2018 年 11-12 月
だんだん秋らしい日々になってきました。金木犀が散 No.
り、山茶花の花が咲きはじめました。スポーツの秋、
芸術の秋ということで区内でもイベントを開催してい
ます。これから寒くなる折、お
風邪などにはご注意下さい。
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荒川区議会の「11 月会議」が開催されます！
荒川区議会の「11 月会議」が、11 月 28 日～ 12 月 11 日にかけて行われました。今回提出され
る議案は、今のところ、日暮里地域活性化施設と（仮称）新尾久図書館の建設費の見直しについ
て補正予算、荒川老人福祉センター、高齢者通所サービスセンター 6 ヶ所、尾久生活実習所（本
所・分場）の指定管理者の指定についてです。高齢者通所サービスセンターの今後の方針として、
区立の一般デイは 9 ヶ所を 7 ヶ所に、認知デイは 3 ヶ所を 1 ヶ所に集約し、介護予防センター
（荒川東部通所サービスセンター・南千住）や、施設全体を障害者施設に転用する予定です。

今年も「予算要望書」を西川区長に提出！
9 月 13 日に「平成３１年度予算に関する要望書」を西
川区長に提出しました。年末にかけて来年度の区の予算が
編成されます。今年も区民の生活に直結する 291 項目に
渡って要望しました。どれだけ反映されるか楽しみです。

都電三ノ輪橋に「三ノ輪橋おもいで館」がオープン！

（2018.11.5 三ノ輪橋おもいで館）

先月の 10 月 21 日に「三ノ輪橋おもいで館」が都
電三ノ輪橋電停の近くにオープンしました。都電荒
川線の切符や定期券や回数券を売っているほか、都
電の写真集やキーホルダー、電車のつり革やマグカ
ップなどの都電グッズも販売していました。
段差のある入口を上がるとまず目に入るのは、都
電が 2 両走る小さなジオラマ！右手にガラス戸のつ
いたケースと「とあらん」のぬいぐるみ。その横の
ラックには、荒川区の観光パンフもありました。正
面のカウンターには男性 2 人がいてお出迎えしてく
れ、都電の元運転手さんと元車掌さんだそうです。
お話好きな人柄のとってもステキなお 2 人でした。
ぜひ訪れて色々聞いてみてください！
自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

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

2018 年 11-12 月

荒川区内いろいろイベント！ →詳しくは HP 等で

質問しました決算特別委員会！

＊物販・ステージ
●にっぽりマルシェ：北海道くしろ
◆11/17・18 10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
【総括質疑】①東京女子医科大学東医療センターの移転
●あらかわらいふ＆あらかわシャルソン ＊まち歩き、WS ＊有料
後の計画について②障害者が個性と能力を発揮できる
◆11/17・18 9-19 時半 ◆ムーブ、夕やけこやけふれあい館、荒川区内

●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
■展示 「津村節子展―生きること書くこと」10/20-12/19
◆展示「津村節子『智恵子飛ぶ』の世界」後半 11/16-1/16 8 時半 -20 時半

＊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
■11/7★・21★＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （1 回定員 6 名）要予約
■11/28★ 14-15 時半 ガラスの置物 （定員 8 名）全て無料
■11/14★ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8 名）★講師あり
■11/8★・15★ 14-15 時半 着物 （2 週連続参加・定員 12 名）
■10/24 キャンドル＊・13 サンドブラスト・10 アルミ缶折鶴
●あらかわモノスポ 2018＠ゆいの森あらかわ ＊展示・実演・販売
◆展示 11/19-12/2 8 時半 -20 時半 ◆ゆいの森あらかわ
◆実演 12/1-2 10-16 時 ◆ゆいの森あらかわ

