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２面◆身近に発生している犯罪の状況
３面◆高齢者が利用できる
住宅改修支援項目を追加します
８面◆平成29年度荒川区功労者
表彰式
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平成28年の区内で発生した犯罪の件数は、平成16
年と比較し、約４割減少しました（下グラフ参照）。
区では、町会、防犯協会、民生委員・児童委員、区
内事業者の皆さんによる見守り活動が盛んに行われて
います。安全・安心なまちづくりのために、ご理解・
ご協力をお願いします。
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２面で身近に発生している犯罪の状況と区の取り組みを紹介します

12月２日

一斉販売

プレミアム付き区内共通お買い物券

荒川区商店街連合会では、１万円で１万1000円分の買い物が
できる区内共通お買い物券を販売します。
区内商店街の登録店約900店舗で利用できます。
販売時間 午前10時〜午後６時
販売所 右表のとおり
１冊１万円（500円券×22枚つづり１万1000円分）
販売単位
※一人５冊まで ※売り切れしだい販売終了

有効期限 平成30年５月31日㈭
※利用できる店舗は、ステッカーを表示するほか、荒川区ホームページか
ら閲覧できます。また、お買い物券販売時に「お買い物券取扱店名簿」
を配付します

商業感謝まつり〜歳末のお買い物は区内の商店街で
プレミアム付き区内共通お買い物券の発売に合わせて、区
内21か所の商店街（右表）で、セールや石和温泉の日帰り
旅行・明治座観劇券・区内共通お買い物券等が当たる抽選会
を開催します。期間中商店街でお買い物をした方に配付する
抽選券で参加できます。
期
問合せ

間 12月１日㈮〜25日㈪
荒川区商店街連合会事務局 ☎（３８０３）３００３

地域

商店街名

ジョイフル三の輪
南千住商友会
南 千 住 南千住仲通り商店会
コツ通り商店会
べるぽーと汐入商店街
間道商興会
荒
川
荒川なかまち通り商店会
ちょっと、まちや。
（町屋駅前銀座）
町
屋 まちやアベニュー
旭電化通り商光会商店街
尾竹橋通り三栄会商店街

1億1000万円

販売所
（赤いのぼり旗が目印です）
ジョイフル会館１階
三井屋楽器店
一力家
野田屋酒店森谷
べるぽーと汐入西館中央通路
魚松
赤川電気

南千住1-19-1
南千住5-1-13
南千住5-35-4
南千住5-42-7
南千住8-4-5
荒川1-21-1
荒川3-29-7

サンポップまちや正面入口

荒川7-50-9

所在地

リサイクルショップなんでも家 町屋2-3-10
旭商事
町屋5-6-2
テングヤ洋品店
町屋8-4-8-107

シ テ ィ

東 尾 久

総額

ふれあい CITY おぐぎんざ

はっぴいもーる熊野前
小台本銀座商店会
東京女子医大通り宮前商店会
西 尾 久
あっぷるロード小台
小台橋みずき通り商店会
正庭商栄会
東日暮里
かんかん森商興会
道灌山通り商和会
西日暮里
冠新道商興会

おぐぎんざ商店街会館１階

東尾久4-21-9

熊野前商店街事務所
柊屋ふとん店
ファッションスミレ
あっぷる館
（旧）魚長
中村生花店
小森谷酒店
須長米店
キクヤ洋品店

東尾久5-17-13
西尾久1-26-10
西尾久2-6-10
西尾久2-29-5
西尾久3-17-3
東日暮里1-19-1
東日暮里1-38-6
西日暮里1-33-4
西日暮里6-26-14

11月27日に人権週間特集号を発行します
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身近に発生している
鍵掛けで防ぐ「自転車盗」
盗まれた自転車の
約６割が無施錠

