
　今年も暑い夏がやってきました。いかがお過ごしでしょう
か？子ども達も夏休みが始まって、楽しく宿題に遊びに精を
出していることでしょう。暑い日が続きますが、
お身体にご留意いただいて、
健康に夏を乗り切りましょう。

荒川区議会の「6月会議」が終了しました！
　荒川区議会の定例会「６月会議」が 6月 25日～ 7月 11日にかけて開催されました。私も委員
長として「委員長報告」を行いました。主な議題は、区職員の派遣や配偶者同行に関する条例、軽
自動車税に関する条例、尾久地域の地区計画による建築制限（交付日以降；面積の最低限度 60㎡、
通り毎の建物の高さ制限、道路に面する柵をフェンスとする、風俗店等排除、等）、尾久の区民運

動場の造成業者の決定、三河島駅前の駐輪場の指定管理業者の指定、議員提出議案では、「ウイル
ス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充」、「憲法改正の早期実現」、「手話言語法制定」、「地域包括
ケアシステム構築のための地域の実情に応じた支援」を求める意見書を可決しました。また、最終
日には副区長の選任同意も行いました。
　「９月会議」は 9月 11日～ 10月 15日で開催されます。このうち 9月 26日～ 10月 9日まで
で「決算に関する特別委員会」が開催されます。
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自民党に新しい風を！
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副区長が交代します
　これまでお務めいただいている 2人の副区長のうち、三ツ木晴雄氏の辞任に伴いまして、区の
総務企画部長の北川嘉昭氏が副区長に就任することになりました。北川氏は 1981 年に荒川区へ
入区、現在まで 32年間在職、副区長の任期は 8月 4日から 4年間です。

6/1 （日） 10 時～　　　　　　　　　　 荒川区では昨年から「医療費分析を踏まえた糖尿病重症化予防等の取組み」を行っ
ています。糖尿病重症化予防の対象者を抽出し、顕性腎症期の服薬管理、食事療法、運動療法等の
保健指導を実施することにより、対象者の方々の健康・生活の質を守るとともに、後発医薬品（ジ
ェネリック医薬品）の利用を勧奨する通知を送付して、医療費の軽減を図ることを目的として、43
万 5千件のレセプト（診療報酬明細書）を分析しました。重症化予防では主治医とも連携を図りな
がら、45名の方が応募され 43名が指導を終了し、ジェネリック医薬品の利用勧奨通知を約 2万 2
千人に送付した結果、4,485 人（送付者の 20.6％）がジェネリック医薬品への切替えを実施しまし
た。患者一人当たりの医療費が高額な疾病の予防をきめ細かに行うことで、3,743 万円の医療費の
軽減が図られました。 ◆町屋・尾久地区の密集住宅市街地の建替えや耐震改修を促進する業務を委
託する事業者が選定されました。豊島区に所在地のある（株）地域計画連合になりました。◆荒川
区のモノづくりの現場を見学・体験できる「モノづくり見学

・体験スポット」が、取組み始めてから 8年経ち、区内 23
ヶ所になりました。自転車、皮製品、三味線や金属加工やア
クセサリーづくりと、様々なバラエティのある現場を体験・
見学できるようになりました。 ◆荒川区自治総合研究所で
「親なき後の障がい者の支援に関する報告書」が完成しまし
た。 ◆7月 27日に地域振興功労者表彰式がありました。町
会自治会でご尽力いただいた方々 96名が表彰されました。
おめでとうございました。

最近の荒川区

熊野前商店街サンバ（2014.7.27 ）
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43歳。

現在 2期目。

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！

こんな精巧な香炉もつくれるようになります↑

荒川区内いろいろ募集！
●荒川コミュニティカレッジ第 5期生（10 月開講）募集
●「第 9回 TASK ものづくり大賞」製品募集（11/7〆切）
●「第 2回荒川区新製品・新技術大賞」募集（10/3〆切）
●荒川フードフェスティバル参加店舗等募集（8/28〆切）
●第 6回あらかわ「緑・花」大賞の候補募集（9/19〆切）
●「矢立初めの地あらかわフォト俳句コンテスト」11/30〆
●「第 27 回都電荒川線写真コンテスト」（9/30〆切）
●「第 5回あらぶんちょドラマチックフォトコンテスト」8/31〆
●禁煙チャレンジャー募集（定員 100 名）
●知的障がい・発達障がいのある子どものための学齢児
　セラピープログラム（音楽・アート）要予約
●区有地売却（日暮里の旧ひろば館跡地）（8/22〆切）
●被災建築物応急危険度判定員募集 （東京建築士会へ 9/10 必着）
　◆9/24 13:40-17 時  ◆都庁第一本庁舎 5F 大会議場
●身体障害者を対象とする特別区職員採用選考（9/28〆）
●汐入小特別支援教育補助員（臨時職員）2人募集
●汐入こども園非常勤保育士 1人募集
●延長保育のための保育士（非常勤）募集（随時受付）
●ハイツ尾竹（母子生活支援施設）非常勤（要資格）募集
●日暮里通所サービスで厨房職員（非常勤）募集

