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自民党に新しい風を！

平成 25 年、巳年、新しい年がはじまりました。例年になく
寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？
…この 1年が幸多き素晴らしい年になりますよう
ご祈念いたしております。
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平成 24 年第 1回定例会が開催されます！
　荒川区議会の第 1回定例会は 2 月 14 日（木）～ 3月 14 日

（木）の会期で実施されます。4月からはじまる平成 25年度の
予算に関する特別委員会（2月 25日（月）～ 8日（金））があ
ります。荒川区の予算が適確に使われるよう、しっかりと点検
したいと思います。本会議、予算特別委員会ともに傍聴ができ
ますので、ぜひ聞きにお越し下さい。

（2013. 元旦：尾久八幡神社にて） 

twitter：akedoma

衆院議員選挙、松島みどり当選！
　12月 16日投開票の衆議院議員選挙は、自民党の松島
みどりが当選を果たしました。前回の落選から 3年 4ヶ
月、「大切なものを守る」政治を掲
げ、自民党の「日本を取り戻す」こ
とを訴えて当選いたしました。全国
では、480 議席中、自民 294、民主
57、維新 54、公明 31、みんな 18、
未来 9、共産 8、他となりました。

松島 みどり

得 票 数 得 票 率

90,608票  42.5%

＊荒川区の小選挙区投票率は 59.55％、
有権者数は 160,859 名、得票合計数は 91,803 票

氏

野口 とうしゅう
40,312票 (18.9%)

氏 木村 たけつか
35,334票 (16.6%)

氏 いぬづか 直史
24,277票 (11.4%)

氏

あとう 和之
20,298票 (9.5%)

氏 藤田 直樹
1,677票 (0.8%)

氏 渋江 かつよし
608票 (0.3%)

氏

（自民党）

（維新） （未来） （民主）

（共産）

区内ふれあい館・福祉施設新設ぞくぞく！ 今年の春からオープンする施設をご紹介。
●夕やけこやけふれあい館

　（東日暮里 3-11-19）
和室 2、洋室 2、レクホール 2、
創作室、多目的室

●おたけの郷（特別養護老人ホーム）

　（町屋 7-18-11）定数 140 名 ( 個室 100
名、多床室 40名 ) ショートステイ 20名
（なお 1次入所申込みは昨年 10月に実施）

●石浜ふれあい館

　（南千住 3-28-2）
和室 3、洋室 2、プレイル
ーム、創作室、多目的室

●夕やけこやけ保育園

　（東日暮里 3-11-19）
定員 0歳 12名、1歳 20名、
2歳 24名、3歳 30名、4歳
35名、5歳 35名

●太陽の子南千住保育園

　（南千住 5-44-16）
定数 30名　認証保育園

尾久八幡中学校も校舎が新しくなります！

三河島駅前の再開発で
建設中の地上34階建て
の「アトラスブランズタ
ワー三河島」は、平成26
年8月竣工の予定。1-2F
のテナントの募集が始
まります。上層階のマン
ションのモデルルーム
の事前案内会（予約制）」
も開催されているそう。 