区役所の代表番号☎（3802）
3111 区民の声 FAX（3802）
6262

犯罪

区内で発生している全犯罪のおよ
そ４割が自転車の盗難です。自転車
を盗まれないよう、防犯意識を身に
つけましょう。

犯人は伴の掛かっていない自転車を狙っています。自
宅敷地内や、買い物で少しの間止める際も、必ず伴を掛
けましょう。

だまされないで「オレオレ詐欺」
手 口 あ れ こ れ
お金が戻る

の 状況

は 詐欺

その他
21％

自転車盗
37％
区内における

空き巣等の
侵入窃盗
４％

犯罪の発生状況

暴行・傷害等
９％

1999件

748件

（平成28年）

強盗等の凶悪犯罪
１％
その他
非侵入窃盗
14％

車上狙い４％

万引き・
置引き等
10％

オレオレ詐欺等電話を使った詐欺の被害が増加しています。家族、
友人、地域で声を掛け合い、被害を防ぎましょう。
区内における
オレオレ詐欺等の被害

10月末現在 44件
１億1253万円（前年同月17件増、5013万円増）

手口が多様化・巧妙化しており、主に高齢者が狙われる被害が増えています。

キャッシュカードを交換します は 詐欺

俺だけどカバン無くした は 詐欺

有名デパートや全国銀行協会の職員をか
たり、
「あなたのカードで高額商品が決済
されようとしている」と、キャッシュカー
ドやクレジットカードをだまし取る。

息子や孫、その上司等だと偽り、「小切
手の入ったカバンを無くした。今日中に
8000万円作る必要がある。少し助けて欲
しい」等、自宅を訪問する者（受け子）に
現金を渡すようだます。

区役所健康保険課の職員をかたり、
「健
康保険料の還付金がある」と、ＡＴＭから
送金させる。

すべての区立公園・児童遊園に
防犯カメラを設置へ

電話自動通話録音機を無料で取り付け
迷惑電話や詐欺被害防止のため、会話を
自動的に録音する装置を取り付けます。

区では、犯罪の発生状況や町丁
ごとの人口・道路延長等を分析し
た結果に基づき、
「荒川区街頭防
犯カメラ設置方針」を策定し、防
犯カメラの計画的な設置を進めて
います。

※機器の配付のみ（自分で取り付け）も選択
できます

対 象

区内で、65歳以上の方が居住す
る世帯

申込方法

生活安全課・各区民事務所等で配
布する申込用紙に必要事項を記入
し、
来所・電話・郵送・ファクスで

申込み
問合せ

防犯カメラ設置数
（平成29年度末予定）

〒116-0002荒川区荒川２ -25- ３
防災センター３階生活安全課
☎（３８９１）８８８３ （３８９１）８８９２

不法投棄は犯罪です

23区初

街頭防犯カメラ

627台

公園 ･ 児童遊園等

188台

合

計

815台

〜不法投棄させない・されない環境づくり

粗大ごみや家電製品等を、道路や空き地等に捨て
る行為は不法投棄となり、法律で５年以下の懲役ま
たは1000万円以下の罰金が定められている犯罪行
為です。
物を放置したり、ごみを散乱させたりすると、歩
行者や車の通行を妨げたり、火災等思わぬ事故を誘
発する恐れがあります。また、公園内に家庭ごみ等
を捨てることも不法投棄となります。
区では、道路パトロールカーによる巡回業務を強化するとともに、看板を
設置する等、不法投棄の防止に努めていますが、不法投棄のない快適で安全
な生活環境を維持するためには、一人ひとりの心がけが大切ですので、ご協
力をお願いします。不法投棄をしている人を発見したときは、☎１１０番通
報してください。

問合せ

▶区道上…施設管理課 ☎内線２７１４
▶公園内…道路公園課 ☎内線２７５７
▶ごみ集積所…荒川清掃事務所 ☎（３８９２）４６７１

粗大ごみを出す際は、
事前に申し込みが必要です
粗大ごみ受付センター
申込み
☎（５２９６）７０００ ※㈰を除く、午前８時〜午後７時
問合せ
 http://sodai.tokyokankyo.or.jp/ ※24時間受付可
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高齢者が利用できる
を追加します
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転倒防止用手すりの設置
70歳以上の方が、玄関・トイレ・浴
室等の自宅内に手すりを設置する場
合、その設置費用の９割（所得により
８割）
を補助します。なお施工事業者
は、区が指定する事業者に限ります。

より快適に自宅で過ごせるよう、住宅改修給付事業の内容を充実し、新たに右記の２項目を
追加します。制度を利用するためには、事前申請が必要等の条件があります。詳細は、お問い
合わせください。
申込み・問合せ 介護保険課（区役所２階） ☎内線２４３１