 →詳しくは区HP等で

荒川区内いろいろイベント！
●まちなか商店塾（55講座）食やファッションや技　
　◆8/2-9/7 （時間はそれぞれ）  ◆区内商店街の店舗
　（夏休み・ファミリー向け 20講座、一般向け 35講座）
●「都電荒川線スタンプラリー」 　◆8/1-9/15
  ◆沿線 4区の公共施設で 9ポイントためるとプレゼント　
●にっぽりマルシェ（物産展・ステージ）
　◆8/16・17（土日） 10-17 時  ◆日暮里駅前広場 
●ふれあい寄席　＊先着 60名無料
　◆8/5（火） 14 時 -   ◆尾久ふれあい館 
●「続 俳句を探ねる小さな旅－芭蕉・梅翁・一茶－」
　◆7/24-9/14 9 時半 -17 時◆荒川ふるさと文化館パネル展
●「がんばってます！福島」花もみもある福島市フェア
　◆8/9-10  10-16 時   ◆日暮里駅前広場
●今日から実践 ! 認知症予防 ( 認知症予防講演会 )
　 ◆9/4 14-16 ◆サンパール荒川 3Ｆ小ホール
●ひきこもり心理相談◆第 2木曜 13:15-15 時 ◆障害者福
　ひきこもり家族教室◆9/25◆アクロスあらかわ 　  祉課
●盆踊り（尾久地区） ◆尾久小・宮前小・九中  8/23-24
 ◆西尾久十町会  8/22-24 （あらかわ遊園運動場）
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー ( 入場無料） 
　■「第 26 回都電荒川線写真コンテスト」  ◆7/29-8/5  9-17 時

●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）入場無料 
　■「アラカワ・アフリカキャンプ」 
　◆8/20-25 13-19 時　＊詳細は→

 →詳しくはHP等で

　http://www.ogumag.com/

今年も「元祖・本家　あらかわ街なか
避暑地」やってます！暑い日は最寄り
の図書館かふれあい館へどうぞ！

明治通りの歩道橋撤去

東京都第六建設事務所が平成 27 年度末ま

での完了を目指し、東尾久 1丁目 21 番地

先にあります田端新町一丁目歩道橋の撤去

と、中央分離帯設置、横断歩道の設置を計

画しています。

子ども向けのイベントが目白押し！
●あらかわまるごと子どもミュージアム（23プログラム）
　◆7/19-8/30 の間に随時開催  ◆図書館・ふれあい館等
　＊カブトムシ観察、エコバッグ、陶芸、かき氷、科博等
●夏休み子ども博物館（6プログラム）　
　◆7/27-8/24 の間に随時開催 　◆荒川ふるさと文化館
●夏休みエコ教室（10プログラム）
　◆7/24-8/26  ◆あらかわエコセンター
●夏休み子どもリサイクル工房
　◆8/18 14-16 時  ◆あらかわエコセンター
●子ども向けレザークラフト教室（8/8〆切）費用 300 円
　◆8/18（10-12 時）・21（14-16 時）  ◆山吹ふれあい館
●夏休み！子ども文化探検隊（申し込み終了）
　◆8/6-8 の間に随時開催 　◆町屋文化センター
●「スタンプエコバッグ作り教室」（親子参加可）
　◆8/2 10-12 時・13:30-15:30　◆アクト 21  B2F ホール
●少年少女体験教室「大きな紙ヒコーキを作って飛ばそう」
　 ◆8/16 13-16 時 ◆産業技術高等専門学校荒川キャンパス
●イザ！カエルキャラバン（不要なおもちゃで防災体験）
　◆8/10 13-15 時  ◆尾久小学校ピロティ
●エコポスター・標語コンクール作品を募集（9/10 必着）
●水遊びできる公園（8/7 は天王公園は清掃のためお休み）
　◆7/19-9/7 10-16 時  ◆日暮里南公園・天王公園
●あらかわ遊園の子どもプール　   　↓（大人 350 円 / 日）
　◆7/19-9/7 10-16 時 ◆入場料：中学生以下 150 円

 →詳しくはHP等で


