2013 年 11-12 月
11 月に入ってやっと木々も色づいてきましたが、いかが
お過ごしでしょうか？…今年も残すところ 1 ヶ月余りとなり
ました。荒川区議会も来年からは通年議会になるので、
第 4 回定例会としては最後になり
ます。ぜひ傍聴にお越し下さい。

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 27 日〜 12 月 9 日の会期で行われま
す。荒川区議会は来年から通年議会になるので、第 4 回定例会としては最後

明戸まゆみ、
一般質問します

になります。今定例会で私、明戸まゆみは一般質問を 1 時間行う予定です。
ぜひ傍聴にお越しください。議案は、今のところ、区職員の災害復興のため
に派遣される場合の派遣手当、勤務・休日・休暇の期間の会計年度への変更
の条例改正等が予定されています。

11/28 （木）

ます。しかし、たいへん緊張しました。

詳細未定：問合せ先は
議会事務局 3802-4624

13 時から
1 時間
10 月 8 日の第 3 回定例会の決算認定で、自民党を代表して賛成討論をさ 荒川区役所 5Ｆ
本会議場
せていただきました。機会を与えてくれた同僚議員のみなさまに感謝いたし

三河島駅南側再開発、ただいま建設中！

（2013 年 9 月）

ＪＲ三河島駅の再開発ビルが建設中で、だいぶ高くなっ
てきました。34 階建てで、3Ｆより上が集合住宅、1・2Ｆ
が商業施設になりますが、テナントは、コンビニ・弁当・
ファーストフード、飲食店と内科・耳鼻科・整形外科、小
児科皮膚科等のクリニックモールが入る予定になっていま
す。営業開始は平成 26 年 10 月 1 日の予定です。

Ｈ24 年度の決算委員会でこんな質問しました！
【総務費】①危機管理費：避難所開設訓練について、避難所運営委員会と避難所運営マニュアルの
あり方 ②先日発表された東京都の地域危険度：「避難活動困難度」についてと「永久水利」第 2
段整備について ①文化振興費：「ディスカバーあらかわ」事業とデジタルアートのコンテストの
可能性について【衛生費】①災害時における動物救護について：今年 3 月に行われた講習会の開
催状況と動物用応急救護セット等備蓄の整備について【土木費】①「バラの市」の開催状況と開催
日程を 2 日間へ、バラの販売方法、バラの市応援し隊の協力店舗の範囲が広範囲なので、レンタ
サイクルの検討、②日暮里駅前広場に仮設の観光案内所の設置の検討【教育費】①社会教育費：コ
ミカレについてと、⑤松尾芭蕉のプレイベントに際して「奥の細道」の出発地についての資料集約
とパンフレット作成について

荒川遊園スポーツハウスプールは来年 2 月再開になる予定です。
ご迷惑おかけします…尾久の原公園は来年度中になる模様。
自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
twitter：akedoma
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平成 26 年度の予算要望を提出！

（2013.9.18：区長室）

今年も区民・業界団体等のみなさまのご意見を踏ま
えて、平成 26 年度の予算要望書を 9 月 18 日に提出
させていただきました。主要項目として、①「行政改革
推進計画」策定、②2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピック運動の展開、③木造密集地域の解消、防災区民
組織の一層の強化等、④荒川 2 丁目文化・子育て融合施
設の建設、⑤南千住リサイクルセンターの早期建設、⑥
若者の就労支援充実です。

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で 荒川区内いろいろ募集！ →詳しくは区 HP 等で
●リサイクル工房

●第 3 回あらかわ絵手紙コンテスト作品募集（11/30〆切）

「余り毛糸で編む帽子」
（15 名）
◆11/14・21（木）←無料
「着物のリフォーム （ワンピース）」
（10 名）
◆11/18・25（月） ●第 19 回ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」
作品募集 ◆区の風景・風物をテーマとする絵画、版画、
「包装紙で作る干支の年賀状」
（15 名）
◆11/28（木）←無料↑