対象
改修項目
（１）70歳 以 上 の 方 で
（２）
・
（３）の対象と 転倒防止用手すりの設置（新規）
ならない方
（２）要 介 護 認 定 結 果 が 手すりの設置、段差解消、床材の変更、扉の取り替え、
非該当（自立）の方 便器の洋式化。これらの改修に付帯して必要な工事
①浴槽の取り替え
②流し・洗面台の取り替え
③便器の洋式化
（３）要支援１・２または ④生活の場の移設（新規）
要介護１〜５の方
※②は、要介護４・５で
▶１階床の新設・付帯して必要な工事
車椅子利用の方のみ
▶浴槽の新設・付帯して必要な工事
▶流し・洗面台の新設・付帯して必要な工事
▶便器の新設・付帯して必要な工事
（２）の改修項目と同内容

◀手すり設置の例

住宅改修支援項目一覧
利用限度額※
５万円
20万円
37万9000円
15万6000円
10万6000円
以下４項目の合計
99万1000円
35万円
37万9000円
15万6000円
10万6000円
20万円

生活の場の移設
１階に、閉鎖の状況にある作業所
や店舗等があり、その２階以上に居
住している要介護・要支援の方が、
１階へ居住場所を移す際の改修工事
費の９割（所得により８割）を補助
します。

※区の補助率は、所得によって利用限度額の９割または８割となります

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を予防しましょう
問合せ 健康推進課 ☎内線４３２

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは、人の動きをコントロールするための
骨・関節・筋肉等が衰え、立ったり歩いたりすることが難しくなっている状態をいいます。
進行すると自立度の低下や寝たきりにつながり、介護が必要になるリスクが高まります。
日頃から食事や運動を心がけ、ロコモティブシンドロームを予防しましょう。

意
こんな状態は要注

１

７ つの
ロコチェック
４

２

片足立ちで
靴下がはけない

５

布団の上げ下げや
掃除機がけが困難

３

15分くらい
続けて歩けない

６

２㎏（１リットルの牛乳パック２個）程度
の買い物をして持ち帰ることが困難

階段を上がるのに
手すりが必要

横断歩道を青信号で
渡りきれない

食事で骨と筋肉を丈夫に
毎日３食、バランスの良い食事を心がけまし
ょう。特に骨と筋肉の元となるカルシウムと
たんぱく質は、きちんととるようにしましょう。
運動習慣 取 入
ょ
歩くことが一番効果的です。バランス能力や
足の筋力をつける、荒川区オリジナル体操「あ
らみん体操」や「荒川ころばん体操」も、予防
に効果があります。
詳しくは 荒川区オリジナル体操

７

家の中でつまずいたり
すべったりする

仮想通貨 の
投資ばなし に ご 注 意 を
消費生活センターから

予防のポイント

で検索

足腰 痛
早
受診
軽い捻挫や骨折、骨粗しょう症等の病気から
ロコモティブシンドロームに陥ることもありま
す。股関節や膝、腰の不調を感じたら早めに医
療機関を受診しましょう。

仮想通貨とは、インターネット上で取り引きされる通貨のよう
な機能を持つ電子データです。利用者はインターネットを介して
入手・換金することができ、銀行等に比べ手数料が大幅に安いた
め、今後の利用拡大が予想されます。
この仮想通貨をめぐり、投資や利殖目的で勧誘するトラブルが
高齢者を中心に増加しています。

仮想通貨を利用する際の注意点
○仮想通貨は、価格が変動することがあります。価格が急落し、損を
する可能性があります
○金融庁・財務局の登録を受けた資本金1000万円以上の事業者でな
ければ、国内で仮想通貨交換サービスを行うことができません。登
録の有無を、金融庁の下記のホームページで確認してください
金融庁「金融サービス利用者相談室」

☎０５７０（０１６）８１１

 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf

○取り引きを行う場合、事業者から説明を受け、内容やリスク（価格
変動、サイバーセキュリティ等）をよく理解してから行ってくださ
い
○仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨
を利用する詐欺や悪質商法にご注意ください
相談専用電話

消費生活センター（区役所６階）
☎（５６０４）７０５５
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区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

期日
︵期間︶

日

はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

①事業・イベント名
②〒住所※

●

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

③氏名
（ふりがな）

●

電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

④電話番号

●

指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）１枚

宛先は、各記事の申し込み先へ
⑤以降にその他の
必要事項
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
（各記事に明示）
してください
●

