
梅雨も明け、百日紅の花の美しい季節になりました。
小中学校も夏休みに入り、子ども達もたくさんの貴重
な経験をすることと思います。8月にかけては、夏祭
り、盆踊り、イベントも満載です。
ぜひ楽しい夏をお過ごし下さい。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！

2017年 7-8月

4-27-8-303

荒川区議会の「6月会議」が開催されました！

　荒川区議会「6 月会議」が 6 月 15 日～ 7月 5日にかけて行われました。議案は、「保育士奨学

資金貸付条例」制定、職員の退職手当（激甚災害時・移転費）、「少額資金貸付条例」の改正、特
別区税： ①控除対象配偶者→同一生計配偶者へ、②軽自動車税のグリーン化特例について、町屋 8
丁目の区民住宅の廃止、マンモグラフィー 2 台の買い替えについて、包括外部監査契約について
でした。
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（2017.6.29 峡田小学校体育館）都議会議員選挙結果

　みなさまに多大な応援をいただきました
自民党ですが、たいへん残念な結果となり
ました。 結果は真摯に受け止めて改善すべ
きは改善し、党の内部改革を進めていける
よう、意見してまいります。荒川区政の方
は引き続き「明日の住み良い荒川区」のた
めにがんばってまいります。 選挙戦の終盤、峡田小学校に約 1000 人の方々に

お集まりいただきました。ありがとうございました。

最近の荒川区

◆7月 7-9 日に「第 38回あらかわの伝統技術展」が開催されました。江戸の伝統を受け継ぐ職
人の技を今年も紹介しました。今回も職人さん 47名が参加して、実演や作品販売を行いました。
◆隅田川沿いに位置する荒川区立第五中学校に、川の水を引いて大規模火災の消火時に備えよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と整備された永久水利施設が完成しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月 9日には地元住民・消防署・消防団・中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校防災部らによる、送水訓練が行われまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。区内では 5ヶ所目になりました。今年は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区立赤土小学校の深井戸の整備も予定されて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。◆「ゆいの森あらかわ」の来館者数が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月 10日現在で、21 万 1 千 877 名となり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。ぜひ何度もご利用下さい。

（2017.7.7 荒川総合スポーツセンター）
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46歳。

現在 3期目。

問合せは明戸まで！

 →詳しくはHP等で荒川区内いろいろイベント！
●あらかわ子ども文化体験フェスタ＊太鼓・茶花道・三味線・俳句・将棋等々　　　　
　◆7/30 10-16 時   ◆サンパール荒川 3・4・5F  事前 / 当日予約
●荒川ふれあい寄席　＊先着 60名  無料　　　　　　
　◆8/22 14 時 - ◆峡田ふれあい館（荒川 3-3-10）
●にっぽりフレンドリーマーケット＊物産・手作り販売・ステージ　
　◆8/5・6 10-16 時   ◆日暮里駅前イベント広場
●読書ビンゴ ＊区立図書館で読んだ本のタイトルでビンゴを作って 3列揃ったら景品GET! 
　◆7/21-31  ◆ゆいの森及び区立図書館カウンター ＊対象：小学生以下
●あらかわ伝統工芸ギャラリー （ふるさと文化館）＊展示：9時半 -17 時

　■村田修一氏「提灯文字」実演  ◆7/30 10-12 時、13 時半 -15 時半
　■福士豊二氏「鍛金しおり」ＷＳ  ◆7/30 10-15 時まで 7回各 3名、千円～ 
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■7/29-10/9 9:30-20:30  ゆいの森 3F 企画展示室
             （荒川区所在の会社） 「エイケンアニメ展」　＊入場無料
　■7/29・8/5・8/12・19・20・27・9/2・3 13:30-14：00 アニメ上映会（100 名）
　■6/16-8/16 自筆原稿「日本人に初めて英会話を教えた人」展示
　■8/11 14-14 時 45 分「おとあそび 親子コンサート」
●あらかわリサイクルセンター工房・教室 （白鬚橋手前） ＊要申込 
　■7/4・18・25 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5以上 定員 6名）　
    ■7/15 14-15 時半 キャンドル （1回定員 10 名程度）
　■7/12・26 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1回定員 10 名程度）
　■7/11・19 14-15 時半 ガラスの置物 （1回定員 8名程度）
　■7/5・29 14-15 時半 サンドブラスト （1回定員 10 名程度）
　■7/20 14-15 時半 紙すき （1回定員 10 名程度）

●あらかわリサイクルセンター夏休み子ども工作（無料）  
    ◆ハンコ作り①7/27・28・8/1 ②8/17・18・22  10-11 時半 (3 日連続 )
　◆置物作り①7/27・28  ②8/17・18  10-11 時半 (2 日連続 )
●夏休みエコ教室 （エコセンター：03-3802-3111 内線 482）   
    ◆8/17・22・24・25・28・29 （7/26 から申込）
　ジオラマ、天気予報、革の小物、タカラトミー見学、木の実の置物、リサイクルセンター見学等

