
　立春も過ぎ、もうすぐ春だなぁと思っていたら、45 年ぶり
の大雪が区内にも降りました。いかがお過ごしでしょうか？
…子ども達は雪だるま作りで大忙しだったようです。
2月には予算に関する特別委員会
も開催されます。ぜひ傍聴に！

第 1回定例会が開催されます！
　荒川区議会の平成 26年度の第 1回定例会は、2 月 19 日～ 3月 17 日にかけて行われる予定で
す。施設や道路用地で補正予算が 10億円余、スポーツ振興基金や国保料等の条例についても審議
されます。今回は 2月 27日～ 3月 11日に、来年度の予算を議論する「予算に関する特別委員会」
が開催されます。平成 26年度の予算は 932 億 4千万円で過去最大、主な内容は以下の通り。
　4月に開設する 3園と 7月開設の 1園の認可保育園の整備、来年度に向けて町屋保育園の定員
拡大等（9億 3千万円）、3校で追加実施する放課後子どもプラン（5億 2千万円）、病後児に加え
た病児保育事業（879 万円）、地域子育て交流サロン東日暮里 1ヶ所に開設（1,794 万円）。小中
学校でタブレットＰＣを活用した学校教育の充実（7億 9千万円）、学校図書館利用のさらなる充
実（267 万円）、「あらかわ寺子屋」の全校実施（1,033 万円）。西尾久の区民運動場の開設（4億
5千万円）、図書館を含む荒川 2丁目複合施設の整備（25億）、サンパール荒川の改修（10億）、
三河島駅前自転車駐輪場開設（2,967 万円）。「奥の細道千住あらかわサミット」開催
小規模事業者経営力強化支援（1億 3千万円）、商業者支
援（1億 2千万円）、中小企業融資（13億円）、障がい者

就労支援（3,881 万円）。三河島南地区再開発（4億 3千
万円）、不燃化特区整備促進事業（7億）、永久水利を活
用した地域消火・送水ネットワークの構築（8,090 万円）。
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自民党に新しい風を！
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尾久の原公園の「しだれざくらまつり」は 4月 5日に開催決定！

第 4定例会でこんな一般質問しました！
①若者・生活保護・障害者の就労支援について ②区民の体力向上について（1）運動嫌いをなく

す幼稚園の体育施策について、（2）ボール遊びのできる場所の整備について、（3）学校施設（体

育館）の貸し出しの仕組みの改善について。③副校長先生の多忙感解消のために（1）経営支援組

織の専任支援職員の設置状況、（2）学校支援ボランティアの登録窓口設置の検討 ④小中学校の
タブレット PC導入について（1）タブレット PC 導入にあたっての検証、（2）タブレット PC の活

用として ①ドリルで学力向上、（3）②「デジタルアート・コンテスト」の実施、（4）人間力を育む

「遊び」の普及について ⑤「（仮称）あらかわ したまち博」実現に向けて（1）区内の観光の全担い

手（商店街・寺社・マイスター含む）による会議体の必要性、（2）区全体の魅力を発信する「（仮

称）あらかわ したまち博」の開催（3）マップづくりの契機をつくるオープンデータの取り組み　

4-27-8-303

（2014.2.9：区内公園にて） 

感染性胃腸炎やインフルエンザが流行して
います。手洗いうがいを心がけましょう。

（雨天
 順延）

（1,367 万円）。
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43歳。

荒川区内いろいろ募集！
●健康づくりグループ活動の支援（講師料助成等）随時受付
●あらかわ文化イベント企画応援プロジェクト 2014
　企画募集　◆グランプリは上限 50万円補助で開催支援　
●「人とつながって生きるって幸せ」参加者募集（2/21〆切）
　～写真家が魅せられたブータン人の生き方～　講師：関 健作氏
　◆3/23（日）①13:30-、②15:15 ◆サンパール荒川①3Ｆ、②6Ｆ
●猫との暮らし方教室参加者募集 50名募集（2/26〆切）
　◆3/1（土）13:30-15:30　◆区役所北庁舎 101 会議室
●自然にやさしいお洗濯とコネコネ石けん作り（3/4〆切）
　◆3/15（土）13:30-15:30　◆あらかわエコセンター 2Ｆ 
●介護保険課非常勤職員（ケアマネ資格）1名募集（2/28〆切）
●児童指導員 3種（非常勤）1人募集（3/7〆切）
●特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児休業補助教員採用
　候補者募集（6/2-3 必着）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 →詳しくは区HP等で