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

申込方法
︵申込先︶

申

締め切り

締

問い合わせ先

問

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
介護保険の更新申請を
介護保険被保険者証の認定の有効
期間が12月31日㈰で、サービスの
継続を希望する方
10月末に郵送した申請書を持参
し、できるだけ11月中に区役所２
階介護保険課または区内の地域包括
支援センターへ
介護保険課☎内線２４３３

住宅資金の融資あっせん制度
◆住宅建て替え資金
老朽住宅を除却に伴い、建て替え
等を行う方 限度額 2000万円
利子補給期間 住宅ローン返済期間の
前半分で10年以内 借入利率 金融機
関 の 定 め る 利 率 利子補給利率 年 率
1.5%（最大）
◆住宅増・修築資金
限度額 20〜500万円
利子補給期間 ７年以内
借入利率 年率
３％ 利子補給利率 ▶外壁・屋根を含
む改修工事、高齢者・心身障がい者
が同居する世帯…年率1.2% ▶そ
のほかの増・改修工事…年率0.9％
……………………………………
※要事前申請
防災街づくり推進課（区役所北庁
舎２階）☎内線２８２５

荒川区住宅対策審議会
12月14日㈭ 午前10時〜正午
防災センター４階研修室 ※傍
聴を希望する方は、午前９時45分
までに直接会場へ（定員10人〈抽
選〉） 施設管理課☎内線２８２２

日本語スピーチ大会の
参加者募集
平成30年３月４日㈰ 午前10
時〜午後２時 サンパール荒川３
階小ホール 区内在住・在勤・在
学の外国出身者で、次のすべてを満

-17- １） 区内在住・在学の中学
１・２年生 30人（申込順）
￬1000円 ￮12月６日㈬
生涯学習課☎内線３３５５

たす方 ▶満15歳以上 ▶日本語
を母国語としない ▶日本在住期間
が５年以内 12人（選考）
申込書の配布 区役所３階文化交流推
進課、各区民事務所・図書館（下記
ホームページからもダウンロード
可） ￮平成30年１月12日㈮
持参・郵送で、原稿（５分程度）
と申込書を、〒116-8501（住所不
要）荒川区国際交流協会事務局（文
化交流推進課内）へ
☎（３８０２）３７９８
 http://www.arakawa-kokusai.
com

就学支援シートを配布
平成30年４月に小学校へ入学す
る児童が、学習・行動面等で特別な
支援が必要と思われるとき、その状
況を入学校へ伝えるための「就学支
援シート」を配布しています。
平成30年３月30日㈮まで 在
籍する幼稚園・保育園、区役所３階
学務課 学務課☎内線３３３５

子育て講演会「不登校につ
ながるネット依存」

子育て・教育

12月21日㈭ 午後２時〜３時
30分 アクロスあらかわ１階多
目的ホール 100人（申込順）
託児 １歳以上の未就学児、５人
（申
込順） ￭独立行政法人国立病院機
構久里浜医療センター主任心理療法
士・三原聡子氏
子ども家庭支援センター
☎（３８０５）５５２３

受験生チャレンジ支援
貸し付け事業
中学３年生、高校３年生等のお子
さんがいる一定所得以下の世帯へ、
学習塾の費用等を無利子で貸し付け
ます。高校・大学等へ入学した場合
は返済が免除されます（貸し付けに
は条件があります）。
◆貸付限度額
▶学習塾等受講料…20万円
▶高校受験料…２万7400円
▶大学受験料…８万円
￮平成30年１月31日㈬
荒川区社会福祉協議会
☎（５６１５）３４４０
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

ジュニア弓道指導教室
平成30年２月24日までの㈯
午前９時30分〜正午 荒川総
合スポーツセンター４階弓道場
区内在住・在学で、中学生〜18
歳の方 20人（申込順） 荒川
総合スポーツセンター１階総合受付
へ 荒川区弓道連盟・池田
☎０９０（４０６９）１６７５

中学生ロボットコンテスト
の参加者募集
３〜４人でチームを組みロボット
を製作し、北区大会（平成30年２
月25日㈰）、荒川区大会（平成30
年３月４日㈰）に出場します。
12月23日㈷・26日㈫・27日㈬、
平成30年１月５日㈮・14日㈰・21
日㈰（全６回） 午前９時30分〜
午後４時 都立産業技術高等専
門学校荒川キャンパス（南千住８