●第 10 回街なか商店塾 ＊要予約 7/15 予約開始 各お店にお電話で   
    ◆7/22-8/31  ◆区内商店街の 37店舗で 80 講座  
●夏休み子ども博物館（荒川ふるさと文化館）＊要予約
◆7/29・8/1・3・8・19・20・23・29  ＊勾玉、リトル学芸員等
●子猫譲渡会　＊7/30 10-11 時「子猫の育て方教室」同時開催　　　　　
　◆7/30 10-15 時   ◆荒川公園内展示場
●景観まちづくり塾  ＊要申込・定員 30名・ 7/10〆切
    ◆7/29・9/16・30・10/14・28 ・11/25・12/6（全 7回） 
　　13 時半 -15 時半  ◆ゆいの森あらかわ他
●ぎゃらり～アニモ ( 南千住 2-22-1） 　　＊要予約　　
　■日本酒へ誘う会 「江戸の夏宴」 8/5 18 時半 - ￥4,000
       →http://www.t-horizumi.co.jp

●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース 
　■7/23-31  love sima SALE with ミニマルシェ　
　■8/10-12  YaPhoto@アラカワ・アフリカ　
　                                          →http://www.ogumag.com/

商店街多目的スペース

熊まねき堂 （7月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3軒目

◆7月 13 日 ( 木 )10-13 時「生協連」

◆7月 13 日 ( 木 )13-15 時「荒川コープ・カフェ」 

◆7月 15 日 ( 土 )13 時半 -16 時半「尾久元気かい」

◆7月 24 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」

◆7月 27-28 日 ( 月 ) 「新潟上越市物産市」

【商店街イベント】

■7/13-15 抽選会  ■7/27・28 木金セール

■7/29 「くまのまえカーニバル」

荒川区内いろいろ募集！

●第 10回柳田邦男絵本大賞作品募集  9/29〆 子どもの部・一般の部 
●あらぶんちょドラマチックフォトコンテスト作品募集 ＊8/31〆

●第 6回あらかわ俳壇俳句募集 （兼題：残暑・花火・朝顔・当季雑詠）9/30〆

●魅力あふれる個店づくり事業「LANP 会員」募集 ＊商店主対象

 →詳しくは区HP等で

◆取組期間：6/1 ～ 8/31

◆応募期間：9/1 ～ 9/29

◆応募方法：応募用紙を持参か郵送

◆引換期間：10 月下旬頃～

◆引換場所：あらかわエコセンター

　　　　2F（荒川区荒川 1－53－20）

◆景品：ポイントにより保冷温水
筒、エコバッグ、手回し LED ライ
ト、あら坊あらみぃぬいぐるみセ
ット等から選べます

銭湯料金「中学生」「小人」がお得になりました！

　銭湯組合の要望を受けて、自民党荒川区議団で交渉し
た結果、「中学生」「小人」料金がお得になりました。以
前はあった中人料金がしばらく設定されずに、中学生に
なるとすぐに大人料金の 460 円を支払わなければならず、
銭湯離れの一因になっておりましたが、この度自民党の
交渉で中学生料金が設定され、300 円になりました。加
えて、6才までの小人料金は一律 80 円でしたが、大人 1
人につき 2人まで無料、3人目からは 80 円となりました。
大人 460 円 / 中学生 300 円新設 / 小学生 180 円 / 小人 3 人目から 80 円

日本最大の専門展示会である「機械要素技術展」に荒川区
内の 12企業が共同で「荒川区ブース」を出展しました！

（2017.6.21 東京ビッグサイト）

最近の荒川区

◆7月 7-9 日に「第 38回あらかわの伝統技術展」が開催されました。江戸の伝統を受け継ぐ職
人の技を今年も紹介しました。今回も職人さん 47名が参加して、実演や作品販売を行いました。
◆隅田川沿いに位置する荒川区立第五中学校に、川の水を引いて大規模火災の消火時に備えよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と整備された永久水利施設が完成しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月 9日には地元住民・消防署・消防団・中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校防災部らによる、送水訓練が行われまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。区内では 5ヶ所目になりました。今年は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区立赤土小学校の深井戸の整備も予定されて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。◆「ゆいの森あらかわ」の来館者数が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月 10日現在で、21 万 1 千 877 名となり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。ぜひ何度もご利用下さい。

＊要申込小 3ま
でとその保護者

今
年
も

あ
ら
か
わ
街
中

避
暑
地
や
っ
て

ま
す


