2014 年 11-12 月
今年も早いもので、あと 2 ヶ月となりました。一雨ごとに
冬に近づいているようです。寒さが急にやってくると紅葉が
きれいになると言われますが、今年はきれいになるの
ではないでしょうか。寒くなって
きました。ご自愛ください。

荒川区議会の「11 月会議」が開催！
荒川区議会の定例会「11 月会議」が 11 月 27 日〜 12 月 9 日にかけて開催されます。私も 27
日か 28 日に一般質問をすることになりましたので、原稿を考えているところです。条例審査の主
な議題は、区民住宅の入居要件の緩和に関する条例、学童クラ
ブの延長利用の規定、西尾久 3 丁目の区営運動場の使用料、荒 明戸まゆみ一般質問！
川 2 丁目の複合施設の電気・空調・給排水・昇降機の工事の入 11/27 15 時 本会議場にて
ぜひ傍聴にお越しください！区役所 5F へ
札、補正予算等（東日暮里 6 丁目私立認可保育園開設援助）。

「荒川 2 丁目複合施設」愛称募集終了！
図書館、吉村昭記念文学館、子ども施設を一体化させた（仮称）荒川二丁目複合施設の整備を
進めています（平成 28 年度オープン）。建物の建設業者が決まり、電気・空調・給排水・昇降機
工事の業者さんも決まりました。つい 11 月 18
日が〆切で、この施設が区民の皆さまに長く愛
され、親しまれるよう施設の愛称を募集してい
ました。良い愛称がつくように願っております。
この施設は、地上 5 階建て、57 万冊の蔵書や
700 席を超える閲覧席を整備します。上階のテ
ラスに緑を配置し、快適な読書空間になる予定
です。1 〜 2 階吹き抜けのホールでは様々な催
し物もできるようになります。1 階のエントラ
ンスにはカフェ（12/8 まで事業者募集中！）
も併設する予定です。
（建物イメージ ）
荒川区メールマガジンカンタン登録方法

決算委員会こんな質問しました！

携帯メールなら 116arakawa@sg-m.jp
に空メールを送付！ＰＣ用もあります

総括質問：①オリンピック・パラリンピック開催を見据え
て、日暮里駅前に観光案内所の設置、
②災害時にも役立つ荒川区のメールマガジン登録促進に
ついて（防災や区報の情報に加えて、子育て支援情報や健康情報も選択できるようになります）
、
③補助 193 号線（旭電化通り）の道路拡張に伴う商店街を含むまちづくりについて。総務費；
広報費：①
「言語バリアフリー」の概念と「やさしい日本語」による区役所への案内について、
②防災無線の内容の区ホームページへの表示（実現！）
、危機管理費：西日暮里駅周辺の「土砂
災害危険箇所」について。産業経済費；産業経済費：道路拡幅工事に合わせて商店街振興計画
の策定、観光振興費：①日本政府観光局（JNTO）認定の「外国人観光案内所」について、
②荒
川区の「昭和」のまち歩きについて。教育費：①学校安全対策費：①学校安全ボラン
ティアについて、
②セイフティ教室について、
③学校情報配信システムについて。
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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最近の荒川区 ◆現在、荒川区では 2 つの特区に採択されています。今年の 4 月に採択され
た「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」の不燃化特区に指定され、町屋尾久地区の木造密
集地帯の解消を進めています。10 月には「東京圏国家戦略特区」に指定されました。
「世界
に開かれたまちＡＲＡＫＡＷＡ」を①ベンチャー企業の起業促進、
②うるおいのある都市空間
の整備、
③外国人来街者向けサービスの提供を提案しています。
◆
「荒川区新型インフルエンザ
等行動計画」が策定されました。新型インフルエンザ等の「等」には感染力の強いエボラ出
血熱等の感染症も含まれます。感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護す
る。区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最少となるようにする等の目的で、感染拡大防止
策や区民相談、医療体制について行動計画を立てています。
◆いよいよ近づいてきた「奥の細
道千住あらかわサミット」ですが、矢立初めの地として松尾芭蕉のブロンズ像（本体 1m90
㎝）を制作することになりました。来年 1 月頃、南千住駅前に設置予定です。
今年もプレミアム付き区内共通お買物券販売！ 11/30 10 時より 各商店街にて

