
寒い冬を越えて、春の花が咲きはじめています。梅に
始まり、沈丁花、桜はこれから。何となく心がうきう
きしてくる季節です。3月は小中学校で卒業式、4月
には入学式。新しい出会いもあ
ることでしょう。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！
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荒川区議会の「2月会議」が開催されています！

　荒川区議会の「2 月会議」は、2 月

15 日～ 3月 15 日にかけて行われてい
ます。議案としては、居宅介護支援
の基準、包括外部監査、区職員の 28
名増、区職員・幼稚園職員の給与、
保育料、こども園の基準、介護保険、
介護予防支援事業の基準、後期高齢

者医療等の条例 、国の法整備に伴う
条例変更等がありました。
　また、2 月 26 日～ 3月 12 日にか
けては、今年 4月からの予算に関す

る特別委員会が開催されます。議員と行政、全員参加の議論がとても熱心に行われています。
ぜひ傍聴にお越しください。
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（2018.3.5 区役所前の梅）

平成 30 年度予算の主な事業！ 
●新尾久図書館の整備（5億 4万円）　新
●　　　日暮里地域活性化施設整備（4億 2千万円）
●タブレット端末活用の窓口サービス（668 万円）新
●街なか図書館の整備（177 万円）　新
●保育園 30年 4月 4園、6月 1園、31 年 4月 1園
　開設予定（定員計 313 名増）　（17億 9千万円）
●タブレット PCを活用した学校教育（5億 8千万円）
●学校体育館の空調設備の設置（931 万円）新
●児童相談所設置に向けた取組の推進（6億 2百万円）
●社会的養護の体制整備（271 万円）新
●協力家庭ショートステイ（217 万円）新
●産後ケア事業対象を全妊婦に拡充（1千万円）　新
●保育施設の安全対策強化（2千 5百万円）　新
●保育従事職員への宿舎借上げ支援（1億 4千万円）

（仮称）

●あらかわ遊園リニューアル（10億 7千万円）
予算総額は
 995 億円！　　　　　

（　） の数字は概算

●宮前公園他公園整備（5億 8千万円）
●区内での創業支援の強化（274 万円）新
●ファッションデザイナー創業施設準備（570 万円）新
●小規模事業者経営力支援助成（1億 2,400 万円）
●手話言語条例の制定（298 万円）新
●銭湯を活用した生活支援（441 万円）新
●電話代行・遠隔手話通訳サービス（585 万円）新
●地域包括支援センターの機能強化（1億 3千万円）
●太田道灌を活用した区の魅力発信（254 万円）新
●不燃ごみの全量選別・資源化（8千万円）
●高齢者世帯への感震ブレーカー配布（2千万円）新
●東尾久運動場多目的広場整備（1億 3千万円）新
●総合スポーツセンターの改修（13億 8千万円）
●空き家対策の推進（5千万円）
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46歳。

現在 3期目。

問合せは明戸まで！

 →詳しくはHP等で荒川区内いろいろイベント！
●第 11 回「街なか商店塾」　＊詳しくは新聞折込チラシで！
　◆2/17-3/18  ◆区内商店街 31店舗で 66 講座　
●荒川ふれあい寄席　＊定員 60名無料　　　　　
　◆3/13 14 時 -  ◆荒川山吹ふれあい館 （荒川 7-6-8）

●春のエコフェスタ ＊ふれあい水族館・段ボール迷路・バザール・工作・スノードーム等々
　◆3/11 10-15 時  ◆あらかわエコセンター （荒川 1-53-20）

●川の手荒川まつり　  ＊物販・ステージ
　◆4/29 10-16 時  ◆都立汐入公園　入場者数区内最大 7万人！
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■1/14-3/16 9:30-20:30  ■ゆいの森 3階企画展示室 
   　「昭和の荒川懐かしの写真展」 
　＊イベント予約 https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/viewer/event/index.html

●あらかわ伝統工芸ギャラリー　＊彫金・友禅・指物等々展示
　■1/12-5/9　9 時半 -17 時　■ふるさと文化館
●あらかわリサイクルセンター工房・教室 ＊1歳以上託児 10日前予約 

    ■3/7・21 14-15 時半 キャンドル （1回定員 8名）
　■3/14 14-15 時半 ガラスの置物 （1回定員 8名）
　■3/10 14-15 時半 サンドブラスト （1回定員 8名）
　■2/27・ 3/13 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5以上 1 回定員 6名）
　■2/28＊・3/6・20 14-15 時半 硝子アクセサリー （定員 8名）
　■3/15 14-15 時半 紙すき （1回定員 8名）
　■3/24 14-15 時半 アルミ缶折り鶴 （1回定員 8名）
　■3/5・12 14-15 時半 着物リフォーム （ 1 回定員 8名）

●合宿型就労訓練「ワークゼミあらかわ」＊40歳以下求職中 4名
　◆3/6-9 ◆NPO法人青少年自立援助センター＊2/28〆無料　
●かんたんエクササイズ体験＊ヨガ、ストレッチ、フラダンス等 2種 3/4〆
　◆3/11 13-15 時  ◆荒川総合スポセン＊20歳以上 200 名 100 円 
●お口と食事の元気塾講座「誤えん性肺炎を学ぶ・予防する」
　◆3/9・14 14-16 時  ◆荒木田ふれあい館 ＊65 歳以上 30 名無料 
●にっぽりマルシェ　＊物販・ステージ
　◆3/17・18 10-17 時  ◆日暮里駅前イベントひろば 
●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　■「第六回おぐまぐ寄席  桂 扇生 落語会」
　◆3/24 15 時 -木戸銭：1500 円  →http://www.ogumag.com/　

「俳句 de あらかわ名所づくり展」
 3/23-31　ＡＲＡＫＡＷＡ1-1-1 ギャラリー
ご応募いただいた俳句を区内の絵で紹介します！

荒川区民ミュージカル練習中！

［本番］

◆日時：3月 25 日 ( 日 )①13 時 -②17 時 -

◆場所：サンパール荒川大ホール

◆入場料：大人 3,000 円

　　　　　中・高校生 2,000 円

　　　　　小学生 1,500 円

　　　　　親子 4,000 円 （大人 1名と小中高生 1人）

チケットは

お早めに！

＊ＡＣＣ

  友の会

　1割引き

荒川区内いろいろ募集！

●第 7回あらかわ俳壇投句募集3/31〆＊独楽（こま）、猫の恋、春寒、当季雑詠 
●コミカレ公開講座「俳句」参加者募集 ＊先着 30名募集  3/20 開催
●E モニター募集 ＊18歳以上パソコンのできる方 100 名　＊3/30〆切
●「あらかわNO！メタボチャレンジャー」参加者募集  4/16〆
●荒川コミュニティカレッジ第 8期生・第 7期単科生募集4月入学
●あらかわ満点メニュー提供店募集 ＊4/20〆
●第 3回下町グラウンド・ゴルフ交歓大会参加者募集 ＊3/10〆＊4/19 開催
●区観光ボランティアガイドと行く日暮里・谷中花めぐり＊3/14〆＊3/30 開催

 →詳しくは区HP等で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月２３日(金)～３月３１日(土)  

荒川区内を題材に投句された俳句を名所ごとに、 

尾久在住の故深澤優典氏の風景絵とともに展示します。 

入 場 無 料 

問合せ：03-3806-6040（小林） 

午前９時～午後８時 

 3/1 から配布されている
「東京くらし防災」の配布
場所は、消防署・区民事
務所・図書館・駅・郵便局
　　　　　　　　　  等です。


