4

No.1655 令和元年（2019年）６月１日号

期日
︵期間︶

日

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

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

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
西日暮里ふれあい館が休館
日８月４日㈰ 内全館清掃等
問西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５

区民保養所予約受付開始日
定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

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

◆ホテルグリーンパール那須
利用期間 12月１日㈰〜令和２年１月
３日㈮（12月２日㈪は休館）
所栃木県那須郡那須町湯本213
申▶電話…６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…６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 ９月１日㈰〜30日㈪（９月
３日㈫〜５日㈭は休館）
所静岡県熱海市熱海1993-250
申６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
☎（５８４６）９１３３
……………………………………
問区民施設課施設計画係
☎内線２５３２

学童クラブ・放課後子ども
教室運営事業者を募集
契約期間 令和２年４月１日〜７年３
月31日 所第九峡田小学校、尾久
小学校 締６月３日㈪〜20日㈭
※詳細は、荒川区ホームページをご
覧ください 問児童青少年課児童事
業係☎内線３８３１

暮らし
特別区民税・都民税（住民
税）の納税通知書を送付
「平成31年度特別区民税・都民
税（住民税）の納税通知書」を６月
７日㈮に送付します。
対▶納付方法が普通徴収の方 ▶公
的年金からの特別徴収の方
納付方法 各金融機関、区役所・各区
民事務所、コンビニエンスストア、
ペイジー、モバイルレジ、インター
ネットからクレジットカードで
問税務課課税係☎内線２３１６

６月１日〜７日は
HIV 検査普及週間
HIV は、早い時期に感染を知るこ
とで、治療と健康管理ができます。
区では、無料・匿名で検査を実施し
ているほか、相談専用電話も設置し
ています。ご利用ください。
問荒川区エイズ相談・検査専用電話
☎（３８０５）９４６７
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前８時
30分〜午後５時15分

空き家相談会
日６月13日㈭ 時午後２時〜４時
所区役所北庁舎101会議室 対区内

に空き家を所有している・区内の空
き家でお困りの方 人12人（申込
順） 内空き家の相続や登記・解体
等に関する相談（１回30分程度）
申６月３日㈪〜11日㈫に来所・電
話・ファクスで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤空き家の住所
⑥相談内容を、区役所北庁舎２階防
災街づくり推進課防災街づくり係へ
☎内線２８２６
ふ（３８０２）４１０４

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
日６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（任意後見・遺言編）
日６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６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）へ
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

弁護士による
多重債務特別相談
日第２・４の㈮（㈷等を除く）
時午前９時〜正午 所消費生活セン
ター 申事前に来所・電話で、消費
生活センター（区役所６階）へ
☎（５６０４）７０５５

子育て・教育
ファミリー・サポート・
センター協力会員を募集

子ども将棋大会
日７月７日㈰ 時午後０時30分〜
４時30分 所サンパール荒川小ホ
ール 対区内在住・在学または区内
の将棋教室に在籍の小学生 人200
人（申込順） ￥500円 締６月14
日㈮
申荒川区将棋協会・竹内
☎０９０（５３３９）３７８５

高齢者

家庭教育学級
日６月22日・29日の㈯（全２回）
時午前10時〜11時45分 所生涯学
習センター３階大会議室 対小・中
学生の保護者 人30人（申込順）
託児 １歳以上の未就学児、各15人
（申込順） 内家庭で伝える性のお
はなし
申６月３日㈪から生涯学習課生涯学
習事業係へ☎内線３３５５

男性介護者の会
日６月22日㈯ 時午前11時〜午後
２時 所サンパール荒川４階第２・
３会議室 ￥2000円（懇親会参加
者のみ） 問オヤジの会（荒川区男
性介護者の会）・神達
☎０９０（８９４９）０５００

