2012 年 7-8 月
暑くなってきました。いかがおすごしでしょうか。荒川区議
会では、第 2 回定例会も終わり、現在は予算要望に向けて取
りまとめを行っているところです。今年は尾久八幡神社
も本祭り、準備もお忙しいことと
は存じますが、ご自愛ください。

平成 24 年第 2 回定例会が開催されました！
第 2 回定例会は 7 月 2 日（月）に閉会しました。最終日には薬剤師の配置基準、ふぐ加工製品
の届け出手数料、生活安全条例、外国人住民に関する印鑑条例、包括外部監査の契約についての
条例の制定・改定等の議案が可決され、「尖閣諸島実効支配推進」「再生可能エネルギー導入促進」
「防災・減災ニューディール」についての意見書の提出が決まりました。

自民党荒川区議団では予算要望！へ向けて
6 月〜 7 月にかけて、自民党荒川区議団では秋の予算要望に向けて区内の業界団体等から、現
場の課題について聞き取り調査を行いました。日頃区民のみなさまから聞いている荒川区内の課
題も精査して 9 月までに取りまとめます。みなさまの声を伝えて参ります自民党荒川区議団です。

最近の荒川区 6 月 8 日、サンパールで「釜石市民元気応援

プロジェクト」活動報告会が行われました。本年 1/20 から 3
ヶ月半にわたって、ご協力いただいた結果、協力者数 32,553
人、募金 17,689,197 円が集まりました。釜石市や釜石市社会
福祉協議会の方々をお迎えして、復興の状況等やお届け状況の
様子をお聞きしました。◆6 月 30 日には、「交流都市フェア」
で、新潟県上越市の物産展を日暮里駅前イベント広場で開催
しました。新鮮な野菜やお酒等が売られていました。◆7 月
（2012.7.6：あらかわの伝統技術展にて）
6-8 日は、「第 33 回あらかわの伝統技術展」が南千住のスポ
ーツセンターで開催されました。6 日には小学生がたくさん見学に来て、熱心に職人さん達に話
を聞いていました。◆7 月 13-14 日は、「第 13 回ホタル観賞の夕べ」が自然公園で開催されまし
た。蒸し暑い天気でしたが、ホタルにとっては輝きやすい環境なのだそうです。◆東京都で優先
的に整備する災害時の延焼防止のための道路整備計画にサンパール通り（明治通り女神インキ横
- 町屋交番横）が整備区間に指定されました。2020 年までに道路を広げ、燃え広がらない街に
整備します。また、都電沿い道路の小台 - 掘船間も軌道移設を伴い道路を整備します。
●エコポスター・エコ標語コンクール作品募集 （9/10 まで）
●ドラマチックフォトコンテスト募集 （8/31 まで）東京 CATV
●明るい選挙ポスターコンクール募集 （9/7 まで）小中高生
在住・在勤・在学者が荒川・文京・千代田区内を撮影
●都電荒川線沿線絵画コンテスト募集 （10/31 まで）
●街なかメガソーラー登録者募集
部門：小学低学年 / 高学年 / 中学生 / 一般・高校生
●学校等の太陽光発電システム導入へ寄附募集
●柳田邦男絵本大賞募集 （9/30 まで）
子どもへの読み聞かせ体験等を柳田氏への手紙形式で ●区政 80 周年記念
「あら坊」の妹をえらんでください （7/25 まで）
●脳ドック受診助成募集 （1/2 助成、2 万円上限）
4 種類のデザインと名前から選んでください。7/1 の区報
●あらかわ「緑・花」大賞募集 （9/30 まで）
か専用の用紙にご記入の上、投票して下さい。
庭・窓・玄関先、敷地内、街なか花壇等の写真で応募 区役所 1Ｆ、区民事務所、図書館、ふれあい
●事業者向け節電コンテスト募集 （10/31 まで）区内事業者 館、スポセン、あらかわ遊園に応募箱あり。

荒川区いろいろ募集！ →詳しくは区ホームページで

自民党に新しい風を！
電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
-
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節電の夏、あらかわの夏
今年も夏がやってきました。昨年に引き続
き節電にご協力いただくことになりそうです。
まずは、荒川区の今年の節電事業のご紹介。
昨年に引き続き、区内の公共施設で「まちなか
避暑地」が実施。右のポスタ
ーが目印です。「マイレージ
コンテスト」は今年は昨年比
−5％以上で、エコカードと
抽選で区内共通お買い物券が
当たります。今年新たに始ま
るのは「あらかわ節電検定（
試験日は 7/28・8/25）」と
「あら坊エコカード」。枚数によって賞品あり。

