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認知症サポーター養成講座
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にっぽりフレンドリー
マーケット

首都大学東京健康福祉学部
大学祭「青鳩祭」

介護フェア

荒川区退職校長会作品展
10月25日 ㈬ 〜29日 ㈰  午 前
10時〜午後５時（29日は午後３時
まで） 町屋文化センター
荒川区退職校長会・福田
☎（３６０４）４６６８

ご存じですか
「行政相談制度」

区内の行政相談委員
▶片岡正光 ☎（３８０１）１８６１
▶安部義治 ☎（３８０１）２２７９
▶戸叶 修 ☎（３８９１）２３５４
問合せ

▶瀬戸啓子 ☎（３８９３）２５２８
▶望月淳子 ☎（３８１９）０６００

区民相談所 ☎内線２１４５

新公会計制度推進
シンポジウム
11月７日㈫ 午後２時〜５時
日暮里サニーホール 300人
（申込順） 基調講演「自治体運
営の中での財務４表の活用」ほか
￭千葉大学大学院社会科学研究院教
授・大塚成男氏ほか 下記ホーム
ページで ￮10月27日㈮ 新公
会計制度普及促進連絡会議シンポジ
ウム事務局☎（５３２０）５９６３
http://www.kaikeikanri.metro.
tokyo.jp/fukyuusokushin.html

アサヒトラスト女子硬式野球部が
全日本女子硬式野球選手権大会
で優勝
区内で活動する
アサヒトラスト女
子硬式野球部は、
第13回 全 日 本 女
子硬式野球選手権
大会で８年ぶりに
２回目の優勝を果
たしました。９月
22日、 西 川 区 長
を訪問し、優勝を
報告しました。

申

締

問

HP

ホームページアドレス

10月16日㈪〜22日㈰は「行政相談週間」です。
国の仕事に関する苦情や要望を、
行政相談委員が受け
付けます。
毎月第２㈭の午後１時〜４時に区役所３階区民相談
所で相談を受け付けるほか、行政相談委員が電話でも
相談に応じています。相談は無料で、匿名でも利用で
きます。

官公署

￥

電子メールアドレス

10月20日㈮・21日㈯ 午前９
時〜午後４時30分 最新福祉用
具の展示・体験、介護技術体験、健
康相談、あら坊・あらみぃの撮影

10月29日 ㈰（ 雨 天 決 行 ）  午
前10時〜午後３時（入場は午後２
時30分まで）  JR 貨物隅田川駅
構内隅田川ニッソウセンター周辺
（南千住４ - １ - １） 機関車・貨
車の展示、鉄道グッズ・野菜の販売
等  JR 貨物関東支社
☎（５７９３）９０７１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時
30分〜午後５時

持

問い合わせ先

◆エンドウを作ってみよう
10月27日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 区内在住・在勤・在
学の方 40人（申込順）
◆クリスマスリースを作ろう
11月２日・30日の㈭（全２回）
午後１時30分〜３時30分 区
内在住・在勤・在学で、中学生以上
の方 30人（申込順） ￬300円
……………………………………
あらかわエコセンター
環境課☎内線４８２

・▶10月14日㈯午前11時〜午
後４時 ▶10月15日㈰午前９時〜
午後４時 首都大学東京荒川キャ
ンパス（東尾久７ - ２ -10） 模擬
店、ステージショーほか
青鳩祭実行委員会
☎０９０（６６２４）８３２５

隅田川貨物フェスティバル

講

締め切り

緑のカーテン講習会

10月25日㈬ 午後２時〜４時
ゆいの森あらかわゆいの森ホール
100人（申込順） ￭赤池医院院
長・赤池正博氏
高齢者福祉課☎内線２６６８

内

申込方法
︵申込先︶

10月14日 ㈯（ 荒 天 中 止 ）  午
前10時〜午後４時 日暮里駅前
イベント広場 手作り品等の販売
サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９

講演会
「住み慣れた地域で最期まで」

12月３日㈰ 午後１時〜２時
30分 区内在住・在勤・在学で、
18歳以上の方 100人（抽選）
￭早稲田大学平山郁夫記念ボランテ
ィアセンター助教・平山雄大氏
￮11月16日㈭ 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 -49１生涯学習センターへ
◆大人も子どももみんなで楽しむ
ブータンフェスティバル
午後３時〜４時30分 ※直接会
場へ ブータン王国の方との交
流、伝統楽器の演奏、民族衣装の試
着等
……………………………………
・生涯学習センター
☎（３８０２）２３３２