高齢者
カラオケ体操講習会
12月13日㈬ 午後１時〜２時
30分 荒川老人福祉センター
区内在住の60歳以上の方 30
人（抽選） タオル・飲み物
※動きやすい服装で ￮11月27日
㈪必着

往復はがき・ファクス・電子メー
ルで、４面上段を参照し①〜④の記
入事項と⑤年齢⑥ファクス番号を、
〒116-0002荒 川 区 荒 川 １ -34- ６
荒川老人福祉センターへ
☎（３８０２）１６６６
（３８０２）１６８３
 starts-from60@arakawashakyo.or.jp

障がいのある方
障がい者グループホーム・
スクラムあらかわ入居者募集
利用期間 平成30年４月以降で、３年
間 次のすべてを満たす方
▶18歳以上 ▶愛の手帳を所持し
ている（重複障がいのある方を含
む） ▶区内に居住しているまたは
区外の施設を利用中で入所時の居住
地が荒川区にある ▶障害支援区分
２以上で通所事業を利用しているま
たは予定している ▶男性…10
人 ▶女性…４人 ※審査会で決定
12月５日㈫〜19日㈫に、来所・
電話・ファクスで、区役所１階障害
者福祉課へ☎内線２６８５
（３８０２）０８１９

仕事・人材募集
にこにこサポート協力会員
を募集
日常生活にお困りの方に、家事や
付き添い等の介護・見守りを行う協
力会員を募集します。
報酬 750〜950円（ １ 時 間 ） ※ 活
動内容・時間帯により変動
◆説明会
12月19日㈫ 午後１時30分〜
３時 荒川区社会福祉協議会３階
会議室 15人（申込順） ￮12月
18日㈪
荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

「国保温泉センター」
平成29年度荒川区議会定例会・ 東京都国保連合会
割引利用券をご利用ください
11月会議が開かれます
平成29年度荒川区議会定例会・11
月会議は、11月28日㈫〜12月13日㈬
までの会議期間で開かれる予定です。
この11月会議では、区政全般にわた
り議員から区長等に対して質問をする
他、条例等の議案を審議する予定です。
※本会議・委員会は傍聴できます。車いす
を利用する方の傍聴席もあります
※本会議の開始時間は、午前10時からです

問合せ 議会事務局 ☎内線３６１４

東京都国保連合会では、国民健康保険加入者の方に、国保温泉センタ
ー割引利用券を配布しています。利用券１枚につき３人までが、４か所
の温泉センターを平成30年３月末まで利用できます。
割引券の配布場所 区役所１階国保年金課、各区民事務所
問 合 せ 国保年金課 ☎内線２３７１
料金
大人
小人 超過料金（１時間）
檜原温泉センター「数馬の湯」
（西多摩郡檜原村2430）
500円 210円
―
450円 200円
奥多摩温泉「もえぎの湯」
（西多摩郡奥多摩町氷川119-１）
大人のみ200円
（２時間）
（２時間）
700円 250円
大人200円、
秋川渓谷「瀬音の湯」
（あきる野市乙津565）
（３時間）
（３時間） 小人100円
620円 210円
生涯青春の湯「つるつる温泉」
（西多摩郡日の出町大久野4718）
大人のみ210円
（３時間）
（３時間）
施設名（所在地）

※各施設の詳細は、割引利用券をご覧ください

No.1605 2017年（平成29年）11月21日号

弓道公開稽古

期 日

時 間

12月25日㈪〜平成30年３月31日㈯ ※各教室とも、全11回

費

用

6820円 ※レベルアップ体操は、１万1330円
12月９日㈯〜14日㈭の各教室の開催曜日の開始時刻〜20分
間に、１階コミュニティホールで（抽選）

幼児体操
体操

４歳以上の未就 35人
学児

12月９日㈯午前10時〜10時30分に、
１階コミュニティホールで（抽選）
※抽選終了〜午前11時30分に費用を納入した時点で申込完了

※開講期間内に対象年齢に達すれば申し込めます

午前10時〜11時30分

年長児〜小学生

用

申込方法

30人
20人

午後２時〜３時
12月25日㈪
〜28日㈭ 午後３時〜４時

年中児〜小学生 25人

午後４時〜５時

年長児〜小学生 20人

４歳以上の未就 35人
学児

※学年・年齢は平成29年12月31日時点

費

※抽選終了〜40分間に費用を納入した時点で申込完了

2480円 ※サッカーは、3720円

ヒ

ッ

プ

ホ

ッ

曜日
月
火
水
木
土

プ

日

時 間

対 象

午後４時〜５時

５歳〜小学生

午後５時〜６時
午後３時〜４時
午後４時〜５時
午後３時〜４時
午後４時〜５時
午後５時〜６時
午前11時〜正午
午前10時40分〜11時40分
午前11時40分〜午後０時40分
午後１時〜２時
午後２時15分〜３時15分
午後３時45分〜４時45分

