2017 年 1-2 月
2017 年がスタートしました。今年のお正月三が日は No.
たいへん穏やかな良いお天気で、何か良いことの起こ
りそうなと思いつつ、初詣に行ってまいりました。日
常生活の豊かさを実感しつつ、安
心して暮らせる荒川区にしたい。
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荒川区議会の「2 月会議」が開催されます！

（2017.1.1 尾久八幡神社）

荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 14 日～
3 月 15 日にかけて行われます。また、2 月 23
日～ 3 月 9 日にかけては、今年春からの予算
に関する特別委員会が開催されます。議員と
行政、全員参加の議論はとても熱心に行われ
ます。新規事業も始まります。ぜひ傍聴にお
越しください。

ＪＲ日暮里駅北口、2020 年までにバリアフリー化！
平成 27 年 7 月に自由民主党荒川区議会議員団で、ＪＲ東日本に要望をしていたＪＲ日暮里駅の
北口のバリアフリー化の整備を 2020 年までにＪＲ東日本が実施するとの回答がありました。谷
中方面の出入り口が階段のみだったものを半分エスカレーターにし、下御隠殿橋への出入り口も
これまで階段のみだったところにスロープを設置することになりました。その他、改札内のエキ
ュートの面積が広がり、改札内と西口駅舎のトイレが美化され、西口駅舎につながる通路が避難
誘導路になります。

ゆいの森あらかわ 3/26ＯＰＥＮ！
図書館・吉村昭記念文学館・子ども育成施設を
備えた ゆいの森あらかわのＯＰＥＮがいよいよ
迫ってきました！ 1 月末までに建物は完成、60
万冊の蔵書を徐々に運び込み、各階の読書もでき
るテラスには 100 種類以上の植栽をします。エン
トランス近くには「カフェ・ド・クリエ」が入り、
2 階には吉村昭の書斎が再現され、3 万冊の絵本
館や交流遊び場（乳幼児）ができます！乞うご期待！

（2016.12.6 ゆいの森あらかわ建設現場）

「荒川区学校教育ビジョン」( 素案 ) パブリックコメント募集中！
閲覧は区役所 3Ｆ・小中学校・図書館・ＨＰにて。1/27 まで

自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
twitter：akedoma

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●冬の星空観察参加者募集 1/30〆 ＊2/3 あらかわエコセンター ( 雨曇天翌日 )
●奥の細道矢立初め全国俳句大会作品募集 1/20〆＊3/26 表彰式
●「第 22 回ディスカバーあらかわ」絵画等作品募集 2/1〆
●認知症予防講演会参加者募集 ＊2/14 ムーブ開催 ＊申込順 150 名無料
●豊島・北・荒川区 起業家交流会参加者募集 ＊2/6〆 2/13 開催
●障がい者スポーツフェスティバル参加者募集＊2/5 開催予約不要
●川の手荒川まつりのパンフ掲載広告募集 2/3〆＊4/29 開催
●禁煙チャレンジャー 100 名募集 ＊禁煙外来補助 1 万円まで 1/2or 全

エントランス

荒川区内いろいろイベント！ →詳しくは HP 等で
●荒川ふれあい寄席 ＊定員 60 名無料
◆2/14 14 時 - ◆汐入ふれあい館 （南千住 8-2-2）
●にっぽりマルシェ ＊物販・ステージ
◆1/21・22 10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●お口と食事の元気塾 ( 後期講座 ) ＊65 歳以上 30 名無料
◆1/19 14-16 時 ◆南千住駅前ふれあい館 （4 月以降尾久開催）
●女性のための就活力アップセミナー ＊求職・再就職を考える 50 名無料・1/25〆切
◆1/26 13-15 時 ◆ムーブ町屋 3F ムーブホール

1Ｆ総合窓口

ゆいの森あらかわの工事現場（昨年⒓／６現在）

2017 年 1-2 月

12
／

●中高生リーダー養成講座「笑顔クリエイターになろうよ。」
◆1/22 13 時半 -16 時半・1/29 11-15 時 ＊30 名・保険 3 百円
◆尾久ふれあい館 ＊レクリエーションプログラムの立て方等 1/13〆切
●平成 29 年度母親学級 ＊はじめて出産する妊婦さん対象
◆日程はＨＰで （出産月によって）5 日間 13 時半 -16 時
◆がん予防健康づくりセンター ＊先着 30 名
●あらかわリサイクルセンター工房・教室 ＊要申込
■1/10・24 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5 以上 定員 6 名）
■1/19 14-15 時半 紙漉き （1 回定員 10 名程度）
■1/18 14-15 時半 サンドブラスト （1 回定員 10 名程度）
■1/11・25 14-15 時半 キャンドル （1 回定員 10 名程度）
■1/12・26 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1 回定員 10 名程度）
■1/17・31 14-15 時半 ガラスの置物 （1 回定員 8 名程度）

吉村昭の書斎

●荒川台東七福神商店街めぐり ＊スタンプラリー・セール・抽選
◆1/15-2/12 ◆区内 14 商店街
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー ( サンパール 2Ｆ)
◆「新年だヨ！妖怪かるた大集合 !!」1/6-27 9-20 時
＊要申込
●ぎゃらり〜アニモ ( 南千住 2-22-1）

■
「ひぐらし亭」1/22 12-14 時 15 名定員・2,400 円 三河島菜
■
「ひぐらし茶屋」1/26-29 11-18 時（カレー・菓子・飲料…）
（↑予約なしでＯＫ）
→http://www.t-horizumi.co.jp

●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料
■
「さやか 小方尚子写真展」2/7-12 13-20 時 （最終日 -18 時）
→http://www.ogumag.com/

ワークショップ・ルーム
商店街多目的スペース

「俳句deあらかわ名所づくり」の選ばれた56句が都電に掲載！（2017年2月末まで） 熊まねき堂 （1 月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3 軒目
俳句掲載の都電は今どこ走ってる !?
◆1 月 10 日 ( 火 )13 時半 -15 時
http://arakawa-machinoeki.com

都電運行情報サービス

「荒川コープ・カフェ」 参加費：100 円 ( おやつ付 )
本行寺

改装工事

荒梅雨や

竹
( 野美恵子・町屋６

昼灯す

日暮里駅や

日暮里駅

撮り鉄の

髙
( 仲絹・東尾久５

大夕焼

いっぱい遊ぶ

あらかわ遊園

遊園地

た
( けちゃん・荒川７

◆1 月 23 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」
「ばんざい体操」参加費：100 円 ( おやつ付 )

)

)

)

ピング都電の車両は 8503 号！

夏休み

↓
車両検索
↓
車号
↓
8503
↓
検索 荒川区の「俳句のまち」ラッ

◆1 月 28 日 ( 土 ) 11-15 時「わくわくマーケット」
あらかわ遊園

太田道灌像

本行寺

商店街イベント：1/15-2/12「荒川台東七福神商店街めぐり」

あらかわ区まちの駅ネットワーク
後援：荒川区 協力：荒川区俳句連盟

問合せは明戸まで！

46 歳。
現在 3 期目。

