
山茶花の花がきれいな季節ですが、いかがお過ごしで
しょうか。荒川区議会では「11 月会議」が行われます。
今年は少し変な天気で、寒暖の差も激しいようです。
風邪にはお気をつけて、健康に
秋・冬を乗り切りましょう。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！

2017年 9-10月

4-27-8-303

自民党荒川区議会議員団、西川区長に「予算要望」提出！

　自民党荒川区議会議員団では、10月 11日に
西川区長へ「平成 30 年度予算要望書」を提出し
ました。区政全般に渡って 290 項目あります。
　荒川区議会「11 月会議」が 11 月 28 日～ 12 月

13 日にかけて行われます。各会派の一般質問と、
議案は委員会審議を経て、最終日に議決されま
す。ぜひ傍聴へもお越しください。

No.

54

（2017.10.11 荒川区長室）

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）

決算に関する特別委員会、こんな質問しました！
【総務費：生涯学習費】決算 3日目 ①協働・ボランティアの所管について。②ボランティアセンターの経費
について。③ボランティアの統計方法について。④区民のボランティアの拠点となるセンターの拡充につい
ての要望。【総務費：危機管理費】決算 3日目 ①災害時のボランティアセンター運営ガイドラインについ
て。②災害ボランティア運営の担い手の集いの開催。③災害時に使える地域資源マップについて。④大地震直
後の救助・救急対策の拡充。⑤感震ブレーカーの補助件数について。⑥倒壊がひどい地域への通電を止める

ための東京電力との連絡体制について。【民生費：社会福祉総務費；民生委員活動費】決算 5日 目 ①民生

委員を補佐する協力員の状況について。②体の不自由な高齢者のゴミ出し支援の実施状況について。【民生
費：社会福祉総務費；保育費】①企業主導型保育への区の考え方、②産業経済部と連携しての推進への要望。
【土木費：都市整備費】決算 6日目 ①「不燃化特区」の推進方法、②耐震補強やシェルターの推進について。
【教育費：教育総務費】①「不登校ゼロプロジェクト」について。②もっと踏み込んだ対策を。（53分）



青森県

十和田市物産展
日時 ： 11/24 （金） 午後 2 時～ 5 時
場所 ： 熊まねき堂 （クスノキから南に 3 軒目）

★

金土セールと
同日開催！！

十和田市

★生産量日本一十和田のにんにく

・ 黒にんにく！ ★収穫の秋！十和田

産の産直野菜いろいろ ★ケンミン

ショーで紹介 「スタミナ源たれ」 ！

ウメさん

んめーものばり、 持ってくるすけ！来でけで！
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47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！
●荒川モノづくり技あり市 及び 荒川ハンドメイド・マルシェ
　◆11/11・12 10-16 時 ◆日暮里サニーホール（ラングウッド 4F）
●にっぽり秋まつり 荒川区交流都市フェア in 日暮里
　◆11/12 10-15 時  ◆日暮里駅前イベント広場 ＊物産展・ステージ
●にっぽりマルシェ 秋の「ふくしま」大収穫祭＊物産・ステージ
　◆11/18・19 10-17 時   ◆日暮里駅前イベント広場
●モノづくりスポットツアー  ＊要申込、荒川区内のモノづくり体験を工房で ! 
　「彫金と鋳金」 ◆11/16 13:00 西日暮里駅集合（-17:10）
　「装飾品を作ろう」 ◆11/28 13:00 南千住駅集合（-16:30）
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■10/28-12/10 9:30-17:00  ゆいの森 3F 企画展示室
    　吉村昭生誕 90周年記念企画展「吉村昭とふるさと
　　あらかわ～生い立ちとその作品世界～」 11/26 講演録を聴く
　■11/1-12/6 水 10-12 時 おはなしボランティア養成入門講座
　＊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 ＊1歳以上託児 10日前予約 

    ■11/8・25 14-15 時半 キャンドル （1回定員 8名）
　■11/11＊ 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1回定員 8名）
　■11/14・22・28＊ 14-15 時半 ガラスの置物 （1回定員 8名）
　■11/15＊・29 14-15 時半 サンドブラスト （1回定員 8名）
　■11/16 14-15 時半 紙すき （牛乳パック持参 定員 8名）
　■11/7・21＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5以上 1 回定員 6名）
　■11/6・20 14-15 時半 着物リフォーム （ 1 回定員 8名）

●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

　■11/25  木版画摺実演・ワークショップ （1回 2人 20 分・500 円）
●エコサイエンスショー「ミライのエネルギー『水素』を探れ！」
　◆11/25 10-11 時半  ◆あらかわエコセンター ＊小学生以上 100 名
●第 12 回MACC プロジェクトフォーラム 
　◆12/8 14-16 時 15 分  ◆サンパール 5F
●第 5回「あらかわのねこ」写真展＆猫デザイン生地の展示会
　◆11/17-29 9 時半 -20 時半  ◆ゆいの森 1F ロビー
●尾久の原公園動物愛護フェス「最後まで家族！！飼い遂げる大切さ」
　　◆11/12 10-15 時  ◆都立尾久の原公園 ＊講座・物販・体験等
●下町の名宝展ーあらかわの有形文化財ー  ＊15-65 歳まで入場料 100 円
　◆10/28-12/3 9 時半 -17 時  ◆荒川ふるさと文化館
●第 7回荒川コミュニティカレッジ学園祭  ＊展示・ステージ
　◆11/19 10 時半 -15 時  ◆サンパール荒川 3-6F
●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース 
    ■11/13-19  アラカワ・アフリカ８
                                                              →http://www.ogumag.com/

商店街多目的スペース

熊まねき堂 （11 月）熊野前商店街クスノキから南に 3軒目

◆11 月 9 日 ( 木 )13 時半 -15 時「荒川コープカフェ」

◆11 月 18 日 ( 土 )13 時半 -16 時半「尾久元気かい」

◆11 月 24 日 ( 金 )14-17 時「十和田市物産展」

◆11 月 27 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」

　（11 月 8 日全日貸し切り）

【商店街イベント】

■11/24・25 金土セール

★11 月 25 日（土）イルミネーション点灯式

荒川区内いろいろ募集！

●第 7回あらかわ俳壇投句募集  兼題：紅葉、返り花、短日、当季雑詠、12/31〆
●消費者講座「フェアトレードの真実」参加者募集  11/14 開催 
●パパスクール「肩書きはいらない パパを楽しもう」11/18 10 時 -11 時 45  アクト 21
●第 7回あらかわ絵手紙コンテスト募集   11/30〆
●来春高校入学の区奨学生募集 ＊国公：10万円、私：50万円（条件を満たせば返還免除あり）12/1〆

 →詳しくは区HP等で

＊特産品は天候等の都合により変更になる場合があります。

　　  「マーケティングと
クラウドファンディング」

（今回は 1日だけ）

まちの駅「俳句 de あらかわ名所づくり冬・春」

◆11月 3日

～来年 3月

3日◆パン

フレット配

布場所：区

内 37 ヶ所の

まちの駅、

区民事務所、

図書館 ◆パ

ンフレット

裏面に投句

用紙がつい

ています。

郵送も可。

10％プレミア付区内商店街お買物券

12/2（土）10 時より各商店街で販売！
＊ただしお一人さま 50,000 円迄です！


