2017 年 9-10 月
秋らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょ No.
うか。荒川区議会では「9 月会議」が行われています。
私も一般質問させていただきました。決算委ぜひ傍聴
にお越し下さい。荒川区民の QOL
向上のためにがんばって参ります。
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荒川区議会の「９月会議」が開催されています！
荒川区議会「９月会議」が 9 月 12 日～ 10 月 13 日にかけて行われています。議案は、区職員
の育児休業の再延長・再取得について条例改正、汐入の学童クラブを公園内に増設、「第 2 回補
正予算」「平成２８年度決算」、サンパール、文化センター、保育園、ふれあい館、区営住宅、自
転車駐輪場蕩の指定管理者（サンパール、サニーホール、ムーブ町屋、清里高原ロッジ、自転車
駐輪場、町屋 5 丁目住宅は業者変更予定）、人権擁護委員の推薦です。9 月 13 日に、私、明戸ま
ゆみが一般質問させていただきました。また、「決算に関する特別委員会」が 9 月 25 日～ 10 月
6 日にかけて行われます。来年度の予算編成に向けて有用な、区民の暮らしがより良くなるよう
な質問をして参りたいと思います。ぜひ傍聴へお越し下さい。

一般質問しました！
1. 人口減と将来の成長戦略（1）荒川区の人口ビジョンと総合戦略（2）さらなる子育て支援の
拡充（3）オリンピック・パラリンピックとスポーツ振興（4）インスタ映えのする荒川区を目
指して――オリンピック・パラリンピックに向けた観光戦略（5）区内産業の将来の成長にむけ
た創業支援の取組 2.2025 年問題を抱える介護（1）2025 年に向けての荒川区の方針（2）地域
医療と介護の連携について―ICT 化への状況（3）在宅療養支援のための連携（4）自宅での「看
取り」の促進 3. 次代に活きる教育（1）主権者教育（2）道徳教育（3）小中学生のタブレット
パソコンの活用（4）自然体験のさらなる支援 4. ボランティアの活動環境（1）ボランティアの
活動拠点について（2）災害時のボランティアセンター立上げと運営（60 分）
最近の荒川区
◆9 月 4 日に「北朝鮮の核実験に抗議する声明」を荒川区長が行いました。また 9 月 12 日に
「北朝鮮の弾道ミサイル発射及び核実 研に対する
抗議決議」を荒川区議会で行いました。「広く国際
平和と安定に対する重大な脅威であり、断じて容
認できない…核実験等を厳重に抗議するとともに、
…北朝鮮が核兵器の開発を含め、あらゆる軍事的
な挑発行為を放棄するよう強く求める」との内容

（2017.8.20 ゆいの森あらかわ）

でした。
◆「ゆいの森あらかわ」の来館者数が 8 月
20 日で、30 万人を超えました。ぜひ何度もご利
用下さい。

自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
twitter：akedoma

2017 年 9-10 月

荒川区内いろいろイベント！ →詳しくは HP 等で

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●にっぽりマルシェ（ルーマニアフェア）
◆9/16・17 10-17 時 - ◆日暮里駅前イベント広場

＊物販・ステージ

●第 30 回都電荒川線写真コンテスト募集 9/30〆
●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
●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
＊先着
60
名
無料
●荒川ふれあい寄席
/28
14
◆11
時 - ◆南千住駅前ふれあい館（南千住 7-1-1） ●第 9 回一茶・山頭火俳句大会作品募集 （2 句 1 組・日暮里本行寺）9/30〆
●第 7 回あらかわ絵手紙コンテスト募集 11/30〆
●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
●魅力あふれる個店づくり事業「LANP 会員」募集 ＊商店主対象
■9/23 鍛金実演・10:00-14:30 のれん染 WS（9/11 より受付）500 円
●「リバーサイドマラソン」参加者募集 ＊11/19 荒川河川敷右岸で開催 ＊10/2〆
●あらかわモノスポ 2017 ＊荒川区内のモノづくり体験のできる 3 日間 !
●禁煙チャレンジャー 100 人募集 ＊保険診療 1 万円まで 10/10、保険外診療 薬：1 万円まで 1/2
◆10/7-9 11-18 時 ◆2ｋ540 AKI-OKA ARTISAN （JR 上野 - 御徒町間）
●モノづくりスポットツアー ＊荒川区内のモノづくり体験を工房で !
「ゴムと革からのモノづくり」◆10/12 13：20 南千住駅集合
「金属を使ったモノづくり」◆10/19 13：00 南千住駅集合

