2016 年 1-2 月
2016 年がスタートしました。今年が佳い年になりますよう
と願いつつ、初詣に行ってまいりました。暖冬だと思って
おりましたら、急に寒さが増してきました。日常生活
の豊かさを実感しつつ、安心して
暮らせる荒川区にしていきたい。

荒川区議会の「2 月会議」が開催されます！
荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 15 日～ 3 月 15 日にかけて行われます。中でも来年度の予
算が審議される予算に関する特別委員会は、2 月 25 日～ 3 月 8 日にかけて行われます。本会議と
は違い、シナリオなしで行われますの
で、各議員持ち味を活かした質問が飛
び交い、思わぬハプニングもあったり
して、非常に楽しみです。私、明戸ま
ゆみも色々準備させていただいて、質
問をしたいと思います。ご要望などあ
りましたら、お寄せいただければと思
います。

お正月の尾久八幡神社（2016.1.1）→

塩崎厚生労働大臣に要望書を提出しました！
昨年 12 月 8 日に自由民主党荒川区議会議員団で、「障害者支援のグループホームの施設整備の
予算確保に係る要望書」を手渡しに厚生労働省へ行きました。内容は、親なき後の住まいの場と
なる「グループホーム」の整備が必要ですが、施設整備への国庫補助金の額は厳しく、なかなか
整備が進みません。よって、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の十分な予算の確保を要望し
ました。
その後、国の社会福祉施設
整備の担当者と懇談を行い、
荒川区の自治総合研究所で行
なった「親なき後の支援に関
する研究プロジェクト報告書」
も示しながら、具体的な折衝
を行いました。
ゆいの森あらかわの
ロゴマークが決定！→

塩崎厚生労働大臣と厚生労働省で（2015.12.8）↑

荒川区マイナンバーコールセンター：0120-01-1712（毎日 8:30-20:00）日英中韓
自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
twitter：akedoma
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荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●保育園で働く栄養士（臨時職員）募集 決まり次第
●国保滞納整理専門員（非常勤）1 名募集 決まり次第
●国保年金課非常勤職員（保健師）1 名募集 決まり次第
●小学校での日本語指導員の登録者募集 集まり次第
●学校図書館補助員（臨時職員）7 名募集 集まり次第
●消費生活相談員 （非常勤職員）若干名募集要資格 2/19〆切
●高齢者福祉課非常勤職員（生活支援コーディネーター）募集 2/25〆
●介護保険課非常勤職員 1 名募集 2/29〆
●コミュニティカレッジ 2016 年度入学生 60 名募集 3/30〆
●「機械要素技術展」（6 月ビッグサイト）共同出展企業募集 2/29〆

「俳句のまち」ラッピング都電運行中！
荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で
●
「あら BOSAI（あら坊祭）2016」（防災運動会）
◆3/5 13-16 時 ◆南千住野球場 ( 雨天時：スポセン )
●ゆいの森あらかわ開館プレイベント＊各回 200 名無料
映画「じんじん」上映会 ◆ムーブ町屋 3Ｆホール 2/26〆
◆3/5 ①10-12 時半 ②14-16 時半 ③17 時半 -20 時

一般質問しました！ 2015.11.30 本会議場にて
1. 地域力の更なる向上について（町会・自治会
を中心に）2. コミュニティカレッジの今後（1）
地域活動拠点の整備について（2）活動成果を
まとめた冊子の作成について（3）まちづくり
シンポジウムの開催について 3. 中小企業の販
路開拓支援（1）区内製造業のＢtoＢの販路開
拓について（2）今後の産業展のあり方につい
て（3）消費者による「未来の商品」アイデア
募集について 4. 中学校防災部の今後の方向性
について 5. 隅田川の活用（1）水辺フェスタの
今後の展開について（2）水上交通の活性化策
について

尾久橋からの初日の出（2016.1.1）↓

●スポーツ GOMI（ゴミ）拾い大会 1 チーム 5 名無料
◆3/6 9-12 時 ◆荒川総合スポーツセンター 2/28〆
＊最終日 16 時まで
●第 37 回産業展
◆3/12・13 10-17 時 ◆荒川総合スポーツセンター

●猫の飼い方教室「ネコちゃんと楽しく暮らす知恵」2/24〆
◆2/27 13 時半 -15 時半 ◆区役所北庁舎 101 会議室
●第 7 回「街なか商店塾」干菓子づくり、まつ毛付け、フラ入門等々
◆2/20-3/19 ◆区内商店街（50 講座）要申込・無料
●楽らく減塩講座 ＊65 歳以上対象、25 名定員、無料
◆3/2 14-16 時 ◆尾久ふれあい館 5Ｆ調理実習室
●はつらつ脳力アップ教室 説明会 （他区内 7 ヶ所で実施）
◆3/23 13 時半 -14 時半 ◆尾久ふれあい館
●今日から始める、認知症予防 ( 認知症予防講演会 )
◆2/25 10-12 時 ◆ムーブ町屋 3Ｆホール
●にっぽりマルシェ 物産販売・ステージ
◆2/20-21 ◆日暮里駅前イベント広場

商店街多目的スペース

熊まねき堂（2 月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3 軒目
◆2/11 ①10-12 時 ②13-14 時 （終了しました !）
癒しのあったかキャンドルづくり
１人 2 ヶ作成、 参加費 ： 1,500 円 （お茶 ・ お菓子付）

●「製品・サービスの魅力を PR 動画マーケティングセミナー」
◆3/8 13 時半 -16 時 ◆セントラル荒川ビル 4Ｆ要申込 20 名
●商業セミナー「対応力アップ・外国人観光客を呼び込むおもてな
しメソッド＜伝える・伝わるコミュニケーション術伝授します＞」
◆3/8 19-21 時 ◆セントラル荒川ビル 4Ｆ 3/3〆 30 名無料
●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 -24-7）ものづくり・職人展示スペース
◆Mauro De Giorgi Solo Exhibition “made in Japan”
2/19-21 13-19 時 （イタリアのアーティストによる展示）
●ギャラリー animo（南千住 2-22-1）
◆2/28 ①11 時半 -13 時半 ②16-18 時「土鍋料理教室」
各回 8 名定員、参加費：3,000 円
●3.11 シネマミュージカル「とびだす 100 通りのありがとう」
◆3/6 6:45-21:00 ◆ムーブ町屋 3Ｆホール ◆1,000 円

◆2/20 13 時半 -16 時半
「介護者 おしゃべり相談会」
問合せは明戸まで！

45 歳。
現在 3 期目。

