
（2019.9.19 決算特別委員会）

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

自民党に新しい風を！

4-27-8-303

明戸まゆみ

2019年 9-10月

シェアサイクル実証実験を実施
　環境交通を推進し、まちの低炭素化
を促進すること、区民の交通利便性の
向上等を図るため、区内においてシェ

アサイクル実証実験を 8月 1日～来年
3月 31日まで実施します。荒川区の
公共施設 17ヶ所で 50台程が整備さ
れ（民間施設でも整備）、利用する人
は 15 分 60 円（1日上限 1,000 円）で
利用できます。利用に際しては、スマ
ートフォン等にアプリ「HELLO
CYCLING（ハローサイクリング）」を
インストールして利用者登録を行う必
要があります。ぜひ、ご利用になって
みてください。
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荒川区議会の「９月会議」を開催！
　荒川区議会の「9 月会議」は、9 月 9 日～

10 月 11 日にかけて開催されました。子ども

子育て支援法改正に伴う幼児教育・保育無償

化に関わる条例の改正、荒川総合スポーツセ

ンターの利用料の値上げ（改装できれいにな
るこの時に）、地方公務員法・地方自治法の
改正に伴う会計年度任用職員制度の規定、成
年被後見人及び被保佐人を欠格条項から削除、
印鑑条例の一部改正で旧氏の登録項目に追加、
ふれあい館やスポーツセンター、老人福祉セ
ンター等の指定管理者の指定等について議案
として提出され、全て可決されました。決算に関する特別委員会は、9 月 19 日～ 10 月 7 日に開
催され、不肖私、明戸まゆみが決算特別委員長を務めさせていただきました。

暑かった夏も終わり、やっと秋風の吹く頃となり
ました。いかがお過ごしでしょうか。荒川区議会
の 9月会議は終了いたしました。決算委員会の委
員長も無事に務め上げること
ができて良かったです。

【シェアサイクルポート一覧】　返却場所も予約！区外でも

■南千住駅東口自転車等駐車場　　
■南千住図書館
■天王公園
■瑞光橋公園
■あらかわエコセンター
■荒川区役所
■ゆいの森あらかわ
■生涯学習センター
■町屋駅前
■荒川自然公園
■尾竹橋公園
■西尾久四丁目北公園
■あらかわ遊園スポーツハウス
■日暮里公園　　　　　　　　…他にも
■日暮里南公園　　　　　　　■満光寺
■西日暮里一丁目広場　　　　■石浜神社
■日暮里駅前自転車駐車場　　■マンションの一角 etc.

https://www.hellocycling.jp/app/map

ポートがあればＯＫ！



青森県

十和田市物産展
日時： 11/22 （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）

★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！

うめさん

んめーものばり、 持ってくるすけ！来でけで！

2019年 9-10月

49歳。

現在 3期目。

問合せは明戸まで！

荒川区内いろいろイベント！

●汐入水辺フェスタ 　
　◆9/8 10-15 時  ◆都立汐入公園 ＊水上バス、カフェ、パフォーマンス　＊雨天中止
●都電スタンプラリー　　　　　   　　　　
　◆8/1-9/23  都電駅近くの 10公共施設  ＊スタンプを集めてプレゼント

●第 14 回街なか商店塾　詳しくは→www.arakawa-machizemi.com

　◆7/20-9/15  区内の商店街のお店で 108 の講座  ＊要予約

●にっぽりフレンドリーマーケット  ＊物販・ステージ  
　◆8/31・9/1  10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場 

●にっぽりマルシェ　＊物産展・ステージ
　◆9/14・15  10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場

●荒川ふれあい寄席　＊先着 60名・無料

　◆9/10  14 時 -  ◆西尾久ふれあい館（西尾久 8-33-31）
●モノスポツアー
　◆9/3  13:30- ◆西日暮里駅集合（迷子札・三味線体験） ＊要予約

●コミカレ公開講座「世界のこどもたちに手づくりのぬいぐるみを届けよう」
　◆10/17・31・11/14  10-12 時 ◆サンパール荒川 6Ｆ＊要申込 9/30〆

●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 

    ■9/4★  ガラスの置物 （1回定員 15名）　　　　　　★講師あり
　■9/11★＊・25  とんぼ玉 （小 5以上 1 回定員 6名）
　■9/18★＊ ガラスアクセサリー （定員 8名）
　■9/19★・26★  着物リフォーム （ 定員 12 名両日参加のみ）  　　

●ウォーキング教室　＊要予約 9/11〆（区役所スポーツ振興課）＊25名無料
　◆9/18  13-16 時 ◆生涯学習センター（荒川区荒川 3-49-1） 

●区民カレッジ「太宰治の世界」＊要予約 8/31〆ハガキ ＊70 名無料
　◆9/14-11/23( 土 )6 回  13-15 時 ◆生涯学習センター ＊資料代百円