「感震ブレーカー」「家具類の転倒・落
下防止器具」購入の補助があります！

●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
（荒川区所在のアニメ会社）
「エイケンアニメ展」＊入場無料

●感震ブレーカー
（工事：一般世帯）1/2 助成 6 万円まで
（工事：65 歳以上のみ世帯等）5/6 助成 10 万円まで
（購入：一般世帯）1/2 助成 5 千円まで
（購入：65 歳以上のみ世帯等）10/10 助成 1 万円まで
●家具類の転倒・落下防止器具（工事と購入で上限相違）
一般世帯：1/2 助成 65 歳以上のみ世帯等：10/10 助成

＊9/11-15 は特別整備日でお休みになります。

＊イベント予約 https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/viewer/event/index.html

●あらかわリサイクルセンター工房・教室
■9/6 14-15 時半 卓上ミニティッシュ （1 回 定員 8 名）
■9/20 14-15 時半 キャンドル （1 回定員 8 名）
■9/23 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1 回定員 8 名）
■9/5・19・27 14-15 時半 ガラスの置物 （1 回定員 8 名）
■9/9 14-15 時半 サンドブラスト （1 回定員 8 名）
■9/14 14-15 時半 紙すき （牛乳パック持参 定員 8 名）
■9/12・26 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5 以上 1 回定員 6 名）
●第 6 回炭坑節まつり （サンマークシティオータムフェア）
◆9/23・24 10-20 時 ( 抽選会は 11-17 時 )
●あらかわ佐渡おけさ祭り ＊佐渡おけさと物産展
◆9/24 10-16 時半 ◆冠新道商興会
●「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」関連文化講演会 ＊主催：区・NHK
◆10/12 10-11 時 40 分 ◆生涯学習センター＊ハガキ 10/12〆切
●第 3 回「子育て女性のキャリアアップ講座」＊パソコン・履歴書等
◆10/2-6・10・11 午後 ◆ムーブ・マザーズハローワーク＊9/22〆
●日欧親善リサイタル「ヴァイオリン＆ピアノ デュオ」
クリストフ・コンツ＆アンナ・マグダレーナ・コーキッツ
◆11/1 19 時 - ◆日暮里サニーホール 入場料：￥2,000
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー（サンパール 2F）
■「森の贈り物 つる編み・木の器 髙村幸秀・金田博 2 人展」
◆9/17-24 11-17 時
＊荒川・北・豊島・新宿公共施設
●都電荒川線スタンプラリー
◆8/1-9/24 ◆区内：ふるさと文化館・遊園・車庫

●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース
■9/17-25 11-19 時 love sima SALE with ミニマルシェ

商店街多目的スペース

熊まねき堂

（9 月）熊野前商店街クスノキから南に 3 軒目

◆9 月 16 日 ( 土 )13 時半 -16 時半「尾久元気かい」
◆9 月 22・23 日 ( 金土 )15-18 時「十和田市物産展」
◆9 月 25 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」
◆9 月 30 日 ( 土 ) 11-16 時「わくわくマーケット」
【商店街イベント】
■9/22・23 金土セール
■10/1( 日 ) 10-17 時「熊の前ヨガフェス
●ストリートヨガ ●フリーマーケット ～ bear front Market ～」
●食べ物 ・ 雑貨出展 ●パフォーマンス etc.

青森県 んめーものばり、 持ってくるすけ！来でけさい！

十和田市物産展
日時 ： 9/22 （金） ・ 23 （土） 午後 3 時～ 6 時
場所 ： 熊まねき堂 （クスノキから南に 3 軒目）

→http://www.ogumag.com/

●ぎゃらり〜アニモ ( 南千住 2-22-1）

金土セールと
同日開催！！

＊要予約

■土鍋料理教室（いちじく料理）9/30 12-14 時 ￥3,000
■耳を良くする大人の英語教室 ◆10/5 14-15 時半 ￥2,000
→http://www.t-horizumi.co.jp

セアカゴケグモが荒川区内で発見されました。
攻撃性はありませんが、刺されないようお気
を付け下さい （対処策：殺虫剤・熱湯・靴で踏む等）

ウメさん

★生産量日本一の十和田市のにんにく！
★今人気のねばねば長芋！
★秘密の県民ショーで紹介された
「スタミナ源たれ」 等を販売！
十和田市 ★
問合せは明戸まで！

46 歳。
現在 3 期目。

