
お知らせ

アクト21が休館
９月11日㈰　 全館清掃
アクト21☎（３８０９）２８９０

荒川区空家等対策計画素案・
（仮称）荒川区空家等対策の
推進に関する条例骨子素案
に関する意見を募集
　区内の空家等対策を推進するた
め、荒川区空家等対策計画と関連す
る条例骨子の素案を作成しました。
皆さんの意見を募集します。
区内在住・在勤・在学の方、区内

に事務所や事業所を有する個人・団
体、本計画または本条例により影響
を受ける個人・団体
■計画・条例骨子の素案の閲覧
９月２日㈮～15日㈭　 区役所

２階情報提供コーナー・区役所北庁
舎２階防災街づくり推進課、荒川区
ホームページで
■意見を募集
９月15日㈭必着　提出方法持参・

郵送・ファクス・電子メールで、４
面上段を参照し①～④の記入事項と
⑤意見を、〒116-8501荒川区役所
北庁舎２階防災街づくり推進課へ
☎内線２８２７
（３８０２）４１０４
boumachi@city .arakawa.

tokyo.jp

区政世論調査にご協力を
区内在住で、18歳以上の方
2500人（無作為抽出）　 調査

票が送付された方は、９月30日㈮
までに返信用封筒で郵送するか、荒
川区ホームページから電子申請で回
答してください
秘書課☎内線２１６２

荒川区介護保険運営協議会
９月９日㈮　 午後２時～４時
区役所３階305会議室

※傍聴を希望する方は、開催時間ま
でに直接会場へ（５人〈抽選〉）
介護保険課☎内線２４３１

成年後見制度相談・説明会
と権利擁護相談
◆司法書士による成年後見相談
９月13日・27日の㈫　 午後２

時～４時
◆弁護士による権利擁護相談
９月15日㈭　 午後２時～４時

◆ 司法書士による成年後見制度説明
会（任意後見・遺言編）
９月21日㈬　 午後１時30分～

３時
　……………………………………
荒川区社会福祉協議会
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
（３８９１）５２９０

荒川区長選挙に関する
お知らせ
◆立候補予定者に対する事前説明会
９月16日㈮　 午後２時30分～

４時30分（受け付けは午後２時か
ら）　 区役所３階304会議室
荒川区長選挙に立候補を予定して
いる方　 立候補予定者１人につき
３人以内　 立候補届け出手続き等
の説明
◆期日前投票立会人を募集
従事期間10月31日㈪～11月５日㈯
従事時間 午前８時15分～午後２時
15分、午後２時15分～８時15分の
交代制（各６時間）　 区役所本庁
舎、南千住駅前ふれあい館、荒川総
合スポーツセンター、町屋文化セン
ター、荒川区シルバー人材センタ
ー・荒川授産場、あらかわ遊園スポ
ーツハウス、日暮里区民事務所
次のすべてを満たす方　▶区内在
住で荒川区の選挙人名簿に登録され
ている　▶長時間いすに座って従事
できる　▶10月15日㈯または16日
㈰の説明会に出席できる　 168人
（各投票所各日４人）　 報酬 7000
円（１回）　 ９月５日㈪～12日㈪
に、本人確認ができる書類（免許
証・健康保険証等）を持参し、区役
所６階選挙管理委員会事務局へ
◆啓発標語が決定
（作品）我が街の未来を託す区長選
　たくさんのご応募ありがとうござ
いました。
　……………………………………
選挙管理委員会事務局
☎内線３４１１

フリーマーケットの出店者
を募集
９月18日㈰（雨天中止）　 午前

10時～午後３時　 荒川公園（区
役所前）　※車での来場はできませ
ん　 区内在住の方　 募集店舗数 40
店（申込順）　店の広さ  約２m×２
m　 1500円　 販売品 家庭で不用
になった物　※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
電話・ファクスで、川の手フリマ
実行委員会・鷲見へ
☎・ （３８９２）８３０８
※午前10時～午後７時（㈰を除く）

区民保養所の予約を受け付け
◆ホテルグリーンパール那須
利用期間平成29年３月１日㈬～31
日㈮　 ▶電話…９月10日㈯午前
10時からホテルグリーンパール那
須へ☎０２８７（７６）２８８３
▶施設予約システム…９月11日㈰
午前０時から荒川区ホームページで
◆ホテルニューアカオ
利用期間12月１日㈭～平成29年１
月３日㈫　 ９月10日㈯午前９時
からホテルニューアカオ東京予約セ
ンターへ☎（３２７３）５１５１
　……………………………………
区民課☎内線２５１４

