2014 年 9-10 月
例年になく涼しい 9 月ですが、いかがお過ごしでしょう
か？ 9 月といえば防災訓練ですが、消火・救命救助の他に
最近では避難所開設訓練も地域ごとに行っています。
お近くの防災訓練に参加して、い
ざという時のために備えましょう。

荒川区議会の「９月会議」が開催！
荒川区議会の定例会「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。今回の案件は駐輪所や区民住
宅、ホール、ふれあい館、学習センター、自然の家、清里高原ロッジの指定管理者の指定、「子ど
も・子育て支援法」の施行に伴う保育の必要性の認定基準、保育園・保育ママ・学童の運営基準、
子どもの医療費助成の第三者に対する求償の規定、薬事法改正に伴う手数料の変更、いわゆる
「番号法」に関する評価・点検を「区個人情報保護運営審議会」で所管事務として追加する、（仮称）
荒川二丁目複合施設の建設工事の請負契約等です。補正予算は、町屋と東尾久の認可保育園の用地
取得と開設支援（6 億 3 千万円）、基金積立、国保・介護保険
決算委員会 1 日目の 26 日に
の清算等で、一般会計で 25 億 8 千万円余が計上されています。 明戸まゆみ総括質問します！

都立尾久の原公園の工事が今年 11 月から
区民の皆様にご不便を掛けていた都立尾久の原公園ですが、ダイオキシン対策の工事が 11 月
から始まります。土の部分は 50cm の良質土での覆土、アスファルトまたはコンクリート部分は、
アスファルトが 3ｃｍ以上、コンクリートが 10ｃｍ以上で被覆されることになります。工期は来
年の 3 月までです。隣の「区立東尾久運動場」とその周辺についても同様です。池の部分につい
ては、都の環境審議会で方針がまだ決まっていないそうです。

最近の荒川区 急増する「オレオレ詐欺」などの被害に合いやすい高齢の区民を守ろうと「特
殊詐欺根絶荒川区民大会」8 月 5 日に行いました。23 人の町会・警察等の代表者による「特殊
詐欺根絶荒川区民会議」を発足、
「特殊詐欺根絶推進員」の訪問によって、高齢の住民との信頼
関係を築く。
◆9 月 1 日より日暮里駅近くのりそな銀行の上階に「日暮里わかものハローワー
ク」
「マザーズハローワーク日暮里」がオープンしました。
「マザーズ」には子どもの授乳や託
児ができる。
◆区内の小中学校の生徒に使用時 1 人 1 台体制で「タブレットパソコン」が配布
されました。この日のために先生達に対する研修会
を夏休み中に行い、万全の準備をしてきました。検
証はこれからです。
◆平成 28 年度開設予定の「荒川
区リサイクルセンター」の計画が進んできました。
場所は南千住の白鬚橋の西側です。びん、缶、ペッ
トボトル、白色トレイ、蛍光管、廃食油、中型家電
の中間処理をする場所となります。区民や区内学校
が見学できるものにいたします。
特殊詐欺根絶荒川区民大会（2014.8.5 ）

自民党に新しい風を！
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荒川区内いろいろイベント！ →詳しくは HP 等で
●荒川の猫写真展 「あらかわのねこ」＊カメラマン
広安省吾氏による
◆9/8-12 ◆JR 日暮里駅西口周辺
◆9/16-26 8:30-17:15 ◆荒川区役所 1Ｆロビー
●
「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
●第二回にっぽり炭坑節まつり（物産展・展示・踊り）
◆9/20[10-20 時 ]・21[11-20 時 ] ◆日暮里駅前広場

( 仮称）荒川二丁目複合施設
荒川二丁目複合施設（図書館・吉村昭記念館
・子育て施設）の建設工事事業者が 9 月 3 日の
入札で決定しました。地上 5 階建て、平成 29
年度に開設予定です。

●ふれあい寄席 ＊先着 60 名無料
◆11/25（火）14 時 - ◆夕やけこやけふれあい館
●1964 年東京オリンピック・パラリンピック 50 周年記念
◆9/26-10/17 9 時半 -17 時◆荒川ふるさと文化館パネル展
●汐入水辺フェスタ＊みなせんまつり・隅田川夕日見同時開催
◆10/13 10-15 時 ◆都立汐入公園（南千住 8-13）
＊水辺のファミリーコンサート、夕日見クルーズ等々
●南千住ぶらり下町音楽祭 （要パスポート）
◆9/23 12:50-17:30 ◆魚屋・元銭湯等 5 ヶ所
●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
●NHK 関連文化講演会「菱田春草展」（要予約、9/12〆切）
◆10/1 16-17 時半 ◆荒川区立生涯学習センター
●第 5 回荒川フードフェスティバル＊飲食、もんじゃ、ステージ
◆9/28 10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●ＯＧＵ ＭＡＧ
（ものづくり展示スペース）入場無料
■三輪奈月 齊藤理紗「よのなかほかほかなのよ」
◆9/18-23 13-19 時 ＊詳細は→ http://www.ogumag.com/

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●愛犬との暮らし方教室 9/20・10/4 開催 参加者募集 9/16〆
●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）
●ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」作品募集
●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 7 回柳田邦男絵本大賞」作品募集（9/30〆）
●「第 27 回都電荒川線写真コンテスト」（9/30〆切）
●「第 3 回南千住検定」受検者募集 10/18 講座 11/8 試験
●禁煙チャレンジャー募集（定員 100 名）
●ひざ痛予防教室（4 日制）参加者募集 9/17・25・10/10・17 開催
●アクティブシニアの地域孫育て講座参加者募集 9/13 開催
●介護保険課非常勤職員 1 人募集（9/12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）
●家庭教育学級（秋季）乳幼児コース参加者募集 9/12・19 開催

来年の 4 月から 1 年間サンパール荒川
が大規模修繕のために全面休館になり
ます。ご迷惑おかけします。

（建物イメージ ）

南千住セメントサイロ跡
南千住のＪＲ貨物駅の敷地内のセメントサイ
ロ跡の使い道が決定しました。多くの案があり
ましたが、
「ホームセンター（駐車場を含む地
上 5Ｆ）
」と「カフェ」
「飲食店」の 3 つの建物
を配置し、真ん中に広場を設けるという案にな
りました。

陶芸教室、 生徒募集！ （随時）

こんな精巧な香炉もつくれるようになります↑

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！

◆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
問合せは明戸まで！

43 歳。
現在 2 期目。