●音訳者養成講座（初級）説明会 ＊選考会あり・講座は 9/25-1/29
　◆9/5  10-12 時 ◆ゆいの森あらかわ 2Ｆ会議室 

●夏休み親子講座「楽しく親子で学ぶくらしの知恵」
　◆8/24 ・25 10 時 -・13 時半 - ◆ゆいの森あらかわ 2ＦＷＳルーム

●コミカレだがしや楽校 in ジョイフル三の輪縁日大会
　◆9/7  14-17 時 ◆ジョイフル三の輪商店街

●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　■「クリーニングデイ＝モノと対話する日」◆8/31 13-19 時 ＊フリマ 
　■「石井梓 喜多みづ恵［九月の継ぎ］あわあわアートとくすくすクラフト作品展」
　◆9/3-8 13-19 時　無料 →http://www.ogumag.com/

フードドライブキャンペーン実施中！

コミュニティバスの運賃が改定になります！

奥の細道旅立ち 330 年記念トリックアート（2019.9.6 ふるさと文化館前）

★

あらかわ満点メニュー開発
記念キャンペーン！

時間②14-15 時半

区内46店舗・各店先着20枚

＊水上バス・パフォーマンス、カフェ　＊雨天中止

★

荒川区内いろいろイベント！

●エコフェスタ ＊子供基地・子供服のかえっこ・サイエンスショー・体験
　◆10/26 10-16 時  ◆日暮里駅前イベント広場 ＊要申込のものも

●企画展 吉村昭「海も暮れきる」―俳人、尾崎放哉を見つめて―
　◆10/13-12/18  9 時半 -17 時  ◆ゆいの森あらかわ 3Ｆ
●おぐぎんざふれあい秋まつり　＊夕市・抽選会
　◆10/19-20   ◆おぐぎんざ商店街（東尾久 5丁目）
●荒川区交流都市フェア「にっぽり秋まつり」 ＊物産・音楽
　◆11/10 10-15 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●荒川ふれあい寄席 ＊先着 60名無料
　◆11/26 14 時 -  ◆南千住駅前ふれあい館（JR 南千住駅前）
●あらかわモノスポ 2019 　＊物販
　◆10/26-27 11-18 時  ◆2k540 AKI-OKA ARTISAN（台東区上野 5-9-23）
●不燃化セミナー ＊我家の不燃化・借地で防災投資・ファイナンシャルプランナーの講座
　◆11/16  13 時半 -  ◆ゆいの森あらかわホール
●にっぽりフレンドリーマーケット ＊手づくり品等販売
　◆11/2-3  10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場

 →詳しくはHP等で

●2019 尾久の原公園動物愛護フェスティバル＊＊雨天中止
　◆10/27 10-15 時  ◆都立尾久の原公園
●「65歳からの認知症予防教室」＊区内ふれあい館 4ヶ所で開催 ＊300 円
　◆11/6- 毎週水曜 -3 月 13-15 時  ◆尾久ふれあい館 4Ｆ＊10/18〆
●荒川ふるさと文化館企画展「あらかわと太田道灌」
　◆11/2-12/1 9 時半 -17 時   ◆ふるさと文化館
●講演会「見えないッ！？それがなんぼのもんじゃー！」ブラインドサッカー

　◆10/25 18 時半 -21 時  ◆サンパール荒川 3Ｆ小ホール＊主催：同友会荒川支部
●秋の読書週間「ゆいの森あらかわでウォーリーをさがせ」
　◆10/12-11/30 開館中 ◆ゆいの森あらかわ
●荒川区を描く絵画講習会  ＊11/21〆太平洋美術会 03-3821-4100
　◆11/23 10-15 時 ◆旧三河島汚水処分場喞筒場施設

荒川区内いろいろ募集！

●第15回あらかわ俳壇俳句募集 ＊12/31〆投句箱・HPで応募  ＊木の実、山茶花、年の暮れ、当季雑詠
●子どもパラスポーツ体験教室参加者募集＊10/26・11/23・12/21 首都大開催＊小中
●荒川区ビジネスプランコンテスト大募集 ＊11/30〆
●俳句のまちフォト俳句コンテスト作品募集 ＊1/14〆
●講演会「コートールド美術館展 魅惑の印象派」参加者募集＊往復葉書 10/28〆＊11/9 開催
●講演会「健康長寿の食事術」参加者募集 ＊10/29 サンパール開催・65才 - 要申込
●サイエンスショー参加者募集 ＊小学生以上・要申込 11/6〆切 ＊11/10 エコセンター開催
●荒川区奨学生募集 ＊11/29〆　＊入学資金の貸付・返還免除規定あり

（2019.9.16
サンパール荒
川）長寿慶祝
の会が開催さ
れました。

区内の 100 歳

以上の方の数
が 100 名にな
りました！

大人（現金）150円→160円、大人（IC）150→157円　
小児（現金）80円、小児（IC）75円→79円 ＊前回の増税時には据置●あらかわリサイクルセンター工房・教室 

    ■10/9★・23★＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （1回定員 6名）　★講師 
　■10/2★・30★ 14-15 時半  ガラスの置物 （定員 8名）＊全て無料 
　■10/16★＊ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8名）要予約：3805-9172 
　■10/10★・17★ 14-15 時半  着物リサイクル （2日参加・定員 12名）

あら坊  

あらみぃトートバッグプレゼント

10/30まで
米（平成29年度以降国内収穫）や未開封で賞味期限が2か月以上残っている食品を
ゆいの森あらかわ1Ｆ・清掃事務所・エコセンターに持って行くとプレゼントがもらえます。

 →詳しくは区HP等で


