
梅の咲く頃となりました。いかがお過ごしでしょうか？
…春の花がにぎわい、沈丁花の香りがしてきたら、今度こそ
桜舞い散るあたたかな春となりましょう。
昨年は中止になった「シダレザク
ラ祭り」も今年は開催が決定！

第 1回定例会が開催されました！
　荒川区議会の平成 26年度の第 1回定例会は、2 月 19 日～ 3月 17 日にかけて行われました。施
設や道路用地で補正予算が 10億円余、スポーツ振興基金や国保料等の条例についても審議されま
す。今回は 2月 27日～ 3月 11日に、来年度の予算を議論する「予算に関する特別委員会」が開
催されました。平成 26年度の予算は 932 億 4千万円で過去最大、主な内容は以下の通り。
　4月に開設する 3園と 7月開設の 1園の認可保育園の整備、来年度に向けて町屋保育園の定員
拡大等（9億 3千万円）、3校で追加実施する放課後子どもプラン（5億 2千万円）、病後児に加え
た病児保育事業（879 万円）、地域子育て交流サロン東日暮里 1ヶ所に開設（1,794 万円）。小中
学校でタブレットＰＣを活用した学校教育の充実（7億 9千万円）、学校図書館利用のさらなる充
実（267 万円）、「あらかわ寺子屋」の全校実施（1,033 万円）。西尾久の区民運動場の開設（4億
5千万円）、図書館を含む荒川 2丁目複合施設の整備（25億）、サンパール荒川の改修（10億）、
三河島駅前自転車駐輪場開設（2,967 万円）。「奥の細道千住あらかわサミット」開催
小規模事業者経営力強化支援（1億 3千万円）、商業者支援（1億 2千万円）、中小企業融資（13
億円）、障がい者就労支援（3,881 万円）。三河島南地区再開発（4億 3千万円）、不燃化特区整備
促進事業（7億）、永久水利を活用した地域消火・送水ネットワークの構築（8,090 万円）。
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自民党に新しい風を！
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青いレトロ車両で「都電さくら号」が運行！ 3月 13 日 -4 月 15 日

4-27-8-303

自民党荒川区議団、ＪＲ本社に要望書提出！

　2 月 6日午前、新宿の JR本社へ自民党荒川区議団で要望
に行きました。来年春に東北縦貫鉄道が開通して、常磐線、
宇都宮線、高崎線が東京駅まで乗り入れるにあたって、荒
川区内の日暮里駅、三河島駅、南千住駅、尾久駅を通過駅

にしないように、副社長に要望書を手渡しました。質疑で
はダイヤ決定は秋になり、東京駅が終着でなく品川駅にな
るようです。

雑誌 「日経グローカル」 （2013 年 11 月）

全国市区の 「高齢化対応度」 調査

総合で全国 2 位になりました！

（医療 ・ 介護部門 荒川区全国 1 位）

第 5 回あらかわ緑 ・ 花大賞決定
一般部門 ： 町屋 4 名、 南千住 2 名

緑のカーテン部門 ： 株式会社南進堂書店、 ほか 2 名

街なか花壇部門 ： 西尾久四丁目町会、 ほか 2 団体

おめでとう

ございます！

（1,367 万円）。
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43歳。

荒川区内いろいろ募集！
●初心者向け緑のカーテン講習会参加者 40名募集
　◆説明会： 4/22 10-12 時　尾久ふれあい館
　　4/11・17・20 10-12 時（17 のみ 13-15 時） エコセンター
●ベビーステーション設置施設・店舗募集（随時）
●健康づくりグループ活動の支援（講師料助成等）随時受付
●あらかわ文化イベント企画応援プロジェクト 2014（3/31〆）
　企画募集　＊グランプリは上限 50万円補助で開催支援　
●「あらかわ・Ｅモニター」100 名募集（3/31〆切）
●「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真募集（5/30〆） 
●NO! メタボチャレンジャー【7期生】募集（4/21〆切）
●「JOBANアートアンブレラ」参加者 25名募集（当日 25名）
　◆3/30（日）12 時半 -14 時半　◆日暮里駅前イベント広場
●ハイツ尾竹（母子生活支援施設）非常勤職員募集（詳細区報）
●生活衛生課（ネズミ駆除経験）非常勤職員 1人募集（急募）
●小中学校特別支援教育補助員介助員（臨時職員）11名募集
●中学校数学及び英語講師（要免許）の登録者若干名募集
●特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児休業補助教員採用
　候補者募集（6/2-3 必着）