障がいのある方

いきいきボランティア
ポイント制度説明会
区が指定する介護・子育て支援施
設等でボランティア活動を行うと、
現金に交換できるポイントがたまる
制度の説明会です。
日６月11日㈫ 時午前10時〜正午
所区役所３階305会議室 対区内在
住で、65歳以上の方 人30人（申
込順） 締６月10日㈪
申介護保険課介護給付係
☎内線２４３２

荒川老人福祉センターの講座
◆ソフトウオーキング講習会
日７月３日㈬ 時午後１時〜２時
30分 対区内在住の60歳以上で、
医師から運動を制限されていない方
人20人 内膝等に負担をかけない
歩き方の講習等 講株式会社フィッ
トネス・サポート・鈴木吉信氏
◆女性の浴衣講座
日７月５日・12日・19日の㈮（全
３回） 時午後１時〜２時30分
対区内在住で60歳以上の女性
人15人 内着崩れしにくい浴衣の
着付けと半幅帯の結び方 講公益社
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 持浴衣、半
幅帯、腰紐３本、伊達締め１本、浴
用タオル２〜３本、肌襦袢またはタ
ンクトップ、おこしまたはペチコー
ト ※お持ちでない方は事前にお問
い合わせください
◆スマートフォン講座
日７月９日・16日の㈫ 時▶午前
クラス…午前10時〜11時30分
▶午後クラス…午後１時〜２時30
分 対区内在住で60歳以上の方
人各クラス25人 内基本操作・機
能紹介・アプリ取得等
※スマートフォンは用意します
……………………………………
※抽選
所荒川老人福祉センター 締６月７
日㈮必着
申往復はがき・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年齢⑥ファクス番号⑦ス
マートフォン講座のみ希望のクラス
（午前・午後）を、〒116-0002荒
川区荒川１ -34- ６荒川老人福祉セ
ンターへ☎（３８０２）１６６６
ふ（３８０２）１６８３
め starts-from60@arakawashakyo.or.jp
ひも

残業・通院・冠婚葬祭等で子ども
を預けたい、保育園・学童クラブの
送迎をしてほしい等、子育て世代の
ニーズに応える会員を募集します。
報酬 720〜840円（１時間）
◆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。
※有資格者は受講科目の免除あり
日６月11日㈫〜13日㈭（全３回）
時午前９時〜午後４時 所峡田ふれ
あい館・西日暮里保育園・荒川消防
署 ￥1400円 締６月７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

介護

じゅ ばん

障がいのある当事者（ピア
カウンセラー）による相談
日６月８日㈯ 時午前10時〜午後
３時 所荒川たんぽぽセンター
内視覚障がい者、聴覚障がい者、肢
体不自由者による相談
申６月３日㈪から来所・電話・ファ
クスで、荒川たんぽぽセンターへ
☎・ふ（３８０７）８４８３

身体・精神障がい者向け就労
支援講習（パソコン講習）
日 ６ 月17日 〜 ８ 月30日 の ㈪・ ㈮
（全19回） 時午後１時〜３時
所スタートまちや 対区内在住で就
労を希望する身体・精神障がいがあ
る方 人５人（申込順） 内タイピ
ング練習、パソコン操作等
申障害者福祉課障害サービス係
☎内線２６９１

障がい者向けパソコン教室
日▶６月23日・30日の㈰ ▶７月
７日・14日の㈰ ※全２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方
人各６人（抽選） ※手話通訳あり
締６月10日㈪
申来館・電話・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

産業・経営支援
夏季資金融資のあっせん
日６月３日㈪〜７月31日㈬ 対次
のすべてを満たす方 ▶区内の中小
企業者等 ▶夏季に一時的に資金が
必要となる ▶季節資金融資を現在
利用していない 内運転資金
限度額 500万円 返済期間 １年以内
※据置期間６か月を含む
本人負担金利 0.5 ％
信用保証料 全 額
補助（特別融資の利用３本目から補
助率２分の１） 申込書の配布 区役所
６階経営支援課
※必要書類等詳細は、荒川区ホーム
ページをご覧ください
申経営支援課融資係☎内線４６７

