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お坊さんも走るくらい忙しいという師走になりました。
今年はどんな 1 年でしたか？クリスマス、お餅つき、
大掃除、お正月の準備…とすべきことは多数あるけれど、
寒さに負けないで
さて、もうひとがんばり！

平成 21 年荒川区議会 第 4 回定例会が行われました
11 月 27 日〜 12 月 11 日に第 4 回の定例議会が開催されました。第 3 回補正予算が審議され
ました。一般会計で約 1 億 5 千万円。内容は、利用者の
増加による障害者自立支援と生活保護にかかる扶助費増
額、新型インフルエンザワクチン接種に伴う助成、区役
所本庁舎の耐震改修工事に備えての債務負担です。この
他に、議員提出議案で中小零細級企業の固定資産税・都
市計画税軽減、平成 22 年度の予算の年内編成、高速道路
無料化の撤回、悉皆形式による学力テストの継続、失業
給付の延長の意見書を、国や関係機関に提出しました。
荒川区役所前公園のイルミネーション

新型インフルエンザ ・ ワクチン助成！

荒川区内図書館事情
荒川区内には南千住・荒川・町屋・尾久・日暮

ン接種スケジュールを掲載します。対象者は区
＊
内 125 ヶ所の病院で１回 1,000 円の自己負担で
接種できます。区外の病院での接種も事後申請
で支払われます。
接種スケジュール ( 平成 21 年 12/17 現在 )

＊

妊婦 (11/9 ～ )、1 歳児未満児保護者 (12/19 ～ )
健康な高校生以上～ 65 歳は助成対象外です。
ワクチン接種は優先対象者終了後、
１回目 3,600 円で接種できます。

中学生（１月上旬～）・高校生（１月下旬～）
小学４～６年生 （12/19 ～）
息苦しい、
意識がもうろう
小学１～３年生 （12/5 ～）
等の重症化に
ご注意！
１歳～就学前
（11/16 ～）

２回接種

～高校生以上 高校生～１歳

65 持病患者 ( 幼児・小児・入院 11/9 ～、他 /16 ～ )

１回接種

※なお、通常の季節性インフルエンザの助成は、
来年 1/10 まで１回 2,200 円。

＊持病の主な種類 ： 慢性内臓疾患、 糖尿病、 がん ・ リウマチ等の
免疫力の低下する治療受診者、 免疫力の低下する病の罹患者等
（詳しくはかかりつけの医師にご相談ください）
＊病院の一覧および助成の詳細については荒川区ＨＰ： http://www.
city.arakawa.tokyo.jp/a015/d00600038.html にて

新型インフルエンザ対策には

自民党に新しい風を！ 手洗い・うがい・咳エチケット！
電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
-

1 度罹った
方は接種しな
くて良いそうよ。

65 65 以上の高齢者すべて (2 月上旬～ )
歳以上

里の 5 つの区立図書館と、汐入・冠新道の 2 つの
図書サービスステーションがあります。荒川 4 丁
目の荒川図書館が老朽化のため荒川 2 丁目に規模
を拡大して、中央図書館として平成○年にリニュ
ーアルになる予定です。児童育成施設や吉村昭記
念館を含め、ただいま構想を具体的に検討中です。
一方、図書館とまではいかなくても、商店街等の
空き店舗を利用してつくられているのが、図書サ
ービスステーションです。区内の図書を取り寄せ
ることもできます。今ある 7 つの図書館・サービ
スステーションを中心に同心円を地図上に描くと
ぽっかりあいているのが東西尾久の南側です。尾
久図書館は東西尾久の北側に位置しますから、次
に図書機能を充実させるとしたら東西尾久の南側
であろうと思います。国語力アップを図るために
子どもの読書は教育の根幹ですし、読書好きな大
人にとって身近な場所に図書館があることで利便
性が増します。図書ステーションを東西尾久の南
側にぜひ誘致したいと考えています。みなさんは
どうお考えですか？お聞かせください。