（2012.12.17：選挙事務所にて） 

障害者の作業所ボンエルフの活動場所が、旧真土小学校
跡から東日暮里三丁目ひろば館へ移転になります。

プラネタリウム館とラングウッドのスポーツ施
設（オッソ日暮里）は3月末で終了になります。



問合せは明戸まで！
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42歳。

荒川区内いろいろイベント！
●認知症の予防を学ぼう ( 認知症予防講演会 )　参加無料
　◆1/22（火） 14-16 時 ◆サンパール 3F 小ホール
●発達障がい講演会「人とうまくつきあうためのルール」
　◆2/18（月）10-12 時 ◆ムーブ町屋 3F ムーブホール
●上級救命講習会
　◆再講習：1/26( 土 )13 時半 -16 時半（料金 1,600 円）
    ◆新規講習：1/27( 日 )9-17 時（料金 2,600 円）
　◆荒川消防署 4F　◆内容：心肺蘇生法やＡＥＤ
●精神保健福祉講演会「統合失調症の理解と対応」
　◆2/2（土）14 時半 -16 時半 ◆アクロスあらかわ 1F
●にっぽりマルシェ
　◆1/19・20（土日）10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●荒川ふれあい寄席
　◆2/12( 火） 14 時 - ◆汐入ふれあい館 ( 南千住 8-2-2)
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー（サンパール 2Ｆ）◆入場無料
　◆1/19-27  9-17 時   第 2 回あらかわ絵手紙コンテスト作品展
　◆1/29-2/3  9-20 時   第 4 回下町あらかわ散歩道百景イラスト展

●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース） 
    ■Orbital Flight（佐々木愛美氏の作品展示 )
　（「知覚」と「軌道」をテーマにした作品）
      ◆2/2( 土 )-2/3( 日 )、2/9( 土 )-2/10( 日）　　　　　　　　　　

荒川区いろいろ募集！
●4月からの非常勤職員を募集
社会福祉士または精神保健福祉士の資格のある方 4名 （1/31 まで）

介護支援専門員（ケアマネージャー）資格のある方 3名

●ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」作品募集
　◆募集期間：1/30（木）必着（作品申込書を文化交流推進課へ）
　＊作品は、荒川区の風景・風物をテーマとする絵画、版画、彫刻、
　染織など未発表のものに限ります。

 →詳しくは区HPで →詳しくはHPで

→http://www.
ogumag.com/

◆日時：２月５日（火）午後２：00～４：00
◆会場：文京シビックホール小ホール
　　　（文京区春日１－１６－２１）
◆対象：若年層（高校中退者、進路未決定
者等）とその保護者、関係機関職員等、
３００人（抽選）

特別区長会
就労支援研究会シンポジウム（無料）

＊再講習：前回受講から 3年以内 

◆申込：はがき、FAX、インターネット（1/21必着）
①代表者の氏名・年齢②電話番号③郵便番号④住所⑤参加人数を記入
の上、下記あてにお送り下さい。【はがき】 〒100-8502（住所不要）東京新
聞広告局営業推進部「特別区長会 就労支援シンポジウム」係【FAX】 03-
3502-7227【インターネット】 東京新聞TokyoWeb

昨年 12月の区制 80周年記念ミュージカルの時に
作った「あらかわもんじゃマップ」ただいま発売
中！最新の荒川区内のもんじゃ店の位置情報が確
認できます。（A3、8折り、限定 1,000 部、有料配布）

最近の荒川区

 1 月 14 日の成人の日は大雪
でしたが、振袖、袴、新しい
スーツ等を着た新成人が多数
集まり、サンパール大ホール
で式典が行われ、1,678 名の
門出をお祝いしました。
　1月 12日、日暮里サニー
ホールで、作家の柳田邦男氏を迎えて、「柳田邦男大賞」
の授賞式を行いました。柳田氏に手紙を送る形でで応募し
ますが、子どもの部の大賞は、峡田小 5年生徒が「百羽の
ツル」の感想を、一般の部の大賞は 3歳の子どもと「なつ
のあさ」を読んだ経験を書いた方々が受賞しました。
　「第 1回新製品・新技術大賞」が決定しました。最優秀

賞（荒川区長賞）は、大東工業（株）の「耐熱シールレス
ギアポンプ」、優秀賞に（株）日興エボナイト製造所、精
電舎電子工業（株）、スターメディカル ( 株 )、入賞に富士
紙工（株）、（株）電菱、（株）テクノキャッチ、（株）ハセ
ベ、（株）大洋技研が受賞しました。
　尾久の原公園は東京都の土壌調査のため、利用が禁止さ
れています。現在建設中の東尾久浄化センター建設用地か
らダイオキシンが検出されたことから、隣接する尾久の原
公園と区立東尾久運動場も念のため調査することとなった
ため、当分の間、利用が禁止になりました。

（2013.1.14：記録的大雪、明治通りにて） 


