（抽選） ▶出店料…500円
※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 ※車での来場はできません

応募方法 往復はがきで、住所・氏名（フリガナ）･日中連絡の取れる電話番号・
主な販売品を、〒116-0001荒川区町屋５-19-１荒川清掃事務所
３階清掃リサイクル課へ ※１グループ１枚、重複の申し込みは無効
締切り ９月28日㈬消印有効

※荒川フリーマーケット実行委員も募集します。実行委員は実行委員用出
店ブースを利用することができます
広告内容の問い合わせは各事業所へ
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☎０１２０（５３６）８８３

平日準夜間小児初期救急医療センター

診療時間

診療時間が過ぎた平日の準夜間に、
小児を対象とした応急診療を行っています。

場

休日診療当番医

所 荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3）

☎（3893）1599

対

象

問合せ

15歳未満の救急患者（急な発熱等）
生活衛生課

問合せ

駅 美 化 キャン ペ ー ン
区内４か所の駅前で、駅周
辺の路上喫煙禁止、区内全域
の歩きたばこの防止、吸い殻・
空き缶等のポイ捨て防止等を
呼びかけ、まちの環境美化を
啓発する活動を行います。
参加する方は、活動日の午
前８時までに直接、活動場所
へお越しください。
時

午前８時～８時30分
間 （予定）
※雨天中止（小雨決行）

問合せ 環境課 ☎内線４８３

活動場所

期 日

東京メトロ町屋駅前

９月28日㈬

日暮里駅前（東口周辺）

10月 ４日㈫

西日暮里駅前

10月13日㈭

南千住駅前（西口周辺） 10月18日㈫
西日暮里駅前

11月 ９日㈬

東京メトロ町屋駅前

11月15日㈫

南千住駅前（西口周辺） 12月 １日㈭
都バス南千住車庫前

12月 ８日㈭

日暮里駅前（下御隠殿橋） 平成29年
１月13日㈮
しも

ご

いんでん

リサイクル自転車を販売します

期 日 ９月25日㈰

販売店 下表参照

販売台数 １店２台程度

販売価格 7000円（防犯登録手数料を含む）※売上金の一部は、障がい者福祉施設へ還元されます
問合せ 荒川区社会福祉協議会 ☎（３８０２）２７９４
所在地
南千住１－43－２
南千住２－10－５
南千住５－６－13
南千住６－25－３
荒川２－15－４
荒川２－47－７
荒川３－32－９
町屋３－１－14
東尾久１－14－４
東尾久２－30－１
東尾久６－９－４
東日暮里３－４２－１２

持

￥

申

締

FAX（３８０２）
３８３１

電話番号
（３８０７）６１５１
（３８０２）２４１８
（３８０１）５８９３
（３８０７）６３６１
（３８０２）１８５１
（３８０３）５４５４
（３８０６）４７５１
（３８９５）４３０９
（３８９５）２７１４
（３８９５）４６８９
（３８９５）１９７０
（３８０１）２７７３

満100歳の板垣ウメノさんを西川区長が
訪問

HP

ホームページアドレス

９月５日、今年で満
100歳を迎えた、板垣
ウメノさん（町屋２丁
目在住）を、西川区長
が訪問し、お祝いと花
束を贈呈しました。
板垣さんの長寿の秘
けつは「ゆっくりよく
かむことや毎日体操をすること」で、西川区長の「荒川区の女性の最
高齢は今年で満110歳」との話に、「110歳を目指して、頭も体も維
持できるように頑張ります」と笑顔で答えていました。

問

電子メールアドレス

店 名
田上サイクル
サイクルショップヨシダ
ホンダウイングクジライ
大里サイクル
渡辺商会
吉村モータース
内田輪業
サイクルショップアライ
渡辺モータース
竹内サイクル
山田輪店
直井商会

講

問い合わせ先

どう

そ ら

わがまちはわが手で美しく

内

締め切り

き

後６時30分～７時45分 ▶中学
生以上…午後７時45分～９時
所
 荒川総合スポーツセンター第二
武道場 申合氣道石田塾・丸山
☎０７０（６５２９）６１３３
※正午以降
サークル情報
◆荒川宙の会
（健康太極拳）会員募集
日㈮※月４回 時午後７時～８時
30分 所南千住駅前ふれあい館ほ
か ￥入会金1000円、月2000円
問大福☎（３８９１）７７２１

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

申込方法
（申込先）

イベント情報
◆コーチング勉強会「話し上手より
聴き上手になろう」
日10月５日㈬ 時午後７時30分
～９時30分 所日暮里サニーホー
ル 人20人（申込順） ￥700円
申コーチングスポット・森戸
☎（３８９５）５３５３
※午前８時〜午後８時
◆合氣道石田塾体験教室
日10月７日～21日、11月４日～
25日の㈮ 時▶４歳～小学生…午