先月のお知らせから一部変更になったワクチ
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荒川区政点検！

こんなに住みやすい荒川区④
今回は図書館機能の充実している荒川区につ
いて。荒川区では子育て・教育・文化育成に図
書館等の機能を充実させています。
●新生児 ・ 3 才児に絵本プレゼント 子育て支援部
親子の絆とコミュニケーションを深めることを
目的に、新生児及び 3 歳児の保護者に対し、絵
本を贈呈しています。

あらかわ珍図鑑④
かつて尾久町と呼ばれていた頃のマンホ
ールです。真中にヲが 9 個円形に並んでい
て「ヲ 9＝尾久」。すばらしいユーモアの
センスです。
用水路だった
八幡堀は今は

暗渠となり、
●幼稚園 ・ 保育園 ・ 学校図書
プロムナード
学校図書の蔵書数を全国平均まで引き上げ、図
書館指導員を常駐させています。幼稚園・保育
として残って
園でも絵本の貸し出しができる園が増えました。 います。
（西尾久 2 丁目）
図書館やふれあい館・ひろば館で絵本の読み聞
かせや読み聞かせるための講座を行っています。 ■ 最近の荒川区
●インターネット予約システム
荒川区のシンボルキャラクターの区民アン
インターネットを使う方にはたいへん便利なシ
ケートの締め切りは 12 月 24 日までです。区
ステムです。ちなみに区立図書館のホームペー
役所や公共施設等で受付けています。
ジの「大人の時間」というコラムや電子掲示板
12 月 18 日〜 20 日第 30 回記念あらかわの
の読書好きな方の書き込みのあるページが好評。
伝統技術展が荒川総合スポーツセンターで行
http://www.library.city.arakawa.tokyo.jp/otona/index.html
われています。これに先立ち、伝統工芸技術
●まちなか図書館事業
の継承を後押しするため、弟子入りする若者
図書館から離れている地域の身近な商店街等に
と教える職人の双方に手当金などを支給する
設置をしている図書サービスステーションは、
支援制度を始めました。10 月の見習い希望の
より多くの区民への図書館サービス充実を図る
若者を募集には全国から 72 人の応募があり、
ために一昨年に汐入、今年冠新道にできました。 彫金や浮世絵彫師等 4 名が選ばれ、現場見習
●柳田邦男絵本大賞
い 3 ヶ月後、3 年間（6 年まで延長可）補助
区民の幅広い読書の推進のために、自分が読ん
を受けることになりました。
だ絵本の感動、他人に伝えたい絵本の感想、子
商店街プレミア付きお買い物券は、12 月 1
どもに対する読み聞かせ体験などを柳田氏に送
日から発売、4 日の午後 2 時に完売したそう
る手紙形式にして応募（第 2 回目の平成 21 年
です。お買い上げありがとうございました。
は 7 〜 10 月）、表彰（22 年 1 月）するもの。
10 月オープンした荒川 1 丁目のスーパー
（スーパーバリュー）につづき、南千住 6 丁目
■ リバーサイドマラソン体験記
（ライフ）、西尾久 4 丁目（オリンピック）も
私、明戸も 10km 参加いたしました。それにしても 建設中です。小台橋の川向こうには島忠ホー
10km は長かった。４キロ過ぎたあたりでへこたれそ
ムズも来春オープン予定。すでに飽和状態に
うになりましたが完走できました。ちなみにタイムは
ある上にこの不況、さらにまた小売店・商店
69 分 43 秒で、85 人中 76 位でした。来年も春から練
街に追討ちをかけるのかと資本主義経済の過
習会開催いたします。ご興味のある方はぜひ！
酷さを思う。大型ショッピングセンターにせ
よ墓地にせよマンションにせよ、もう少し住
◆日時：1 月 28 日（土）14 時〜 16 時
民がトータルで生き方を選択できるようなし
◆場所：未定
くみができないものかと思う今日この頃です。
問合せは明戸まで！

39 歳。