人

費用

講座

催し

10月25日㈬ 午前10時〜午後
４時 区役所１階ロビ−・３階区
民相談所 ※直接会場へ 遺言・
相続手続、借地借家、交通事故、起
業、営業許認可手続等の暮らしと経
営の書類作成等
東京都行政書士会荒川支部・宮川
☎０５０（５８０６）７３２５

対

持ち物

イ

行政書士広報月間無料相談会

区民カレッジ特別講演会
「ブータンを知ろう」

所

講師

11月16日 ㈭  午 後 ６ 時 〜 ８
時45分 としま産業振興プラザ
IKE・Biz ６ 階 多 目 的 ホ ー ル（ 豊 島
区西池袋２ -37- ４） 起業家・経
営者・起業に関心がある女性
60人（申込順） ゲスト講師に
よるトークセッション、懇親会
￭ NPO 法人彩結び代表・赤星裕美
氏、ヴィセラジャパン株式会社代表
取締役・武藤興子氏、株式会社ソフ
ィットウェブコンサルティング代表
取締役・吉枝ゆき子氏 ￬1500円
（懇親会参加者のみ） ￮11月10
日㈮ 経営支援課☎内線４５８

10月29日㈰
◆実演「犬張子」
▶午前10時30分〜正午 ▶午後
１時30分〜２時30分 ￭荒川区指
定無形文化財保持者・田中作典氏
◆ワークショップ「漆塗」
 ▶ 午 前11時 〜11時20分 ▶ 午
後１時30分〜１時50分 各５人
（申込順） 漆を磨いてストラッ
プを作ろう ￭荒川区登録無形文化
財保持者・角光男氏 ￬700円
……………………………………
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

10月21日 ㈯  午 前10時30分
〜午後２時30分 バザー、模擬
店、アクセサリー・雑貨の販売、活
動紹介ほか
・荒川生活実習所・荒川福祉作
業所☎（３８９１）６９１５

11月１日㈬〜30日㈭ 各図書
館 区内各図書館を巡るスタンプ
ラリー ※ゆいの森あらかわを含む
３館以上でスタンプを集めた方に景
品を、さらに、あらかわ満点メニュ
ー提供店で満点メニューを食べた方
に健康グッズを差し上げます（数に
限りあり）
スタンプカード・マップの配付 区役所３階ス
ポーツ振興課、がん予防・健康づくり
センター２階健康推進課、各図書館
スポーツ振興課☎内線３３７４

内容

豊島区・北区・荒川区
女性起業家交流会

伝統工芸技術の実演・
ワークショップ「あらわ座」

ふれあい祭〜荒川生活実習
所・福祉作業所施設公開

ライブラリーウオーキング

時

定員

11月15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）
若手の育て方や企業理念の伝え方
等の技能・技術伝承の手法 ￭株式
会社タゼン副社長・田中善氏、株式
会社玉川堂代表取締役七代目当主・
玉川基行氏
経営支援課☎内線４５９

10月22日㈰ 午後１時30分〜
３時30分 町屋文化センター
50人（申込順） 自動車の日常
点検や保守管理等の実技講習
一般社団法人東京都自動車整備振
興会荒川支部
☎（３８９１）１９２４

10月20日㈮〜22日㈰ 午前９
時〜午後５時（20日は午後１時30
分から、22日は午後３時まで）
ムーブ町屋３・４階 展示（硬
筆・水彩画・水墨画・書道・陶芸・パ
ソコン・写真・料理・絵手紙・華道・俳
句等）、茶道の発表 荒川シルバー
大学事務局☎（３８０１）５７４０

対象

日暮里経営セミナー

マイカー点検教室

荒川シルバー大学学園祭

10月22日㈰ 午前10時〜午後
２時 大太鼓の演奏、保育園児の
踊り、サークルの活動発表、クイズ
ラリー、ゲーム、保健師による健康
相談、模擬店、車いす体験、起震車
体験等 ・荒川さつき会館
☎（３８０２）２０５０

日

会場・場所

産業・経営支援

10月21日㈯ 午後２時〜３時
30分 アクロスあらかわ２階交
流ロビー 30人（申込順） 認
知症についての基礎知識と対応方法
東日暮里地域包括支援センター
☎（５６１５）３１７１

荒川さつき会館まつり

時間

10月28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 ￮10月27日㈮
わかもの就労サポートデスク
☎（３８００）６１８８

会、スタンプラリー、抽選会等
※手話通訳あり
・アクロスあらかわ
☎（３８０３）６２２１
（３８０３）６２２２

期日
︵期間︶

保護者向けセミナー

3

▲写真右から濱田雅成監督、志村亜貴子主将、西川区
長、有坂友理香副主将、大内研二ヘッドコーチ