 →詳しくは区HP等で荒川区内いろいろイベント！
●さくら観賞会 （レンガ造りの国の重要文化財を見よう！）
　◆3/28・29 10-15 時 ◆三河島水再生センター
●第 11回尾久の原公園「シダレザクラ祭り」
　◆4/5( 土） 10-15 時（雨天翌日）◆尾久の原公園
●冠新道商興会「冠新道さくらまつり」
　◆4/6 14-18 時  ◆桜ライトアップ、ゲーム、お茶等
●かんかん森商興会「観桜会」
　◆4/6 11-14 時  ◆甘酒、餅・フランク・おでん等販売
●ホテルグリーンパール那須　観桜ツアー（2泊 3日）
　◆4/15-17 ◆定員 26 名 ◆区役所集合バス移動要予約
●第 49回あらかわ青年大会～愛と平和の野音祭～
　◆3/22( 土） 11:30-16:35 ◆あらかわ遊園アリスの広場
●第 28回川の手荒川まつり・第 35回商業祭
　 ◆4/29 10-14 ◆都立汐入公園及びその周辺
●若者向け就労支援セミナー（3月）＊30歳まで 10 名無料
　◆3/26（水）14-16 時 ◆ムーブ町屋 会議室Ｂ（4Ｆ） 
●荒川ふるさと文化館企画展「番付から見るあらかわ」
　◆2/8-3/23 9:30-17:00  ◆ふるさと文化館 入場料 100 円 
●能とオペラの新しい舞台（あらかわ舞台芸術創造 PJ）
　本格的な能とオペラの競演（指定席 3千円・自由 2千 5百円）
　◆3/30 18 時開演  ◆サンパール荒川大ホール　
●桜華書展―伝えたい心（入場無料）　
　◆3/29・30　9-19 時 　◆ムーブ町屋 4Ｆギャラリー　
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー ( 入場無料）
　■尾身周三絵画展 （都電沿線・里山風景等）◆3/5-23

●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）入場無料 
　■un-call ( おるすばん公演 ) 『てんじょうのはりあな』 
　 ◆3/21（13 時半ゲネ・17時 -）-/22・23 （16 時 -）
　■水引友の会 展示会（水引アート）  ◆3/29・30
　■第 3回買い食い居酒屋OGU MAG  ◆4/19
　　　　　　　　　　　＊詳細は→

 →詳しくはHP等で

現在 2期目。

　http://www.ogumag.com/

陶芸教室、 生徒募集！ （随時）

◆毎週土日 （不定期） ◆陶芸俱楽部「彩」（東尾久 4-21-2） 
◆申込み：090-4423-8965（若山まで）  小料理「司」裏手

ぐい呑み、
お茶碗
お皿
花器
香炉等々
自由な発想で！

楽しい
ですよ！

問合せは明戸まで！

こんな精巧な香炉もつくれるようになります↑

予算に関する特別委員会でこんな一般質問しました！
総務費：危機管理対策費 ①区内と友好都市の大雪の被害について、②「国土強靭化基本法」と防災

対策について、③区の災害時の情報収集と一元化、④シェイクアウト訓練の実施について。スポーツ

振興費 ①新都知事誕生と第 2体育館について、②東京都の土地の活用について。土木費：都市整備

費 ①不燃化特区整備促進事業について指定地域内の調査の進捗状況、②防災センター内に開設して

いる「建築相談ステーション」の相談実績、③建替え、建物除却、耐震補強の実績、④建築相談の場

に分かりやすいツールの導入を、⑤耐震シェルター・耐震ベッドの補助の利用状況と高齢化福祉課

との連携、⑥他の地域の建築相談ステーションについて。交通安全対策費 ①昨年 12 月の道路交通

法の改正について、②自転車の右側の路側帯の通行禁止についての区民への周知、③春の交通安全週

間に合わせて「自転車ルール・マナー」の路上表示の提案。教育費：小中学校教育 ①学活、学級

会、生徒会でのＫＪ法等の議論ツールの民主主義の根幹を育成するための導入について、②中学生

への小論文の指導について。　


