2018 年 5-6 月
風薫る 5 月、都電沿いのバラの花が咲く頃となりまし No.
たが、いかがお過ごしでしょうか。荒川区議会は新し
い体制になります。また新たな姿勢で荒川区政を点検
してまりたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします！
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荒川区議会の「開会会議」「6 月会議」が開催されます！

（2018.5.9 区役所前）

荒川区議会の「開会会議」が、5 月 30 日
に行われます。336 日の平成 30 年度の通年
議会が始まります。新しい議長、委員会体
制、会派も新体制に変わります。残り 1 年
の任期となりましたが、今年度もがんばっ
てまいります。
「6 月会議」は、6 月半ば〜 7 月はじめに
かけて開催されます。

「東京都保健医療計画」の改定につき病床数が見直されました！
荒川区は、二次保健医療圏として、区北東部（荒川区、足立区、葛飾区）に属しています。5
年に 1 度改定される「東京都保険医療計画」において、今年 3 月に改定が行われ、療養病床およ
び一般病床数の基準病床数が、460 床の増加となりました。
東京女子医科大学東医療センター移転に伴い、「災害拠点病院（災害発生時に災害医療を行う
医療機関を支援する病院）」「地域医療支援病院（中核病院として「地域完結型医療」の中心的役
割を担う病院）」がなくなり、小児科のある病院が 5→4 病院になることが予想されていますが、
移転後の危機的な状況を挽回できる可能性が出てきました。4 月 18 日開催の健康・危機管理調
査特別委員会でも、荒川区保健所の担当課長が、荒川区に良い状況がつくれるよう鋭意努力して
いきたいと答弁をしています。
最近の荒川区
「第 32 回川の手荒川まつり」は、4 月 29 日
に都立汐入公園で開催されました。入場者数は
5 万人でした。◆
「第 10 回尾久初空襲を語り継ぐ
会」が第九中学校で開催されました。紙芝居師
の三橋とらさんが、尾久初空襲の体験談をまと
めた紙芝居を披露し、実際に体験された方の
生々しいお話も聞かせていただきました。

（2018.4.19 尾久初空襲を語り継ぐ会＠九中）

自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303

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

昨年の一〇月に引き続き第二弾！
フリーマーケットやワークショップ
（スタッフも募集中）
もあるよ

2018 年 5-6 月

あらかわ
まちの駅七福神
ウォークラリー
開催！
5/19-6/2
今年もあらかわ区まちの
駅ネットワークは「バラ
の市盛り上げ隊」として
ウォークラリーを開催し
ます。まちの駅の駅長さ
ん 7 人に会って福をもら
おう！シールを 7 つあつ
めたら、先着 60 名様に
プレゼントを進呈します！
ぜひご参加ください。
（パンフレットは図書館ふ
れあい館にあります！）

熊の前ヨガフェス、5 月 20 日（日）開催！
ストリートヨガはもちろん、美味しい食物・雑貨盛りだくさん。

詳しくは http://arakawa-machinoeki.com/barawalk2018.html

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で

荒川区内いろいろ募集！

●第 10 回あらかわバラの市 ＊バラの販売、ステージ等
◆4/19 9 時半 -15 時 ◆町屋駅周辺・ゆいの森あらかわ

●第 9 回あらかわ俳壇投句募集 6/30〆＊長閑、若葉、梅雨、当季雑詠
●尾久の原公園シダレザクラのある風景写真コンクール 募集 ＊5/31〆切
●「あらかわ子ミュニティ事業」補助活用事業者募集 ＊5/11〆
●荒川区都市計画審議会区民委員 3 名募集 5/16〆
●子育て女性のキャリアアップ講座参加者 10 名募集 5/11〆 5/21-29 開催
●禁煙チャレンジ応援プラン参加者募集 ＊随時・治療前に申込
●荒川ころばん体操リーダー養成講座受講者募集 ＊要申込 ＊5/29-7/12 全 7 回

●にっぽりマルシェ ＊物産販売・ステージ等
◆5/19-20 10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
■1/14-5/16 9:30-20:00 ■ゆいの森 3F 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

●小泉定弘写真展「わがまち下町荒川」
◆5/12-20 10-18 時 （最終日 -17 時）◆町屋文化センター
●だがしや楽校（荒川コミュニティカレッジ）
■5/15 13 時半 -15 時半・6/2 10-12 時 ■サンパール 6F
●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
■5/14 14-15 時半 ガラスの置物 （1 回定員 8 名）講師あり
全て無料！
■5/12＊ 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1 回定員 8 名）
■5/26 14-15 時半 紙すき （1 回定員 8 名）
■5/15・29 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5 以上 1 回定員 6 名）
■5/22＊ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8 名）
■5/10・17 14-15 時半 着物リサイクル （ 1 回定員 8 名）講師あり

自転車安全利用 TOKYO キャンペーン開催中！
自転車は原則車道！左側通行！交差点の一時停止！ 5/1-31 まで

青森県

けで！
んめーものばり、 持ってくるすけ！来で

十和田市物産展
日時 ： 5/25 （金） 午後 2 時～ 5 時 今回は 1 日だけ！
場所 ： 熊まねき堂 （クスノキから南に 3 軒目）
金土セールと
同日開催！！

●環境・清掃フェアあらかわ
◆5/20 10-15 時 ◆荒川公園 （区役所前・雨天時はエコセンター）
●あらかわ伝統工芸ギャラリー ( 南千住図書館内）

■
「木版画摺」5/19 10 時半 -12 時・13 時半 -15 時半 ＊先着順 無料

●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース
■
「love sima ミニマルシェ」◆5/19-26 13-19 時 ( 最終 18 時 )
→http://www.ogumag.com/

→詳しくは区 HP 等で

★生産量日本一十和田のにんにく
★健康食品 ： 黒にんにく！
★ノンオイル 「スタミナ源たれ」 ！
★長芋等々を販売！

十和田市 ●

問合せは明戸まで！

47 歳。
現在 3 期目。

ウメさん

★