小学生
４〜５歳
６歳〜小学生
４歳以上の未就学児

定 員

４歳以上の未就学児

問

HP
各25人

小学生
４歳以上の未就学児
５歳以上の未就学児
小学生

締

20人
各10人

ホームページアドレス

逆上がり

定員

教室名
子どもフラダンス
ジュニア空手①
ジュニア空手②
バレエ①
バレエ②
キッズダンス
チアダンス（幼）
チアダンス（小）
はじめて体操
幼児ＨＩＰＨＯＰ
小学生ＨＩＰＨＯＰ
チャレンジ体操
レベルアップ体操
はじめてなわとび

幼児トランポリン 12月19日㈫ 午後３時〜４時
〜22日㈮
トランポリン
午後４時30分〜５時30分
サッカー

対 象

申

電子メールアドレス

教室名

￥

問い合わせ先

間

申込方法

持

締め切り

６面へ続く

期

冬季短期子どもスポーツ教室

講

さし もの

定期制子どもスタジオ教室
（第４期）
会場・申込み・問合せ 荒川総合スポーツセンター ☎（３８０２）３９０１

内

申込方法
︵申込先︶

ちょう ち ん

人

費用

12月３日㈰
◆ワークショップ「提灯に文字を描こう」
▶午後１時〜２時 ▶午後２時
10分〜３時10分 ▶午後３時20分
〜４時20分 各４人（申込順）
￭荒川区登録無形文化財保持者・前
森宏之氏 ￬500円
◆実演「指物」
午前10時30分〜正午、午後１時
30分〜４時 ￭荒川区登録無形文
化財保持者・渡辺光氏
……………………………………
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

対

持ち物

伝統工芸技術の実演・
ワークショップ「あらわ座」

所

講師

希望者はバッチテストに挑戦でき
ます。
・平成30年１月５日㈮午後８
時30分〜１月８日㈷午後７時（予
定） 集合・解散 区役所前（往復バス
利用） 菅平高原スキー場（長野
県上田市） 区内在住・在勤・在
学で、小学４年生以上の方（小学生
は保護者同伴で15人程度） 70
人（申込順） ￬３万4000円（小学
生は２万9000円）
講座
申込用紙の配布 区役所３階スポーツ
振興課、荒川総合スポーツセンタ
ガラスのカレットで
ー、あらかわ遊園スポーツハウス、
産業・経営支援
クリスマスリース作り
各区民事務所等
郵送・ファクス・電子メールで、 12月２日・９日・16日の㈯・23日
区内中小企業経営者向け
申込用紙を、〒116-0003荒川区南 ㈷（全４回） ▶午前クラス…午
中小企業診断士による相談
千住７ -23- ４ -1204荒川区スキー 前10時〜11時30分 ▶午後クラス
…午後２時〜３時30分 各20人
㈪〜㈮ 午前９時30分〜正午、 連盟・滝沢へ
（申込順） ・あらかわリサイク
午後１時〜５時 ※要予約 経 ☎０９０（４９５０）０９５４
ルセンター☎（３８０５）９１７２
営・創業相談、事業承継や事業転 （３８０２）７６８８
換・多角化に関する相談等 ※事業  arakawaski@gmail.com
あらかわの三業地
資金を必要としている区内中小企業 ※電話・ファクスでの申し込みは午
後９時まで
向けの融資相談は随時受け付け
12月６日㈬ 午後２時〜４時
￮12月20日㈬必着
・経営支援課（区役所６階）
生涯学習センター３階第３会議室
スポーツ振興課☎内線３３７４
☎内線４５８
30人（申込順） 三業地（料理
屋・芸者置屋・待合茶屋）の歴史に
初級障がい者スポーツ
ついて ￭南千住駅前コツ通り商店
スポーツ
指導員養成講習会
会会長・杉山六郎氏
・▶Ａ日程…平成30年２月３ あらかわ地域活動サロンふらっ
元プロ野球選手による
日 ㈯ 午 前 ９ 時45分 〜 午 後 ４ 時15 と . フラット（生涯学習センター１
レベルアップ塾
分、４日㈰・10日㈯・12日㈷午前 階）☎（３８９１）８５７１
12月３日㈰（雨天決行） 午前 10時〜午後５時15分 ▶Ｂ日程… ﬂat̲ﬂat@arakawa-shakyo.or.jp
９時〜午後４時 南千住野球場・ 平成30年２月３日㈯午前９時45分 ※㈪〜㈮午後１時〜７時（第１・３
荒川総合スポーツセンター 野球 〜 午 後 ４ 時15分、10日 ㈯・11日 ㈬・㈮は午後９時まで）

