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荒川清掃事務所
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首都大学東京
荒川キャンパス

東尾久運動場
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電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

自民党に新しい風を！

寒くなってきました。いかがお過ごしでしょうか？区役所前
の公園の木々も色づいてきました。大輪の菊の花も見事に咲
いていました。今年の秋も区内ではイベント満載。
秋の味覚に趣味に旅行に…秋を
楽しくお過ごしください。

2012年 11-12月

平成 24 年第 4回定例会が開催されます！
　荒川区議会の第 4回定例会は 11 月 29 日（木）～ 12 月

12 日（水）の会期で開会予定です。第 2回補正予算（尾

久八幡中学の解体費用等）、ひろば館・ふれあい館の利用

時間区分の変更、廃棄物処理手数料の変更、荒川 2・4・
7丁目地区と町屋 2・3・4丁目地区の都道沿い、駅前地
区での建築制限についてです。

（2012.10.31：町屋駅前にて） 

twitter：akedoma

荒川区長選挙、西川太一郎区長 3選！
　11月 11日投票の荒川区長選挙は、現職の西川太一郎
区長が 3回目の当選を果たしました。2期 8年の実績と
「災害でひとりの犠牲者も出さない」

防災対策、「区民の笑顔を一つでも

多く作れる」区民幸福の実現のため
邁進していくと話していた。29 日

から始まる第 4回定例会の冒頭で今

後の区政運営の基本的な考え方について区長発言が予定されています。ぜひ区役所 5Ｆへ傍聴に。

 

  西川 太一郎

吉田 きいち

得 票 数 得 票 率

37,844票

11,619 票

76.51%

23.49％

＊投票率は 31.66％、有権者数は 159,037 名
　得票合計数は 49,463 票（無効 889 票）

氏

氏

コミュニティバス 「町屋さくら」 開業！
　右の写真は 10月 31日の町屋駅前で行われ
た式典の様子です。近くの幼稚園の子ども達
がお祝いの歌をうたっているところです。11

月 1日からコミュニティバス「町屋さくら」が
運行を始めました。
　京成バスのご協力を得ての開業となりました。
南千住・汐入さくらに加えて区内では 3 ルート

目が開業です。バスには荒川区のイメージキャ
ラクターのあら坊とあらみぃがついています。
　コースは新三河島駅→疎開道路（306 号線）
→熊野前駅→原河岸通り→５中前→町屋駅です。
1周 35分で、6時台～ 21時台に約 20分間隔
で運行します。料金は大人 150 円、子供 80 円、
乗り継ぎは 1回に限りプラス 50円でできます。
Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯが利用できるほか、東京
都のシルバーパス等も使えます。
　



問合せは明戸まで！

2012年 11-12月

42歳。

荒川区内いろいろイベント！
●区政 80周年記念事業区民ミュージカル
　「あらかわ宝物さがし物語」  ◆サンパール大ホール
　◆12/16 （日）12 時半・16 時 2回公演  
　　大人 3,000 円、中高生 2,000 円、小学生 1,500 円
●荒川ふるさと文化館企画展「山車人形が街をゆく」
    ◆11/10（土）-12/9（日）9：30-17：00　◆入館料：100 円

●人権週間事業ピアニスト辻井伸行氏の母・辻井いつ子氏
　講演会  ◆12/7  14-16 時 ◆サンパール荒川大ホール
●かけがえのない命を守るために（シンポ＆ミニライブ）
　◆12/12  18-20 時 45 分 ◆ムーブまちや ムーブホール
●認知症、知っとく講座 ( 認知症介護講演会 )
　◆12/6  14-16 時  ◆サンパール荒川 3Ｆ小ホール
●被災地応援福島物産即売会（売切れ次第終了！）　
　◆12/6  11-15 時 ◆荒川区役所前公園内展示場
●冬の草花即売会（クリスマスやお正月用の鉢植等販売）
　◆12/19-20  9-15 時 ◆荒川公園 ( 区役所前 )
●荒川区がエコプロダクツ 2012 に出展（ご覧ください）
　◆12/13-15  10-16 時 ◆東京ビッグサイト東 5ホール
●ARAKAWA111 ギャラリー（サンパール 2Ｆ）◆入場無料
　◆12/5-16  9-17 時  「作家・吉村昭と史実探訪」パネル展
　◆12/19-23  9-19 時   うしお個展『Because it's there』
●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース） ◆入場無料
　「工房加子のちりめん細工展」　◆11/25-12/2 13:30-19:00　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→http://www.ogumag.com/

決算に関する特別委員会、こんな質問しました！
【総務費】①聞こえない防災無線の補完で災害情報のホームページと CATV の表示 ②避難拠点と
なる小中学校屋上のヘリポートサインの整備にあたっての夜間利用の想定 ③今回条例で増員さ
れる荒川区の防災会議でブラインドの図上訓練をすべき ④AED のバッグにフェイスマスクの
装備をしてはどうか 【民生費】 ①病後児保育の今後 ②すぐに駆けつけれない働く保護者のため
に病気発生時の病院と保育園の連携について【衛生費】 ①1 ヶ月に 2日しかない土日のガン検

診の実施日を増やすべき【環境費】 ①ベビー服のリサイクルは子育て支援部がふれあい館等で
行っているが、それ以外の大型の遊具やベビーベッド等のリサイクルについて環境部と子育て
支援部で連携して情報発信等に努めるべき【土木費】 ①区内道路上の赤茶のカラー舗装につい
て、交通安全のために区民にもっと知らせるべき ②袋小路の緊急避難路確保（持ち時間 44分）

荒川区いろいろ募集！
●4月の認可保育園の入園申込み集中受付
　◆12/3-10　8 時半 -19 時
   ◆荒川区役所保育課入園相談係（区役所 2階）
●環境区民大賞候補者募集　（1/18 まで）区内事業者
　部門：暮らし方／まちづくり／仕事のしかた／まちの環境美化

●川の手荒川まつりステージ出演者募集 （11/30 まで）
　要件：1回 10分 / 区内在住在勤 /10 名以上のグループ

 →詳しくは区HPで

2013 年
4/29 開催

等

ぜひ！
お越し
下さい

プレミアム付
区内共通お買い物券 12/1 一斉販売！

各商店街で「商業感謝まつり」12/1-25

1 冊 1 万円、5冊まで。500 円券×22 枚、各商店街で 10-18 時

壁画アラカワ・アニマルパーク完成！
防犯対策と景観向上のための壁画
がＪＲ常磐線の高架の壁にお目見
え（東日暮里 2-18 付近）。ＪＲの
ご協力と東京芸大の卒業生のグル
ープ「ア・プリュス」と地元小学
生が力を合せてつくりました。通
りかかったらぜひご覧ください。

結構、 長いです。
30ｍくらいあります。

 →詳しくはHPで