（1 冊 1 万円５00 円 ×22 枚）

荒川区内いろいろ募集！

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で

→詳しくは区 HP 等で

◆12/10 13- ◆ムーブ町屋ムーブホール

要予約）

陶芸教室、 生徒募集！ （随時）

●尿失禁予防講演会参加者募集
◆12/12 14-16 時 ◆男女平等推進センター ( アクト 21)
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー（サンパール 2F）9-17 時
◆11/19-30 「家族日和・カメラびより」展
◆12/3-14 「アーツ & クラフツ荒川」展 ＊いずれも無料
●ギャラリー animo （南千住 2-22-1）http://www.t-horizumi.co.jp/
◆12/5-7 Happy Holiday ！手づくり一点もん イベント
（展示・販売）

作品展の様子。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！

（仮称）地域包括支援センターが実施する包括的 ◆毎週土日 （不定期）◆陶芸俱楽部「彩」（東尾久 4-21-2）
支援事業の人員等の基準に関する条例（案）の ◆申込み：090-4423-8965（若山まで） 小料理「司」裏手
パブリックコメント実施（12/2-19・区役所他）
問合せは明戸まで！

44 歳。
現在 2 期目。

←今年度限り

●防災・減災まちづくりフォーラム 講演：今すぐできる普段からの ●「矢立初めの地あらかわフォト俳句コンテスト」（11/30〆）
◆12/6 14-16 時 ◆センターまちや 3F ムーブホール 備え ●荒川区高校入学資金貸付奨学生募集（12/1〆切）
●
「パネルディスカッション〜奥の細道 芭蕉旅立ちの謎に迫る〜」 ●荒川区清掃審議会（12/2）傍聴人募集 （当日受付）↓12/5〆
◆11/30 15 時半 -16 時半 ◆素盞雄神社 ＊70 名（11/14〆） ●都産技研見学ツアー （3D ものづくり・江東区）参加者募集
＊親子 15 組無料 ●税務事務アルバイト 14 名募集（12/5〆）＊来年 1/14-3/31 勤務
●第 4 回「もったいないから作ってみよう」
◆12/6 13 時半 -15 時半 ◆エコセンター＊チョーク作り ●青年社会貢献活動認証事業候補者募集（12/10〆）
●中学生ロボットコンテスト参加者募集（12/4〆切）＊中 1・2
●交流都市福島市物産即売会 ＊りんご、柿、野菜等
●環境区民大賞の候補者（個人・団体・事業者）募集 1/23〆
◆12/5 11 時 - ◆荒川公園内展示場（荒川区役所前）
●ディスカバーあらかわ「区内風景・風物展」作品募集 1/28〆
●荒川ふれあい寄席 ＊60 名無料
●中小企業融資 原材料・エネルギー高緊急対策融資 1/30〆
◆12/9 14 時 - ◆町屋ふれあい館（町屋 1-35-8）
●小規模事業者経営力強化支援事業補助 （設備 1/4 上限 100 万円）
●「モノ・道具・暮らし展 −昔の暮らしを調べてみよう−」
◆10/18-12/7 9 時半 -17 時◆荒川ふるさと文化館 入館料 100 円 荒川区年中募集！
●ばん座位体操フェスタ 2014 ＊小中校生のボランティアも募集 ●塾・講座・受験費用資金貸付募集＊収入制限あり扶養 1 人だと年収 260 万円
●雨水貯水槽設置費用助成募集 ＊半額助成（30 万円まで）
◆11/29 14-16 時 ◆首都大学東京荒川キャンパス食堂
●ひきこもり心理相談◆第 2 木曜 13:15-15 時 ◆障害者福 ●生ごみ処理機等購入費助成募集 ＊半額助成（2 万円まで）
ひきこもり家族教室◆11/25◆アクロスあらかわ 祉課 ●保養所（那須・熱海）利用者募集＊抽選・区民割引あり
●ドッヂビークリスマス大会 ＊小学生対象＊申込 12/10〆＊50 円 ●エコ助成（太陽光・蓄電・屋上壁面緑化等）募集
●耐震補強・建替えの助成募集 ＊1/2 〜 2/3 助成（年齢・住居形態）
◆12/21 12:50-17:00 ◆荒川総合スポーツセンター 2F
＊利子補給あり
＊無料・申込不要（託児は ●中小企業融資（運転・設備・ＩＴ・創業）募集
●マンスリー就職面接会（12 月）

