
平成 30 年がスタートしました。今年のお正月はたい
へん穏やかな良いお天気で迎えることができました。
本年が健康でワンダフルな年となりますよう祈念して
おります。荒川区民の代表とし
て、今年も全力を尽くします。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！
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4-27-8-303

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。また、2 月 26

日～ 3月 12 日にかけては、今年 4月からの予

算に関する特別委員会が開催されます。議員
と行政、全員参加の議論はとても熱心に行わ
れます。新規事業も始まります。ぜひ傍聴に
お越しください。

No.

55

（2018.1.4 ゆいの森あらかわ）

荒川区が地方自治法施行 70 周年記念総務大臣表彰 （団体表彰）を受賞！

　荒川区は、区政の各分野にわたり先進的な取り組み を行っていることが高く評価され、「自ら
の創意工夫 により、優れた施策を実施し、地方自治の充実発展に 寄与した区市町村」として、
10 年に一度の国の表彰 である地方自治法施行 70周年記念総務大臣表彰（団体表彰）を受賞し
ました。 

（2018.1.1 尾久八幡神社）

［最近の荒川区］

1 月 4日午後、ゆいの森あらかわホールで、藤川流一門による「日本舞踊ショー」が開催されま
した。藤川澄十郎家元による「藤娘」（写真）等新春にふさわしい艶やかさで披露されました。利
用者も順調に増えておりまして、53 万人を突破しました。◆荒川の匠育成事業の職人見習いが決定

しました。漆塗の伊藤有加さんです。のれん染は
該当者がいませんでした。◆健康づくりをお手伝い
するため、「まちなか測定」として、区内 4か所に
「体組成計」と「血圧計」が設置されています。場
所は、町屋ふれあい館、西日暮里ふれあい館、荒
川総合スポーツセンター、尾久ふれあい館（1階
ロビー）です。◆家庭で使われずに眠っている食品
を持ち寄り、食料の確保が困難な団体や個人など
に提供する活動、フードドライブの常設窓口が、
エコセンター、リサイクルセンター、荒川清掃事

務所 3Ｆにできました。
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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

荒川区内いろいろ募集！

●第 7回あらかわ俳壇投句募集3/31〆＊独楽（こま）、猫の恋、春寒、当季雑詠 
●あらかわフォト俳句コンテスト投句募集 ＊1/31 テーマ荒川の風景
●荒川コミュニティカレッジ第 8期生・第 7期単科生募集4月入学
●「第 23 回ディスカバーあらかわ」絵画等作品募集1/31〆

 →詳しくは区HP等で

荒川区内いろいろイベント！
●荒川ふれあい寄席　＊定員 60名無料　　　　　
　◆2/13 14 時 -  ◆汐入ふれあい館 （南千住 8-2-2）

●汐入公園の野鳥観察とよく飛ぶ飛行機工作
　◆2/10 10-12 時  ◆都立汐入公園 防災備蓄倉庫内会議室
●お口と食事の元気塾 ( 全 2回 )   ＊65 歳以上 30 名無料申込順
　◆2/1 14-16 時  ◆ゆいの森あらかわ 2Ｆ会議室
●シニア生涯ワーキングセミナー ＊55 歳以上の現在求職活動中・活動予定の方対象
　◆2/20 13-16 時  ◆ムーブ町屋 3F ムーブホール　50名無料

●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■1/14-3/16 9:30-20:30  ■ゆいの森 3階企画展示室 
   　「昭和の荒川懐かしの写真展」 
　■1/26 17 時 45 分 - 第十回柳田邦男絵本大賞表彰式・講演会
　■3/10 10 時 -5 回 開館 1周年記念イベント　＊3歳以上要予約
　　子ども映画「ちえりとチェリー」と「チェブラーシカ」上映
　＊イベント予約 https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/viewer/event/index.html
●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

　■1/28  象牙挽物細工実演・指物ワークショップ （1,500 円～）

●あらかわリサイクルセンター工房・教室　＊要申込
　■1/16・30 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5以上 定員 6名）　
     ■1/18 14-15 時半 紙漉き （1回定員 10 名程度）
　■1/17・27 14-15 時半 サンドブラスト （1回定員 10 名程度）
     ■1/13 14-15 時半 キャンドル （1回定員 10 名程度）
　■1/10・24 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1回定員 10 名程度）
　■1/31 14-15 時半 ガラスの置物 （1回定員 8名程度）
　■1/9・23 14-15 時半 アクセサリー （1回定員 8名程度）

●荒川銭湯スタンプラリー　＊4ヶ所のスタンプで特製グッズ
　◆12/18-2/12 14-16 時  ◆区内銭湯　
●ぎゃらり～アニモ ( 南千住 2-22-1）　　　
　■「ありがとう創業祭」1/26-28 11-18 時 （お弁当・物販…）
      →http://www.t-horizumi.co.jp　　　　　　  （↑予約なしでＯＫ）

商店街多目的スペース

熊まねき堂 （1月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3軒目

◆1月 11 日 ( 木 )13 時 -15 時「荒川コープ・カフェ」 

◆1 月 13 日 ( 土 ) 13 時 -「ひだまりサロン」

◆1月 20 日 ( 土 ) 13 時半 -16 時半「尾久元気かい」

◆1月 23 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」

＊貸切：1月 7日 13-15 時、1月 27 日全日

商店街イベント：1/19-20 「金土セール」

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。ど

しどしご投句

ください。http://arakawa-machinoeki.com/

荒川区民ミュージカル練習中！

［本番］

◆日時：3月 25 日 ( 日 )①13 時 -②17 時 -

◆場所：サンパール荒川大ホール

◆入場料：大人 3,000 円

　　　　　中・高校生 2,000 円

　　　　　小学生 1,500 円

　　　　　親子 4,000 円 （大人 1名と小中高生 1人）

チケットは

お早めに！

＊ＡＣＣ

  友の会

　1割引き

来年度から荒川区の

「不燃ごみ」全量

資源化を開始します！
北区の堀船船舶中継所が隅田川護岸工事で休
止になることもあり、資源化に踏み切ります。

1 時間 500 円
ご利用下さい！

マイナンバーカード取得促進キャンペーン
　実施中！　写真無料撮影サービス等々

 ◆期間：11/1-3/31 9 時 -16 時 45 分 
 ◆セントラル荒川ビル 6階（荒川消防署隣）