彫刻、染織など未発表のもの（〆切 来年 1/30）
●いきいき介護ボランティア説明会 （区内在住 65 才以上）
●あらかわ NO! メタボチャレンジャー〜血糖改善コース〜
◆11/18・12/13（月）10-12 時 ◆区役所 3Ｆ304
＊申込なし
●荒川区地域猫セミナー（定員 50 名無料）
◆12/8( 日）13 半 -16 時 ◆日能研同ビル 6Ｆホール

＊講演会・意見交換会

（荒川区西日暮里 5-38-5）

●荒川ふれあい寄席（入場無料・先着 60 名）
◆11/26( 火）14 時 - ◆夕やけこやけふれあい館
●あらかわエコフェスタ〜食からはじめるエコライフ〜
◆11/24( 日）11:00-14:00 ◆あらかわエコセンター

ミニパンケーキ作り、エコクッキング、スタンプラリー
間伐材コースター・クリスマスリース・飾り作り

◆運動編 12/1（日）◆町屋ふれあい館多目的室 各 30 名募集
◆食生活編 12/8（日）◆生涯学習センター大会議室 先着順無料

●65 歳からの健康づくり ( 男性編 ) 参加者募集 先着 30 名無料
◆11/28、12/5・19（木）10-12 時 ◆尾久ふれあい館 4Ｆ
●荒川バラの会会員募集（随時募集）＊現在会員は 67 名
●第 2 回ドッヂビークリスマス大会参加者募集（〆切 12/10）
◆12/22（日）13-17 時 ◆総合スポーツセンター 2Ｆ
●たんぽぽセンター非常勤職員 ( 理学療法士 )1 名募集（急募！）

●区立小中学校特別支援教育補助員・介助員（臨時職員）5 名募集（急募！）
「食と環境の講演会」13-14 時半 （要予約、〆切 11/11）
●人権週間事業講演会参加者募集（11/25 必着）抽選 200 名
◆講師 : 野菜スイーツ専門店のシェフ柿沢安耶氏
「君たちはどう生きるか〜人生物語の主人公になるために〜」
●防災・減災まちづくりフォーラム（入場無料・60 名）
◆講師：清水康之氏
◆11/23( 土・祝）13-16 時 ◆アクロスあらかわ
（ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンク代表）
●パネル展「俳句を訪ねる小さな旅 - 芭蕉・梅翁・一茶」 ◆実施日：12/5（木）14-16 時 ◆サンパール大ホール
◆10/16-12/1( 日）9:30-17:00 ◆ふるさと文化館
●児童虐待予防講演会
（先着 70 名無料）
◆講師：西澤哲氏（山梨県立大学教授）
◆11/29( 金）14-16 時 ◆アクロスあらかわ

陶芸教室、 生徒募集！ （随時）

●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー ( 入場無料）
「飯村健二・金井麻央作品展」
（彫刻） （最終日 15 時）
◆12/4-15( 水 - 日）9-18 時 ◆サンパール 2Ｆ

ぐい呑み、
お茶碗
お皿 楽しい
花器 ですよ！
香炉等々
自由な発想で！

●ＯＧＵ ＭＡＧ
（ものづくり展示スペース）
■
「長船恒利 眼の眺め」「写真の哲学者」長船恒利の回顧展
◆11/12-24( 火 - 日 ) 13-19 時＊詳細は
→http://www.ogumag.com/

◆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

あら坊スマートフォンケース
10月1日から販売開始！
（i Phone5、i Phone5sに対応）

「プレミアム付き区内共通お買物券」 500 円券
12 月 1 日（10 時）から各商店街で販売！ 22 枚綴り

倉壱産業（株）（荒川区東日
暮里1-11-16）の店頭か区役所
地下売店で販売！
価格：￥3,800

ジョイフル三の輪・まちやアベニュー・おぐぎんざ・熊野前
「使って！マイバッグ」
キャンペーン
問合せは明戸まで！
（11/1〜12/31）
43 歳。
現在 2 期目。