取組の推進。（1）パラリンピックに向けた機運の醸成。

（2）障害者スポーツの推進。（3）パラリンピック教育
の充実。（4）福祉の受け手から支え手へ【総務費：ス
ポーツ振興費】①オリンピック・パラリンピック機運
醸成策について。②都電の鉄骨やフェンスを利用したイ
ルミネーション。③来年の伝統技術展の開催について。
④和の文化の情報発信でアートフェスティバル開催へ。
【総務費：危機管理費】避難所開設運営訓練の推進につ
いて。【民生費：荒川遊園費】①荒川遊園改修で導入す
る観覧車・豆汽車について。②メリーゴーランドについ
て。③2 年 7 ヶ月の休園期間にできること。【衛生費：

●開館 20 周年記念企画展「ようこそ匠の町あらかわへ part2」
①区の出版物や HP の歯磨きのイラストの
◆11/3-12/2 9 時半 -17 時 ◆ふるさと文化館 （南千住図書館） 公衆衛生費】
●あらかわパパスクール＊先着 15 名、区内在住・在勤の父親対象、3 回目のみ 500 円
◆11/23・12/1・8 10 時 - ◆生涯学習センター

変更要請。②歯科器具の滅菌の規制が厳しくなったが、

施設整備に産業経済部の小規模事業者経営力強化支援
●子育て講演会「2 歳と思春期 二つの反抗期の子どもの理解と関わり」 事業の補助金が使えるか。
【産業経済費：商店街振興】
◆11/20 14-15 時半 ◆サンパール荒川 5F

＊定員 80 名無料・託児あり

●第 8 回荒川コミュニティカレッジ学園祭 ＊発表・ステージ
◆11/25 10 時半 -15 時 ◆サンパール荒川 2-6F
●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料
＊写真展
■にのみやさをり＆藤元敬二 二人展「聴くこと」
◆11/9-18( 月曜休 ) 13-19 時
■コケシスキー展 ＊絵画展
→http://www.ogumag.com/
◆11/23-29 13-20 時
●ぎゃらり〜アニモ ( 南千住 2-22-1）

■
「陶芸教室 手びねり会」11/17・18 ①11 時 - ②15 時 - 3 千円
→http://www.t-horizumi.co.jp/

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●あらかわフォト俳句コンテスト作品募集 1/18〆＊荒川区の風景等の写真と俳句
●ディスカバー荒川「区内の風景・風物展」作品募集＊1/25〆切
●あらかわボッチャフェスティバル 2018 参加者募集 ＊12/9・首都大開催 ＊3 人 1 チーム
●国公立・私立高校奨学生募集＊12/3〆・中学校を通じて申込・経済的理由で入学困難な方
●住まいの防犯対策補助金募集 ＊防犯カメラ・録音機付きドアホン・補助鍵等 1/2 補助
●自然体験青少年健全育成活動事業補助＊中学生以下 15 人以上参加するキャンプ、
登山、動植物・星の観察、農作業・漁業体験

●税務事務アルバイト 12 名募集＊11/22〆・区役所 2 階税務課課税係へ履歴書持参

1/25-3/29 勤務

プレミアム付き区内共通
お買物券、12/1 発売！
区内 22 商店街で 10 時から販売、820 店の区
商連加盟で使えます。500 円 ×22 枚つづり。

①空き店舗の不動産情報がまとめて見れるサイトがで
きないか。②宮前商店会の街路灯の工事に対する支援。
【教育費：小中学校費】小学生のランドセルが重いこと
に対する対策、【介護保険費】①介護業界の人手不足に、
外国人・高齢者・ニートの若者を活用するための対策
ができないか。②医療と介護の「連携会議」について、
医師と介護従事者のさらなる連携を。（81 分）
年半程
あらかわ遊園 12/1 から休園！2改装します

アリスのひろば等のイベントは増やす予定です！

青森県

けで！
んめーものばり、 持ってくるすけ！来で

十和田市物産展
日時 ： 11/23 （金 ・ 祝） 午後 2 時～ 5 時
場所 ： 熊まねき堂 （クスノキから南に 3 軒目）
金土セール初日
今年最後の開催！

★生産量日本一十和田のにんにく
★健康食品 ： 黒にんにく！
★ノンオイル 「スタミナ源たれ」 ！
★長芋等々を販売！

十和田市 ●

問合せは明戸まで！

48 歳。
現在 3 期目。

うめさん

★