●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＞

人

費用

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
（３８１９)６３３１
(３８１９)２８３９

対

持ち物

アンド

時午前10時～正午 対20歳以
上 の 方 人15人 締 ９ 月28日
㈬午後６時まで
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
▪社交ダンス初級教室
日10月７日～平成29年３月24
日の第１～４㈮（㈷を除く、全
23回） 時午前11時～正午
人10人 内 ジ ル バ、 ス ク エ ア
ルンバ、ブルース
▪介護者教室
日
 ９月24日㈯ 時午後１時30
分～３時 対中学生以上の方
人30人 内車いすの介助
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
▪天然石入り手作りビーズアクセ
サリー講習会
日 10月 14日・11月 11日・12
月９日の㈮（全３回） 時午前
10時30分～正午 人６人
￥1500円（３回分）

所在地
町屋７－１１－１７
町屋８－３－８

所

講師

石浜ふれあい館
☎（３８０５）５３０１
▪浜工房「和紙で作るハロウィー
ンランプ」
日10月21日㈮ 時午後１時～
３時 対20歳以上の方 人10
人 ￥300円
南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
▪はじめてのヨガ
日・時▶10月７日㈮午前10時
15分～11時15分 ▶毎月第３
㈮ 午 後 ７ 時 ～ ８ 時 対18歳 以
上の方 人30人
南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
▪リフレッシュ体操＆ダンス
日
 10月14日㈮ 時午後１時～３
時 対20歳以上の方 人25人
町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１
▪陶芸教室
日10月６日～20日の㈭（全３回）

電 話
（３８９１）２９４５
（３８０２）２６０１
（３８９２）３１６１
（３８９２）８８１４
（３８０７）８８６６

【眼科】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

ふれ あ い 館の催 し
費用の記載がないものは無料です。持ち物等詳細は、お問い合
わせください。
［▪…申込順 ▪…抽選 ]

所在地
南千住６－４７－１１
荒川４－５４－５
町屋２－３－７
東尾久３－３０－４
東日暮里５－４５－７

内容

電 話
（３８０２）４０４４
（３８２２）４９７０
（５６９２）５４５５
（５６９２）０８０９
（３８９５）５１５１

期 日

定員

所在地
東日暮里１－６－１１
西日暮里３－１７－１１
西尾久３－２０－８
東尾久２－４８－７
町屋２－２－５

電 話
（３８９１）４６３９

対象

施術機関名
見目整骨院
浅川接骨院
みずき通り接骨院
尾久本町通りタムラマ接骨院
篠原接骨院

所在地
南千住６－５３－８

診療可能科目（内＝内科、小＝小児科、外＝外科、整＝整形外科）

昼 夜 科目
医療機関名
○ ○ 内・小 金子医院
○
内・小 荒川生協診療所
○
内
飯土用内科
荒川３－２３－１３
（３８９１）５８５８
内・外 木村病院
９月22日㈷ ○
整
堀整形外科医院
町屋１－１－９
（３８９５）１２３５ ９月25日㈰ ○
○ ○
整
古賀整形外科
○ ○ 内
わかすぎファミリークリニック 東尾久１－３０－８
（５８５５）０５８５
○ ○
内
はせがわ病院
○ ○ 小・内 加藤小児科内科医院
東日暮里５－４４－１ （３８０３）３３７７
○
整
はちすか整形外科
南千住７－１－１
（６８０６）８５５５
【歯科】 午前９時～午後４時（電話受け付け）
９月24日㈯
○ 内・小 大泉クリニック
荒川６－４１－４
（３８９５）７２３１
期 日
医療機関名
○
内
いしかわ日暮里クリニック 西日暮里２－２６－９ （５８５０）５０７１
９月22日㈷
大木歯科医院
９月25日㈰
まちや歯科医院
【柔道整復】 施術時間（午前９時～午後１時、午後３時～７時）

あい

時

会場・場所

昼 夜 科目
医療機関名
○ ○ 内
久木留医院

期 日
10月 2日㈰
10月 9日㈰
10月16日㈰
10月23日㈰
10月30日㈰

☎内線４２１

※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５時、夜＝午後５時～午後９時）
期 日

㈪～㈮、午後７時～午後10時 ※㈷・㈰等を除く
※受け付けは、午後６時30分～午後９時30分

日

時間

※受診の際には、必ず健康保険証、乳幼児・子ども医療証を持参してください

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

期日
（期間）

あらかわキッズ・マザーズコール24
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あらかわ区報 を アプリ配信 しています
あらかわ区報をスマートフォンやタブレット向けの無料アプリで配信しています。