荒川区内いろいろイベント！
●荒川ふれあい寄席（入場無料・先着 60名）
　◆2/18( 火） 14 時 -  ◆汐入ふれあい館（南千住 8-2-2）
●街なか商店塾 （受講料無料）バレンタインデー特集講座等
　◆2/8-3/15  ◆区内商店街 39店舗全 57 講座
●第 49回あらかわ青年大会～愛と平和の野音祭～
　◆3/22( 土） 11:30-16:35 ◆あらかわ遊園アリスの広場
●これからの終活、老後のすみ家 （30 名参加無料）
　～（高齢者住宅）契約前のトラブル防止のポイント！
　 ◆2/27 13:30-15:30 ◆セントラル荒川ビル 4F
●楽噛み料理講座 （30名参加無料）＊料理教室ではありません
　◆3/3（月）14-16 時 ◆区役所北庁舎 1Ｆ 
●第 2回荒川区分譲マンションセミナー （80名参加無料）
　（対象：管理組合役員・区分所有者・購入予定者）
　◆3/15（土）13:30-15:30 ◆区役所 3Ｆ 
●荒川ふるさと文化館企画展「番付から見るあらかわ」
　◆2/8-3/23 9:30-17:00  ◆ふるさと文化館 入場料 100 円 
●桜色に染まる花見寺巡り” 路地裏てくてくツアー
　◆4/4（金）13:30-16:30 ◆ＪＲ日暮里駅集合 費用 500 円
●隅田川妖怪絵巻ワークショップ （ＮＰＯ法人千住すみだ川）
　謡曲「隅田川」で非業の死を遂げた「梅若の足跡をたどる」
　◆3/23 14-17 時  ◆ＪＲ南千住駅西口集合　
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー ( 入場無料）
　■写真展「ブータンの笑顔、あらかわの笑顔」◆2/17-23
　■荒川シルバー大学「写真教室」第二回作品展◆2/26-3/3
　■尾身周三絵画展 （都電沿線・里山風景等）◆3/5-23

●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）入場無料 
　■ＯＧＵ ＭＡＧ ブックフェア ◆2/22-23 13-19 時
　■『ローレンツ氏の蝶』小平雅尋写真集映像上映
　　2/22 17:00-　　　　＊詳細は→

 →詳しくはHP等で

現在 2期目。

　http://www.ogumag.com/

陶芸教室、 生徒募集！ （随時）

◆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

ぐい呑み、
お茶碗
お皿
花器
香炉等々
自由な発想で！

楽しい
ですよ！

問合せは明戸まで！

自民党荒川区議団、東京都に要望書提出！

　1 月 10 日に、自民党荒川区議団で東京都環境局長、

建設局長、財務局長に対して、都立尾久の原公園及び

荒川区立東尾久運動場多目的広場のに向けた要望書」
を提出してきました。全面再開に向けての早い対応を
行うよう要望するとともに、飛散防止がされているア
スファルト園路の解放や、来年の 4月に開催予定の
「シダレザクラ祭り」に合わせて通路を一時解放するよう要望しました。

2013 年

フィリピン台風救援金募集
●区役所 ・ 区民事務所 （-2/20）
●郵便局振込 （-2/28）
　日本赤十字社 口座番号 ： 00110-2-5606

「2013 年フィリピン台風」
明記、 振替手数料は免除

第 5 回あらかわ緑 ・ 花大賞決定
一般部門 ： 町屋 4 名、 南千住 2 名

緑のカーテン部門 ： 株式会社南進堂書店、 ほか 2 名

街なか花壇部門 ： 西尾久四丁目町会、 ほか 2 団体

おめでとう

ございます！

パブリックコメント募集！

●東京都市計画地区計画　「尾久中央地区地区計画」
　(東尾久 5丁目全域、西尾久 1丁目と西尾久 2丁目一部）（2/12-26）

●( 仮称 ) 荒川区リサイクルセンター整備に係る生活環境
　アセスメント （2/4-3/5）
●平成 26 年度荒川区食品衛生監視指導計画（案）（2/28〆切）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

（要予約 20名）

（15 名参加無料）

（3/31〆切）

こんな精巧な香炉もつくれるようになります↑

（絵 3入替）


