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ラジオ体操指導者養成講習会

時

日６月24日㈪・25日㈫（全２回）
時午後６時30分〜８時（受け付け
は午後６時から） 所第四峡田小学
校体育館 対区内在住・在勤・在学
の方 人150人（申込順） 講全国
ラジオ体操連盟指導委員・長野信一
氏 持室内用運動靴
申６月３日㈪〜17日㈪に来所・電
話で、区役所３階スポーツ振興課ス
ポーツ事業係へ☎内線３３７３
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申込方法
︵申込先︶

申

５面「講座」の続き

ぜんそく音楽教室
日６月28日㈮ 時午後２時〜４時
所日暮里サニーホール４階コンサー
トサロン 対気管支ぜんそく・慢性
気管支炎等呼吸器疾患の方等
人60人（申込順） 講声楽家・山﨑
浩氏 申６月３日㈪から来所・電話
で、区役所北庁舎１階生活衛生課公
害保健係へ☎内線４２４

サマーボランティアスクール
日７月22日㈪〜８月31日㈯
対・人▶小学３〜６年生…100人
▶中学生以上の方…200人 ※申込
順 活動メニュー集の配布 荒川ボラン
ティアセンター（荒川区社会福祉協
議会内）※下記ホームページからも
ダウンロード可
◆説明会
生涯学習センター大会議室
日７月６日㈯ 時・対▶小学生…午
後４時10分〜５時10分 ▶中学生
以上…午後５時40分〜６時40分
サンパール荒川第５・６集会室
日７月７日㈰ 時・対▶小学生…午
前10時30分 〜11時30分 ▶ 中 学
生以上…午後１時〜２時
……………………………………
￥300円（保険料） 締６月24日㈪
必着 申ファクス・電子メールで、
４面上段を参照し①〜④の記入事項
と⑤説明会の参加日時⑥電子メール
アドレス⑦学校名⑧学年（年齢）
を、荒川区社会福祉協議会荒川ボラ
ンティアセンター「サマーボランテ
ィアスクール2019」係へ
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１
めv.summer@arakawa-shakyo.or.jp
ほ http://www.arakawa-shakyo.
or.jp

６月の健康相談

会 場

種 別

日６月26日㈬ 時午後１時30分〜
３時30分 所ゆいの森あらかわ２
階会議室 対区内在住・在勤・在学
の方 人30人（申込順） 講ＮＰＯ
法人シニアライフ情報センター理
事・平岩千代子氏
申６月３日㈪から消費生活センター
へ☎内線４７７

催し
みちあそび
日６月８日㈯（荒天中止） 時午後
１時〜４時 所はっぴーもーる熊野
前商店街（東尾久５ -18- ３付近）
内道に人工芝を敷き、昔遊びを楽し
む 問荒川ボランティアセンター
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

荒川区美術連盟展
日６月12日㈬〜16日㈰ 時午前10
時〜午後６時（16日は午後５時ま
で） 所町屋文化センターふれあい
広場 問荒川区美術連盟・多田
☎０９０（２１７４）７９３４

あらわ座〜伝統工芸技術の
ワークショップ・実演
「木版画を摺 ってみよう」
す

日６月16日㈰ 時▶午前10時30分

こころの一般健康相談

６日㈭・19日㈬

予約制

問い合わせ先

アルコール・薬物依存
症相談
健康相談
母親学級（妊婦）

日６月23日㈰（雨天決行） 時午前
10時30分〜午後３時 ※直接会場
へ 所荒川公園展示場（区役所前）
※動物の受け渡しは、後日となりま
す
◆事前説明会
保護している動物を譲渡会で譲り
たい方は参加が必須です。
日６月８日㈯・９日㈰ 時午後２時
〜４時 ※直接会場へ 所峡田ふれ
あい館洋室２
……………………………………
問Ｗｉｔｈ・舘山
☎（３８９５）７３４６
め web.arakawa@gmail.com
ウ

ィ

ズ

男女共同参画週間記念講演会
「働き方・休み方を見直して
あなたも会社もイキイキと」
日６月29日㈯ 時午後２時〜３時
30分 所アクト21地下２階ホール
人80人（申込順） 託児 １歳半以上
の未就学児、10人（申込順） 講株
式会社東レ経営研究所部長・宮原淳
二氏
申６月１日㈯から電話・電子メール
で、４面上段を参照し①〜④の記入
事項を、アクト21へ
☎（３８０９）２８９０
め act21@city.arakawa.tokyo.jp

ホタル観賞の夕べ
日７月５日㈮・６日㈯（小雨決行）
時午後８時〜９時30分 所荒川自
然公園 人各1000人（抽選）
締６月14日㈮必着 ※運営ボラン
ティアも募集しています
申往復はがきで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤年齢⑥過去の
参加回数⑦参加希望日（第２希望ま