時

内容

 平 成30年 ３ 月31日 ま で の ㈫・
㈭・㈯ ※㈷等を除く ▶㈫…午
前10時〜11時30分 ▶㈭・㈯…午
後７時30分〜９時 ※㈯は的前行
射のできる方に限る 荒川総合ス
ポーツセンター４階弓道場 区内
在住・在勤・在学で、中学生以上の
方 ￬300円（１回） ※道具の貸
し出しは無料 荒川区弓道連盟・
石川☎（３８９５）２３８２

◆花暦 de クリスマスフラワーアレ
ンジ
12月４日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1500円
◆エコ生活 de 楽しく大掃除
12月５日㈫ 午後１時30分〜３
時30分 20人（申込順） ￬300円
◆編みもの de 友だちサロン
12月６日〜20日の㈬ 午後１
時30分〜３時30分 各15人（当
日の先着順）
◆和布 de 叶結びのお守り袋
12月８日㈮ 午後１時30分〜
３時30分 15人（当日の先着順）
￬400円
◆ペットボトル栽培 de 野菜作り
12月10日㈰ 午前10時〜正午
20人（申込順） ￬300円
◆ローズマリー de 緑の手作りクリ
ーム
12月12日㈫ 午前10時〜正午
15人（申込順） ￬500円
◆花合わせ de クリスマスフラワー
アレンジ
12月18日㈪ 午前10時〜11時
30分 24人（申込順） ￬1500円
◆ベリーダンス de エコボディ
12月22日㈮ 午前10時〜11時
30分 15人（申込順） ￬300円
……………………………………
あらかわエコセンター
ＮＰＯ法人エコ生活ひろめ隊
☎０７０（６５２１）７６５１
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

定員

区民スキー教室

デ

対象

平 成30年 １ 月 ４ 日 〜 ３ 月
31日 ※勤務成績が良好な場合は
更新あり 勤務日数 月16日
勤務時間 午 前 ８ 時30分 〜 午 後 ５ 時
15分（７時間45分勤務） 建築
士法第２条第１項に定める建築士の
方または建築士同等の業務経験があ
り建築関係法令等に精通している方
１人（選考） 住まいとまちづ
くりの相談・支援業務、建築相談業
務全般に関する事務等 報酬 （月
額）20万4000円（予定） 防災
街づくり推進課☎内線２８３８
勤務期間

12月17日㈰ 午前10時〜午後
５時 荒川総合スポーツセンター
２階大体育室 区内在住・在勤・
在学で、小学生以上の方 150人
（申込順） ドッヂビー体験会、
ディスタンス（遠投）大会 室内
用運動靴 ※運動できる服装で
￬50円（１人） 申込用紙の配布 区役
所３階スポーツ振興課、荒川総合ス
ポーツセンター等 ￮12月１日㈮
持参で、申込用紙・費用を、スポ
ーツ振興課へ☎内線３３７４

日

エコ生活実践講座

会場・場所

非常勤職員（まちづくり・
建築紛争相談員）を募集

ドッヂビー
クリスマスイベント

㈰・12日㈷午前10時〜午後５時15
分 ※全４回 台東リバーサイド
スポーツセンター（台東区今戸１ １ -10） 区内在住・在勤・在学
で、18歳以上の方 15人（抽選）
筆記用具、室内用運動靴 ※運動
ができる服装で ￬3800円（指導
員登録料） ￮12月22日㈮消印有
効 申込用紙の配布 区 役 所 ３ 階 ス ポ
ーツ振興課、荒川総合スポーツセン
ター、あらかわ遊園スポーツハウス、
各区民事務所（荒川区ホームページ
からもダウンロード可） 持参・
郵送・ファクスで、申込用紙を、
〒116-8501（住所不要）荒川区役
所３階スポーツ振興課へ
☎内線３３７３
（３８０２）３１２８

