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自民党に新しい風を！
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新しいモノづくりブランド「ara! kawa」始動！
　11 月 1日 13時半より荒川区の新しいモノづくりブランド「ara! kawa」のお披露目会がゆい
の森ホールで開催されました。このブランドの下に荒川区内のモノづくりにおける鈴れた製品や
技術を区内外に幅広く PRし、区内事業者の
B to C（消費者向け販売）における販路開拓を
強化することを目的として、「あら、かわって

る」「あら、かわいい」商品をこれから生み出
していく予定です。11月 2日（土）から 4日
（月）に御徒町の 2ｋ5450 AKI-OKA ARTISAN

で販売イベントが行われます（11-19 時）。ま
た、来年のオリンピック開催中の 7月 22日～
8月 17日には、松屋銀座デザインギャラリー

1953で展示・販売が予定されており、ここに
向けて商品を開発するそうです。乞うご期待！
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荒川区議会の「11月会議」を開催します！
　荒川区議会の「11 月会議」は、11 月 27 日

～ 12 月 11 日にかけて開催されます。来年 7
月に開設になる区立児童相談所設置に伴う条
例の改正で、子ども家庭総合センター条例制
定、子ども家庭支援センターの廃止、児童福
祉施設・障害児通所施設の人員と設備と運営
の基準に関する条例、小児慢性特定疾病審査
会の設置条例、区組織内の「子育て支援部」
を「子ども家庭部」に変更、審査会の報酬お
よび費用弁償の条例改正、尾久西学童クラブ

の実施場所を尾久西小構内を追加、災害弔慰
金の条例の中の「災害援護資金」の償還金の支払い猶予や免除の規定、廃棄物処理業の許可を
受ける事ができない者から成年後見人や被保佐人を除外し、能力の有無を判断する制度へ改正。

急に寒くなってきました。10 月の台風の猛威はあ
まりに広範囲で、お亡くなりになった方々のご冥
福を祈る供に早い復興をご祈念するばかりです。
荒川区の洪水対策も考えなお
さなくてはという思いです。

（2019.11.1 ゆいの森ホール）



「熊の前ヨガフェス」が「第 15 回東京
商店街グランプリ」でグランプリ受賞！
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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！

●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
●あらかわ伝統工芸ギャラリー （南千住 6-63-1 ）根本一徳氏
　◆12/15 13 時半 -14 時半　江戸指物体験：箸づくり＊6名５百円
●荒川ふれあい寄席 ＊先着 60名無料
　◆12/10 14 時 -  ◆町屋ふれあい館（町屋 1-35-8）
●認知症介護教室「見方を変える、認知症ケアのヒントを学ぼう」
　◆12/12 14-16 時  ◆夕やけこやけふれあい館 4F
●アレルギー予防講演会 ＊30名無料・託児要申込
　◆12/9  10-12 時  ◆がん予防・健康づくりセンター B1F
●日暮里マルシェ  ＊物産・手作り品販売・ステージ
　◆12/14・15 10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●「子規 ・漱石 句あわせ in 日暮里」 ＊東早大俳句対決・鼎談
　◆12/19 18-19 時半  ◆日暮里サニーホール  ＊要申込 12/6〆

 →詳しくはHP等で

●あらかわ子ミュニティフェスタ  ＊紙しばい、ワークショップ等
　◆12/7 10-15 時  ◆ゆいの森あらかわ ＊入場無料
●映画公開記念 仮面ライダーゼロワンがやって来る！！
　都電荒川線クリスマスイベント in 都電おもいで広場
　◆12/22 10-13 時  ◆荒川電車営業所・都電おもいで広場
●ゆず湯　＊小学生以下のお子様は入浴無料で飲物プレゼント
　◆12/22  営業時間内 ◆区内銭湯各所（24ヶ所）
●農園作業で体験する「土・水・太陽の自然循環講座」＊500 円
　◆12/14・1/25・3/7 ◆あらかわエコセンター学習農園
●はじめての手話体験会 ＊1日制の手話体験会・中学生以上 50名無料
　◆2/17 A:14-16 時・B:19-21 時 ◆アクロスあらかわ
●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　■セレステ・ウレアガ　写真展
　「さまざまなフェミニズム - EROTICAS DE LO FEMININO」
　◆12/3-8 15-20 時　無料  →http://www.ogumag.com/

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＊12/21 首都大開催＊小中学生対象
●区民カレッジ池井昌樹「詩への誘い」講座 6回参加者募集 ＊12/27〆
●俳句のまちフォト俳句コンテスト作品募集 ＊1/14〆
●猫の飼い主募集＊ネコのお風呂屋さん（03-3801-0448）

●「あらかわの心」カルタ大会参加者募集 ＊1/10〆切  ＊2/9 開催
●クリスマスリース講習会参加者募集 ＊要申込 3802-4693 ＊12/7 エコセンター開催
●プレ・チャレンジ共和国参加者募集 ＊12/27〆　＊1/26・2/2 開催

●リサイクルセンター工房・教室 　　　＊託児あり 10日前までに申込

    ■12/4★・18★＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （1回定員 6名）　★講師 
　■12/25★ 14-15 時半  ガラスの置物 （定員 8名） 
　■12/11★＊ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8名）要予約：3805-9172 
　■12/5 14-15 時半  サンドブラスト （定員 8名）　　　　　　＊全て無料
　■12/7・14 10-11 時半 ガラスのクリスマスリース （定員 10名）
　■12/21 10-11 時半  キャンドル （定員 8名）

 →詳しくは区HP等で

（2019.11.6 秋葉原）
産業功労者表彰式開催！
　10 月 29 日に産業功労者表彰式が開催されま
した。286 名の 10～ 50年同じ会社にお勤めの
みなさま、マイスターとして宮内庁へも納めた
こともある木工業の渡辺敏伸氏 ( 東尾久 )、商業

振興として ( 株 ) トマトの碓井保邦氏 ( 日暮里 )、
そして、今年から新たに 100 ～ 200 年の老舗

25 社の各社長さん達が表彰されました。創業
200 年の羽二重団子（日暮里）の澤井修一氏が
代表で表彰状を受け取りました。おめでとうご
ざいました。

住民票の写し・印鑑登録証明書に旧姓
（旧氏）が併記できるようになります！
運転免許証・戸籍謄抄本・マイナンバーカード等いずれか持参

女性の活躍推進！

JR 東北線の荒川橋梁工事現場を視察！
　11月 25日に震災対策調査特別委員会で、水害
時に荒川区に一番影響のあると予想されている JR

東北線の荒川橋梁工事現場を視察に行きました。
現在は地盤工事を行っています。