問合せ 広報課 ☎内線２１３２

アプリが「マチイロ」
にリニューアルされました
今までの「ｉ広報紙」か
ら「マチイロ」にリニュー
アルされ、より利用しやす
くなりました。

グ

▲「マチイロ」のアイコン

主な機能

▶
「マチイロ」
の画面
（例）

◦「あらかわ区報」が発行されると、お知らせが届きます
◦ページめくり、拡大・縮小等が簡単にできます
◦記事を切り抜いて画面メモに保存できます
◦区の公式ホームページの新着情報が届きます
◦他の自治体が発行する広報紙の配信も受けられます
◦一度ダウンロードした広報紙は、通信なしで読めます

「三ノ輪の殿様

ジョイフル三ノ輪周辺には武家屋敷が集中していました。屋
敷の様子や大名の過ごし方を、古地図・古文書・絵画・殿様の
著作・大関横丁由来之碑等から紹介します。
日 時

10月１日土～11月６日日

会

ル

プ レ イ

ア ッ プ

ス

ト

ア

※
「マチイロ」で検索するか、右図のバーコ
ードを読み取って接続してください
※通信料は本人負担となります

※アプリの不具合や機能についてのお問い合わせ
は、「マチイロ」を運営する株式会社ホープ
☎０９２（７１６）１４０４へ
※アプリの画面には広告が表示されますが、区は
広告の内容について一切責任を負いません

」

場 荒川ふるさと文化館１階企画展示室
100円

※区 内在住の中学生以下・65歳以上の方・
障がい者とその介助者は無料
※10月１日㈯、11月３日㈷は、無料。10月
15日㈯・16日㈰は、区内在住の中学生以
下のお子さんと一緒に来館した家族の方は
無料

※入館は午後４時30分まで
※毎週㈪は休館（10月10日㈷は開館、10月11日㈫は休館）

記念講演会

史跡めぐり「殿様の国元めぐり」

▶三ノ輪の大名屋敷と殿様
日時 10月16日㈰午後１時30分～４時30分

日時 10月23日㈰午前９時40分～午後５時30分
※ＪＲ那須塩原駅集合・解散

場所 那須与一伝承館、那須神社、大雄寺、黒羽芭蕉の館、黒羽城址

講師 学習院女子大学教授・岩淵令治氏
三重県亀山市歴史博物館館長・小林秀樹氏
栃木県立真岡高等学校教諭・舩木明夫氏
会場 荒川ふるさと文化館地下１階視聴覚室
定員 70人（申込順）

グ

あらかわの大名屋敷

入館料

午前９時30分～午後５時

ー

Google play、App Store か ら
無料でダウンロードできます。

※
「ｉ広報紙」をすでに利用している場合、アップデートによって
「マチイ
ロ」に切り替わるため、新たにダウンロードする必要はありません

平成28年度
荒川ふるさと文化館
企画展

ダウンロード方法

等

定員 20人（申込順）
講師 大田原市学芸員、芭蕉の里観光ボランティア「ふるさとを知る会」
費用 入館料等実費負担があります

費用 無料

大名屋敷の痕跡を探してみよう～三ノ輪周辺

展示解説

日時 10月30日㈰午後２時～４時

日時 10月29日㈯午後１時30分～２時10分
会場 荒川ふるさと文化館１階企画展示室
費用 無料 ※入館料は別途かかります

場所 大関屋敷跡、大関横丁由来之碑、宗屋敷跡、石川屋敷跡
定員 20人（申込順）

申込み・問合せ

荒川ふるさと文化館

等

費用 無料

☎（３８０７）９２３４

有毒植物 による 食中毒 に注意しましょう
全国で、家庭菜園や山菜取りで採取した有毒植物を食用植物（野菜、野草、ハ
ーブ等）と間違えて食べたことによる食中毒の発生が多発しており、そのうち猛
毒のスイセン・イヌサフラン・トリカブトを食べて死亡した事例がありました。
食中毒を予防するために、確実に食用と判断できない植物については、「採ら
ない」
「食べない」
「売らない」「人にあげない」ようにしましょう。

スイセン

イヌサフラン

トリカブト

◆食べて異常を感じた時は

すぐに食べ物を吐き出し、直ちに病院で受診してください。
受診の際には、原因と疑われる食品や材料等を持参して、何を食べたかを
医師に伝えてください。

（写真：厚生労働省ホームページより）

問合せ 生活衛生課 ☎内線４２８
発行

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

７万2000部発行

（

（

毎月１日・11日・21日

荒川区

〒116-8501

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
東京都荒川区荒川２-２-３

☎（３８０２）３１１１
FAX（３８０２）
６２６２

荒川区ツイッター

@arakawakukoho

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

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２１３３へ（荒川区ホームページからも申し込めます）