子ども達の水辺 open ！
夏休みの小中学校のプール解放の他に子どもの
ための水辺がオープン。親子で出かけてはいかが？

●あらかわ遊園 子どもプール

一般 350 円
（03）3893
中学以下 150 円

6003
◆期間：7/14 〜 9/2（10:00-16:00）
●あらかわ遊園水あそび広場 （幼児向け）
◆期間：営業中は常時開放（9:00-17:00）＊入場料あり

●都立尾久の原公園 ジャブジャブ池

(03)3819
8838

◆期間：7/14-9/2（10:00-16:00）＊無料、月曜休

●荒川公園（区役所前）

◆期間：7/14 〜 9/2（10:00-16:00）
●荒川自然公園 わいわいプール＊1 時間入替え制
◆期間：7/14-9/2（9:30-16:20）＊無料、1･3 木曜休

その他、●日暮里南公園 ジャブジャブ噴水池
●天王公園わんぱく池、●都立汐入公園噴水広場
■常設プール : 荒川総合・あらかわ遊園スポセン
＊2 時間有料

8:00-22:20（受付〜 21:30）・9:00-21:30（受付〜 20:30）

自然エネルギー促進支援

夏といえば・・・

太陽光発電システムや太陽熱ソーラーシス
テム、そのエネルギーを使った太陽熱温水器
や家庭用燃料電池の設置に施工費の一部を助
成する「エコ助成」を荒川区で行っています。
この助成は屋上・壁面緑化、雨水貯水槽設置、
ガスエンジン給湯器でも使えます。
自然エネルギーを災害時に近隣にもおすそ
わけしていただく「街なかメガソーラー」事
業に登録すると、助成金をより多くもらえま
す。太陽光発電システムを導入の家庭や事業
所と荒川区が協定を結んで、災害等による大
停電時の補助電源として協力してもらうもの
です。また省エネ専門家を企業に派遣します。

夏といえば、花火大会！今年の荒川区近隣の
開催日は以下の通り。

荒川区内いろいろイベント！
入館料
●「再発見！あらかわの匠の仕事〜伝統工芸品展」￥100

◆7/21-9/2 9 時半 -17 時 ◆荒川ふるさと文化館 1Ｆ

＊期間中、職人道場、勾玉づくり、俳句づくり等イベントあり

●冠新道商興会佐渡おけさパレード
◆7/22 14-16 時 ◆冠新道（夜店市 7/21 18-21 時あり）
●日暮里駅前フリーマーケット
◆7/28・29 12-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場

サンパール2Fに

んわん

わんわ

ARAKAWA1-1-1ギャラリー
OPEN！
開館時間：9-20 時
1 枠 1 週間（火→月）

棚（大中小 16）1 ヶ所につき 100 円 / 日
机（高低 2 台） 1 台につき
50 円 / 日
壁 ( 最大 6 枚 ) 1 枚につき
100 円 / 日

■7/24 葛飾納涼花火大会 ■7/28 隅田川花火大会
■8/11 東京湾大華火祭 ■10/13 足立の花火大会

夏といえば旅行！荒川区には保養所がありま
す。ホテルグリーンパール那須とホテルニュー
アカオ（熱海）です。荒川区民は安くご利用で
きます。申込みはインターネットか専用往復は
がきで申込み、数が多ければ抽選になります。
また、国民健康保険加入者・後期高齢者医療
制度加入者対象ですが、海の家もあります。千
葉県の岩井海岸の民宿に安く宿泊できます。ぜ
ひご利用ください。詳しくは国保年金課まで。
●熊野前商店街サンバカーニバル
◆7/28 16-20 時半 ◆はっぴーもーる熊野前
●おぐぎんざ商店街納涼バカ市
◆7/28 11-19 時 ◆ふれあい CITY おぐぎんざ
●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）
アラカワ・アフリカ 3 西尾工作所とアフリカ屋
◆7/24-29 13-19 時 入場無料
関連イベント：加藤工房長によるパフォーマンス
◆7/29 14 時 - 詳しくは see→tp://www.ogumag.com/

自民党実現しました！

都08急行

土日祝
運行！

【時刻表】
11：00
12：20
15：30
16：50

スカイツリーは都バスで行こう！
問合せは明戸まで！

41 歳。