日 ６ 月25日 ㈫ 時 午 後 ２ 時 か ら
（開場は午後１時30分） 人60人
（当日の先着順） 出演 三遊亭好楽
一門ほか 所・問西日暮里ふれあい
館☎（３８１９）６９４５

官公署
６月１日〜10日は電波利用
環境保護周知啓発強化期間
総務省では、電波を正しく利用し
てもらうための周知・啓発活動や不法
無線局の取り締まりを強化します。
問関東総合通信局
▶不法無線局による混信・妨害
☎（６２３８）１９３９
▶テレビ・ラジオの受信障害
☎（６２３８）１９４５
▶地上デジタルテレビ放送の受信相
談☎（６２３８）１９４４

荒川消防団消防操法大会
日６月23日㈰（雨天決行） 時午後
１時〜４時 所 JR 貨物隅田川駅構
内隅田川ニッソウセンター（南千住
４ - １ - １） 内消火用可搬ポンプの
消防操法の披露 問荒川消防署
☎（３８０６）０１１９

固定資産税・都市計画税第１
期分の納期限は７月１日㈪
納付書の裏面に記載の金融機関、
コンビニエンスストア等で納めてく
ださい。また、納税には、口座振替
もご利用ください。
問荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１１

電子メールアドレス

随時

対 象

会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階

午前９時〜午後５時
午後１時から
午後１時15分〜２時45分
午前９時30分〜11時
午後１時〜３時
午後１時30分〜３時30分

ごっくん期（平成31年２月生まれ）
健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

日７月１日㈪・２日㈫ ※各日とも内容は同じ
時午後１時30分〜３時
内離乳食の話と試食、スキンケア、口の手入れ
持スプーン 申健康推進課栄養担当☎内線４２３

健康推進課歯科担当
☎内線４２３
健康推進課栄養担当
☎内線４２３
保健予防課感染症予防
係専用電話
☎（３８０５）９４６７

日６月25日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内離乳食の話と試食、事故予防、歯の手入れ
持スプーン
申６月３日㈪から、健康推進課栄養担当へ
☎内線４２３

もぐもぐ期（平成30年９月〜11月生まれ）

物忘れが気になる、おおむね65歳以上の方

ホームページアドレス

会場
申込み
区役所２階
４日㈫ 午前10時〜11時30分 福祉部相談室 荒川地域包括支援センター ☎（５８５５）３３２３
６日㈭
西日暮里地域包括支援センター ☎（３８０７）３８２８
午後１時30分〜３時 南千住駅前 南千住東部地域包括支援センター
28日㈮
ふれあい館 ☎（３８０５）５７０２

相談時間

▶難病相談室（予約制）

かみかみ期（平成30年６月〜８月生まれ）
日７月９日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内幼児食の話と試食、遊び方、歯の磨き方
持スプーン、お子さんの歯ブラシ
申６月17日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３

荒川区医師会館（西日暮里６ - ５ - ３） ☎（３８９３）２３３１

イヤイヤ期（平成29年４月〜12月生まれのお子さんの母親）

６月15日㈯午後１時30分〜３時
神経難病の方、膠原病の方、その疑いのある方
専門医・保健師・相談員等による在宅療養上の医療・福祉・介護相談

日７月１日㈪ 時午前10時〜11時 人30人（申込順）
内親子が健やかに過ごす方法、トイレトレーニング
申６月３日㈪から、健康推進課保健相談担当へ
☎内線４３４

会場・申込み

日時
対象
内容

荒川ふれあい寄席

申込み・問合せ

午後２時〜３時30分

午前８時30分〜
午後５時15分
検査 12日㈬（予約制） 午前10時〜11時
相談

▶ものわすれ相談（予約制）
期 日

受付時間
午後１時45分〜３時15分

午後１時30分〜３時

随時
７日・14日・21日の㈮
６日㈭
ママの心の相談
20日㈭
歯科衛生相談（３歳未満児） ７日・21日・28日の㈮
障がい者歯科相談
４日・11日の㈫
６日・13日・20日・27日
栄養相談
の㈭

エイズに関する相談・検査

保護犬・猫の譲渡会

で）（②〜⑥は参加者全員分〈５人
まで〉）を、〒116-0001荒川区町
屋２ -11- ６第四峡田小学校内荒川
区ホタル観賞の夕べ実行委員会事務
局へ
問荒川区ホタル観賞の夕べ実行委員
会・佐藤
☎０９０（１５３４）９２２９

がん予防・健康づくりセンター

期 日
３日㈪
10日㈪・17日㈪・
20日㈭・28日㈮

問

HP

人 生100年 〜 シ ニ ア 世 代
を自分らしく暮らす住まい
の選び方

〜正午 ▶午後１時30分〜３時30
分 ※所要時間20分。直接会場へ
（材料がなくなりしだい終了）
講荒川区指定無形文化財技術保持
者・川嶋秀勝氏 所・問荒川ふるさ
と文化館☎（３８０７）９２３４

こう

