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新しい年を迎えました。令和 2 年 2020 年は、待ち No.
に待ったオリンピック・パラリンピック・イヤー
です。荒川区を走る聖火リレーのルートも発表さ
れました。今年も区民の代表と
して荒川区政をがんばります！
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荒川区議会の「2 月会議」を開催します！
今年の元旦は、晴天で風もなく、暖かな陽

（2020.1.1 尾久八幡神社）

差しの満ちた 1 日となりました。1 年間、穏
やかな年でありますよう、尾久の地域のみな
さまと共に尾久八幡神社の元旦祭で祈願して
まいりました。
荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 13 日～
3 月 13 日にかけて開催されます。2 月には 4
月からの令和 2 年度の予算も発表され、2 月
25 日～ 3 月 9 日にかけて予算に関する特別委
員会で質疑・審議があります。より良い荒川
区政になるよう、しっかりと質問してまいり
ます。

東京 2020 オリンピック聖火リレー走行ルート決定！
今年の東京オリンピック 2020 の開会式 7 月 24 日に先立つこと 4 日前、7 月 20 日に荒川区
にオリンピック聖火リレーがやってきます。3 月 26 日（木）に福島県を出発し、121 日かけて
全国 47 都道府県を回り、都内の 62 市区町村は 7 月 10 日〜 24 日の 15 日間で回ります。
走るルートは右の図の通りで、墨田区を走
った聖火は、車で東尾久運動場に搬送され、
赤いルートをランナー一人あたり約 200ｍを
つないで南千住野球場へ向かいます。
ランナーは約 15 人と予想されていますが、
都や区が推薦した人や企業の公募で決まる人、
また有名人も走るかもしれません。
7 月 20 日に走る東京 4 区の江戸川区・葛
飾区・墨田区・荒川区のうちの最終区となる
ので、同日午後からセレブレーション（1 日
の聖火リレー到着を祝うセレモニー）が行わ
れます。
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
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荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で
●にっぽりフレンドリーマーケット ＊手づくり品販買・ステージ
◆2/1・2 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・物販・ステージ
◆2/15・16 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
◆2/4 14 時 - ◆汐入ふれあい館（南千住 8-2-2）
＊先着 120 名無料・要申込
●講演会「ピクトグラムとデザイン」
◆2/16 14-15 時半 ◆ゆいの森あらかわホール 講師：廣村正彰氏

●荒川コミュニティカレッジオープンキャンパス ＊体験・サロン
◆2/15 11 時 45 分 -15 時 ◆サンパール荒川 6F
●吉村昭記念文学館第 8 回トピック展示 「吉村昭の取材力」
◆12/20-2/19 9 時半 -20 時半 ◆ゆいの森あらかわ 2Ｆ
（2020.1.1. 西日暮里）

●読み聞かせボランティア入門講座 ＊先着 30 名無料・窓口 web 申込
◆2/13・27・3/12・26 10-12 時 ◆ゆいの森あらかわ
●資料展「道具が語る昭和の暮らし展 PART3」＊中学生以下・65 才以上無料
◆1/18-3/8 9 時半 -17 時 ◆荒川ふるさと文化館 （南千住 6-63-1 ）百円
＊託児あり 10 日前までに申込
●リサイクルセンター工房・教室
■2/5★・19★＊ 14-15 時半 とんぼ玉 （1 回定員 6 名）
■2/12★＊ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8 名） ★講師 ＊全て無料
■2/26★ 14-15 時半 ガラスの置物 （定員 8 名）要予約：3805-9172
■2/13・20 ★ 14-15 時半 着物のリサイクル （2 日とも参加できる人）
●猫ちゃんとの暮らし方教室＊家でできる猫の歯磨き 50 名無料 2/12〆
◆2/16 13-14 時 ◆荒川区役所北庁舎 101 会議室
●保育コンシェルジュによる出張相談会 ＊予約不要・他 6 施設別日程
でも開催
◆2/4 11-12 時程度 ◆尾久ふれあい館プレイルーム
●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

（2020.1.15. 区役所エントランス）

●荒川区障がい者スポーツフェスティバル ＊体験会・トークショー・吉本
◆2/16 9 時半 -16 時 ◆首都大学東京荒川キャンパス 体育館
●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料
■第 8 回おぐまぐ寄席 桂 扇生 落語会 ＊申込順 30 名
◆3/1 15 時 ◆木戸銭：1500 円 →http://www.ogumag.com/

区子ども・子育て支援計画（素案）
パブリックコメント募集中！ 1/14-2/4 HP・区役所で閲覧可
荒川区内いろいろ募集！ →詳しくは区 HP 等で
●Si センサーコンロ・IH 調理器購入助成 ＊65 歳以上のみの世帯 ＊1/2 助成 ＊3/31〆
●ウォーキング教室参加者募集 ＊要申込 3802-3111（内線 3374）＊2/4 あらかわ遊園スポーツハウス
●日暮里インキュベーション施設及びコワーキングスペース運営事業者募集＊2/10〆
●吉村昭記念文学館学芸員（会計年度任用職員）募集＊1/31〆
●地域教育力向上支援事業（あらかわ子ミュニティ事業）募集 ＊3/12〆

（2020.1.15. 児童相談所建物）

20 万円まで 3 年間

台風 15・19 号で被害を受けた住宅への支援を開始します。
対象：区内の住宅（貸家・空家を除く）で罹災証明が「一部損壊」の住宅
2/7 までの申請・2/28 までの実績報告書・15 号 :9/9 以降、19 号 :10/13 以
降に工事を着手したもの。工事完了済も対象。1/2 補助 30 万円まで。詳しくは
区 HP で！
問合せは明戸まで！

49 歳。
現在 3 期目。
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