子育て・教育

キッズクーポンを配付
平成28年４月１日現在、区内で

満２歳以下のお子さんを在宅で養育
する保護者（保育園・認証保育所・
保育ママ等の利用者、平成28年４
月２日以降の出生・転入者を除く）
・配付方法▶０・１歳児…絵本交
換券（郵送）　▶２歳児…あらかわ
遊園のりもの券（民生委員・児童委
員等による家庭訪問、９月上旬に案
内を郵送）
子育て支援課☎内線３８１１

夏休み理科作品展
９月８日㈭～13日㈫　 午前９

時～午後４時30分（13日は正午ま
で）　 教育センター１階第１会議
室　 区立小学校の児童が製作した
理科に関する作品の展示
教育センター

☎（３８０２）５７２０

親子ふれあい入浴
　入浴券を各銭湯に持参すると、無
料で入浴できます。
９月17日㈯　 区内の銭湯のう

ち25浴場　 区内在住の小学生以
下のお子さんとその保護者（子ども
のみ、大人のみの利用はできませ
ん）　入浴券の配布区役所２階子育て
支援課等（荒川区ホームページから
もダウンロード可）
子育て支援課☎内線３８１１

小さく生まれた赤ちゃんの
発達講座
10月17日㈪　 午後２時～３時

30分　 がん予防・健康づくりセ
ンター地下１階　 区内在住で、出
生体重2000ｇ未満のお子さんとそ
の保護者　 20組（申込順）　 日
本医科大学武蔵小杉病院小児科・島
義雄氏　 健康推進課☎内線４３２

スポーツ

ウオーキング教室
９月13日㈫　 午前９時～正午
荒川総合スポーツセンター１階小

体育室　 区内在住・在勤・在学の
方　 25人（申込順）
スポーツ振興課☎内線３３７４

秋季硬式テニス教室
▶初級クラス…９月16日～10月

７日の㈮（予備日は10月14日㈮）
▶初中級・中級クラス…９月20日
～10月11日の㈫（予備日は10月
18日㈫）　※各クラスとも全４回
午後７時～９時　 荒川自然公園

テニスコート　 区内在住・在勤・
在学で、15歳以上の方（中学生は
不可）　 各クラス20人（申込順）
5000円　 往復はがきで、４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、〒116-0012
荒川区東尾久１-35-９荒川区テニ
ス連盟普及部・鈴木博重へ
☎０８０（１２２４）２８１１

高齢者

お口と食事の元気塾
９月29日㈭　 午後２時～４時
南千住駅前ふれあい館洋室２・３
区内在住・在勤で、おおむね65

歳以上の方　 30人（申込順）
かみ方・食べ方のアドバイス
高齢者福祉課☎内線２６６６

障がいのある方

障がいのある当事者による
相談
　予約のうえ、お越しください。
９月10日㈯　 午前10時～午後

３時　 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

高次脳機能障がい者家族会
例会
９月10日㈯　 午後２時～３時
高次脳機能障がい者の家族等
・ 荒川たんぽぽセンター

☎・ （３８０７）８４８３

障がい者地域自立生活
支援セミナー
◆健康と運動最前線
９月28日㈬　 障がいのある方

とその家族・関係者等　 30人（申
込順）　 効果的な運動方法とその
効果について　 首都大学東京健康
福祉学部理学療法学科教授・山田拓
実氏
◆ 障がいのある方がいすに座ってで
きるヨガ～ヨガで心と体のリフレ
ッシュ
10月５日㈬　 障がいのある方
20人（申込順）　 東京ヨガセン

ターインストラクター・羽成淳氏
　……………………………………
午後２時～４時　 あらかわエコ

センター環境研修室・実習室　※手
話通訳、送迎車を利用する方は、ご
相談ください
荒川たんぽぽセンター
☎・ （３８０７）８４８３

障がい者向け就労支援
（パソコン講習）
10月４日～11月16日の㈫～㈭

（全19回、㈷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に障が
いのある方　 ５人（申込順）
電話・ファクスで、４面上段を参
照し①～④の記入事項を、障害者福
祉課へ☎内線２６８３
（３８０２）０８１９
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はがき・ファクス等の記入事項

費用の記載がない事業は無料です

● 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）
   １枚
● 宛先は、各記事の申し込み先へ
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
してください

①事業・イベント名
②〒住所※

③氏名（ふりがな）
④電話番号
⑤以降にその他の
　必要事項
　（各記事に明示）


