
平成最後の夏は、災害が多く暑かった。大阪北部地震、
西日本豪雨、北海道胆振東部地震で亡くなった方々の
ご冥福をお祈りするとともに、負傷された方々の快復、
被災されたみなさまの復興を
心よりお祈りしております。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！
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（2018.8.23 ゆいの森あらかわ）

荒川区議会の「9月会議」が開催されます！

　荒川区議会の「9 月会議」が、9 月 12 日～ 10 月 17 日にかけて行われます。今回提出される議
案は、区議会・区議会選挙の選挙運動用ビラについての条例改正、敷地と道路間の建築確認手数
料・仮設建築物の建築許可手数料、都営住宅の退去明け渡し・使用料の請求についての訴えの提
起、保育園・ふれあい館・授産場・精神障害者地域生活支援センター・障害者福祉会館の指定管

理者の指定について、平成 28 年度決算です。決算に関する特別委員会は、9 月 25 日～ 10 月 5 日

にかけて行われます。決算ですが、荒川区の未来についての議論をして参りたいと思います。

「東京女子医大跡地」に新しい病院を公募！

　本年 3月改定の「東京都保険医療計画」で区東北部（荒川・足立・葛飾）で基準病床数が 470
床増加し、570 床整備可能になったのを受け、6月会議で一般質問の中で自民党も議論しました。
　手続きとしては、病院が主体となって東京都に 9月 28日まで申し込みを行い、今年 11月～
来年 1月にかけて「地域医療構想推進会議」で協議し、3区で 570 床を分配するという流れです。
　すでに荒川区と女子医大とは、土地の一部を宮前公園用地として購入し、建物の一部を残して
後続の病院に入ってもらうこと約束を取り付けています。東京都に病床の確保のためには、早期
に病院の公募をしなくてはなりません。その時には、①200 床以上のベッドを有する災害拠点病

院としての機能、②地域の身近な命の拠点である救急医療、③リハビリ・在宅療養までの切れ目の
ない健康づくりの拠点として機能する病院を早期に選ぶよう自民党としても要望しています。

2018年 9-10月

「ゆいの森あらかわ」の来館者数が 100 万人達成！

　昨年開館した「ゆいの森あらかわ」の来館者

数が 1年 5ヶ月で 100 万人達成いたしました。
写真の親子づれが 100 万人目として選ばれて
表彰されました。これからも、子どもから大人
までが気軽に立ち寄れる中央図書館、子ども学
習施設・絵本館、吉村昭記念文学館として荒川
区民の方にご愛顧いただけるよう、努力してま
いります。



青森県

十和田市物産展
日時 ： 9/22 （土） 午後 2 時～ 5 時 
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！！

十和田市 ●

★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！

うめさん

んめーものばり、 持ってくるすけ！来でけで！

2018年 9-10月

47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！

●にっぽりマルシェ ＊物産販売・ステージ等・入場無料
　◆9/15-16  10-17 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●第 7回炭坑節まつり  ＊盆踊り・サンマークシティオータムフェア 22日も
　◆9/23  10-20 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●あらかわ佐渡おけさ祭り ＊佐渡おけさパレード・物販
　◆9/30  10-16 時半  ◆冠新道商興会
●講演会＊講師 : 宮前史子氏（東京都健康長寿医療センター研究員）＊150 名無料・要申込
　「今日から始める認知症予防 ( 有効な 4つの習慣 )」
　◆9/26 14 時半 -16 時半  ◆サンパール小ホール
●講演会＊川嶋あいさんによるトークショー・スペシャルライブ＊700 名無料・要申込
　「たくさんの人に知ってほしい 養育家庭 ( 里親 ) のこと」
　◆10/20 14-16 時  ◆サンパール大ホール
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■展示 「吉村昭と内藤初穂―「戦艦武蔵」がつなぐ友情―」7/20-9/19  9 時半 -20 時半
    　＊イベント予約 https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/viewer/event/index.html
●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 

 　■9/12★・26★＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （1回定員 6名）　要予約
　■9/5★・22 14-15 時半  ガラスの置物 （定員 8名） 　  全て無料　
　■9/8＊・19★  14-15 時半  アクセサリー （定員 8名）  ★講師あり 
　■10/11・18 14-15 時半    着物 （2週連続定員 12名）
　■9/20 14-15 時半   アルミ缶折鶴 （定員 8名）

