2019 年 7-8 月
夏空の恋しい季節ですが、今年は選挙の多い年で
すね。参院選は 7 月 21 日が投票日です。期日前
投票も区内 6 ヶ所で開催中です。ぜひ候補者の声
に耳を傾け、民主主義の基本
たる投票はお忘れなく。

No.

65

荒川区議会の「6 月会議」が終了！
荒川区議会の「6 月会議」は、6 月 24 日～ 7

（2019.7.9 荒川区議会議長室）

月 9 日にかけて開催されました。尾久小学校の
学童クラブの追加、放課後児童支援員の研修主
催が都に加えて地方自治体の追加。単身児童扶
養者を非課税対象、軽自動車等で特別区税条例
の改正、サンハイム荒川のサービスステーショ
ン廃止、介護保険料の軽減、防災センターの廃
止、宮前第 2 児童遊園の廃止、日暮里中央通り
の地区計画等、議案・プレミアムお買物券に関
する補正予算はすべて可決されました。明戸も
7 月 24 日に一般質問させていただきました。
最終日の 9 日に全国市議会議長会からの「11 年表彰」をいただきました。なお一層より良い荒
川区政に精進してまいります。

2020 東京五輪の聖火リレー日程公表！
6 月 1 日に「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」から東京
2020 オリンピック聖火リレーで走行する日程が公表されました。荒川区では来年の 7 月 20 日
（月）の 4 自治体目の最後に実施され、その日の聖火到着を祝うイベントであるセレブレーショ
ンが南千住野球場で開催されます。来年の 3 月 26 日に福島県を出発し、全国 47 都道府県を回
り、7 月 10 日から東京都内 62 区市町村を回り、7 月 24 日のオリンピック開会式に入場する。

一般質問しました！
1. 子どもが健やかに育てられるまちづくり（1）児童相談所について（2）幼児教育の質の向上
について

2. 安心して住み続けられる地域づくり（1）8050 対策を含むひきこもり対策につい

て（2）自然に歩きたくなる街づくりについて（3）介護事業者に対する支援について（4）介護
人材の確保とイメージアップについて

3. 創業支援につながる拠点づくりでの地域活性化 4.

オリパラを契機とした地域の活性化（1）オリパラを契機とした地域の活性化―機運醸成（2）Ｄ
ＭＯ機能によるインバウンド対応について 5. 区民参加型の空地・空き家を活用した街づくり
（1）空き地を活用した「ご近所ファーミング」について（2）空き家の利活用について（60 分）
自民党に新しい風を！
4-27-8-303
-

電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308

明戸まゆみ

2019 年 7-8 月

荒川区内いろいろイベント！ →詳しくは HP 等で
●義足の舞踏家大前光市氏特別講演会「TOKYO2020 誰もが輝ける社会へ」
◆8/24 14-15 時半 ◆サンパール荒川小ホール＊無料・往復はがき抽選 8/10〆
●区民カレッジ「芭蕉と蕉門十哲」 ＊8/18〆・資料代 100 円
◆9/1-11/17（土）6 回 13-15 時 ◆生涯学習センター（荒川 3）
●都電スタンプラリー

◆8/1-9/23 都電駅近くの 10 公共施設

あらかわ
まちの駅七福神
ウォークラリー
開催！ 5/18-8/17

＊スタンプを集めてプレゼント

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
（2019.8.3 尾久八幡神社前）
れあい館にあります！）

夏休みイベント

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

●夏休みエコ教室 ＊前期は受付終了しました。
◆8/16-8/28 ＊7/22 9 時から受付 ◆あらかわエコセンター

（荒川 1-53-20）

●第 3 回あらかわ子ども文化体験フェスタ
◆7/21 10-16 時 ◆サンパール荒川 3・4・5Ｆ
●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
■8/7★・14★＊・21★＊・28 日★ 14-15 時半 とんぼ玉 （1 回定員 6 名）
★講師
要予約：3805-9172
■8/2 午前 風鈴
全て無料
■8/8★・9★午前 ガラスの置物 （定員 8 名）
●少年少女体験教室「荒工おもしろ体験教室」
◆7/26 10-12 時 ◆東京都立荒川工業高等学校
●子どもパラスポーツ体験教室
◆7/30・8/5・19 14-16 時 ◆首都大学東京荒川キャンパス体育館
●モノづくり見学・体験スポットツアー 2019 要予約
◆8/5 13 時半 - ◆ＪＲ尾久駅集合 （自転車・ベル）
◆8/6 10 時 - ◆ＪＲ三河島駅集合 （巾着に絵を描く体験）
◆8/7 13 時半 - ◆都電荒川区役所前 （キーホルダー・皮）

ゆいの森あらかわが「東京建築賞」を受賞！
東京都建築士事務所協会主催第 45 回東京建築賞で都知事賞
イベントやクイズに参加して「あらかわ
エコポイント」で景品ＧＥＴ！ 9/30 まで
荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●第 14 回あらかわ俳壇俳句募集 ＊9/30〆投句箱・HP で応募 ＊サングラス、流星、蓑虫、当季雑詠
●荒川の匠育成事業職人見習い募集
●荒川区ビジネスプランコンテスト大募集 ＊11/30〆
●荒川区環境区民大賞候補者募集 ＊各部門 9/30〆

（2019.7.5 ラングウッド）

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 ： 8/23 （金） 午後 2 時～ 5 時
場所 ： 熊まねき堂 （クスノキから南に 3 軒目）
熊野前サンバ
の前々日！！

★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 ・ 季節の野菜を販売！

十和田市

問合せは明戸まで！

48 歳。
現在 3 期目。

うめさん

★
★