●モノスポツアー「アクセサリーと手芸」 
　◆10/18 9-13 時  ◆南千住駅集合 ◆2,000 円  ＊定員 5名・要申込
●保護犬保護猫との幸せな出会い週間ー保護犬・猫譲渡会
　◆9/23 11-15 時  ◆荒川公園展示場（区役所前公園内）
●アサーティブ・コミュニケーション講座 ＊自分の意見や気持ちを素直に表現
　◆9/26・10/3・10 19-20 時半  ◆アクト 21   ＊定員 15 名無料・要申込  
●第 5回下町 花 フェス 2018　＊お買い物スタンプラリー
　◆10/1-21（最終日に景品交換） ◆荒川中心に 97店舗

熊まねき堂　熊野前商店街お稲荷さんから南に 3軒目

◆9月 6 ・ 20 日 ( 木 )9 時半 -12時半 「アルバムカフェ」

◆9月 13 日 ( 木 )13-15 時 「コープカフェ」

◆9月 14 日 ( 金 )9-17 時 「東京ガス」

◆9 月 15日 ( 土 )13時半 -16 時半 「おぐ元気かい」

◆9 月 19日 ( 水 )11-13 時半 「おはなしくまさん」

◆9 月 21日 ( 金 )13-16 時 「相続遺言相談」

◆9 月 22日 （土） 14-17 時 「十和田市物産展」

◆9 月 28 ・ 29 日 12-19 時 「上越市物産展」

商店街イベント：9/28・29 「金土セール」

●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　■コラボエベント Vol.01『ハレ古物會』 ヴィンテージ品の販売会
　◆9/24-28 13-19 時　無料  →http://www.ogumag.com/
●ぎゃらり～アニモ ( 南千住 2-22-1）　　　　　   ＊　　　　
　■ 「江戸指物親子展」9/15-16  10-18 時   展示・実演・修理受付 
　■デコパージュワークショップ 9/22 13-16 時  ￥3500 ＊要申込
       →http://www.t-horizumi.co.jp　　　　　　　　（陶芸・￥3,000）　　　　　 

荒川区内いろいろ募集！

●あらかわ俳壇投句募集  9/30〆＊題：墓参、新涼、蓮（はす）、当季雑詠
●「飼い主推薦！愛されペット総選挙」写真募集 ＊9/1-10/28 ＊With 主催 
●第 27 回荒川リバーサイドマラソン参加者募集＊11/18 開催・10/3〆

●秋の区民ハイキング参加者募集＊10/21 富士山お中道巡り＊6:45 区役所集合 3千円＊9/25〆
●高齢者用区営住宅空室待ち登録者募集＊65歳以上の高齢者で住宅困窮者＊9/19〆
●区観光ボランティアガイド養成講座受講者募集＊10/16-12/4 火曜午後・9/28〆
●住まいの防犯対策補助金募集  ＊防犯カメラ・録音機付きドアホン・補助鍵等 1/2 補助
●あらかわもんじゃ・北区おでんコン参加者募集＊東商HP 25-40 才独身
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女 9/14〆切
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有料

 →詳しくは区HP等で

危険なブロック塀等撤去助成あります！
●対象：道路等に面する危険なブロック塀
ブロック塀の高さが 1.2 メートルを超えている。

●補助：撤去工事費用の 3分の 2を助成します。
 なお、1メートルあたり 6,000 円を上限とする。

あら坊ポロシャツの販売を開始！
区役所地下売店　￥1,300

簡易型感震ブレーカー無料配布！
●対象：65 歳以上のみ・障害者・要介護 4以上世帯
 世帯全員が特別区民税・都民税非課税の世帯 （申請者のみ）

＊申請用紙に必要事項を記入し、防災課 (荒川

   2-25-3）か区民事務所へ持参か、郵送も可。
＊決定通知の後、9月上旬から配布・設置。

+自動点灯ライト

日暮里駅南口、紅葉橋上の喫煙所が
植栽から板壁へ！（JT が約 500 万円かけて整備 10月にも）

本庁舎敷地内駐車場に

電気自動車急速充電器設置！

今年 12月