時間

残業・通院・冠婚葬祭等で子ども
を預けたい、保育園・学童クラブの
送迎をしてほしい等、子育て世代の
ニーズに応える会員を募集します。
◆養成講座
受講後、協力会員として登録し活
動していただきます（謝礼あり）。
12月８日〜22日の㈮（全３回）
午前９時〜午後４時 峡田ふれ
あい館、西尾久保育園、荒川消防署
￬1400円 ￮12月６日㈬
荒川区ファミリー・サポート・セ
ンター事務局（荒川区社会福祉協議
会内）☎（３８９１）７９３８

経験のある区内在住・在学の小学
４・５年生 20人（申込順）
￮11月30日㈭
スポーツ振興課☎内線３３７４

期日
︵期間︶

ファミリー・サポート・
センター協力会員を募集

5

6
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区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262
リ ア ル

から表彰式を行います
 ACC ☎（３８０２）７１１１

期日
︵期間︶

日

認知症介護者交流サロン
５面「講座」の続き

時間

時

会場・場所

所

月イチギャラリートーク
11月25日㈯ 午後１時30分〜
２時10分 ※直接展示室入り口へ
企画展「下町の名宝展〜あらか
わの有形文化財」の解説 ￬100円
（区内在住の中学生以下、65歳以
上、障がい者とその介助者は無料）
・荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

世界の料理教室（日本料理編）
12月７日㈭ 午前10時〜午後
１時 峡田ふれあい館２階洋室３
外国籍の親子（託児あり） 15
人（申込順） キャラクターおにぎ
りとけんちん汁作り ￬300円（１
人 ） ￮11月30日 ㈭  電 話・ 電
子メールで、４面上段を参照し①〜
④の記入事項と⑤託児利用の有無⑥
お子さんの年齢を申し込みのうえ、
費用を区役所３階荒川区国際交流協
会事務局（文化交流推進課内）へ持
参☎（３８０２）３７９８
 bunka@city.arakawa.tokyo.jp

区民カレッジ
「西郷隆盛とその時代」

持ち物

持

費用

￥

申込方法
︵申込先︶

申

平成30年１月13日・27日、２月
17日、３月17日の㈯（全４回）
午後１時〜３時 生涯学習セン
ター 区内在住・在勤・在学で、18
歳以上の方 70人（抽選） 西
郷隆盛の生涯から幕末維新を学ぶ
￭江戸検定１級合格者・大沢正明氏
￬100円（１回） ￮12月20日㈬必
着 往復はがきで、４面上段を参
照 し ① 〜 ④ の 記 入 事 項 を、〒1160002荒川区荒川３-49-１生涯学習
センターへ☎（３８０２）２３３２

催し
締め切り

締

問い合わせ先

問

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

12月２日㈯ 午後１時〜３時
峡田ふれあい館２階和室
銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・関
☎・（３８０７）０５７０

にっぽりフレンドリー
マーケット
12月２日㈯・３日㈰（荒天中止）
午前10時〜午後４時 日暮里
駅前イベント広場 手作り品等の
販売
サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９
いき

いき

ふれあい粋 ・活 サロン
◆うたごえ銭湯
12月２日㈯ 午前10時〜11時
30分 夕やけこやけふれあい館
￬200円
◆あらかわシングルマザーサロン
12月９日㈯ 午前10時〜正午
荒川区社会福祉協議会３階活動サ
ロン ※お子さんの同伴可
◆サロン三ノ輪橋
12月12日㈫ 午後１時30分〜
２時30分 荒川区社会福祉協議
会３階活動サロン
◆カフェ・結
12月19日㈫ 午後１時30分〜
３時30分 日暮里市民サロン「結」
（東日暮里６-40-22） ￬200円
……………………………………
※時間内は出入り自由
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）３３３８
（３８０２）３８３１

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
12月６日㈬ 午後１時30分〜
３時 ・あんしんサポートあら
かわ（荒川区社会福祉協議会内）
☎（３８０２）３３９６
（３８９１）５２９０

都電荒川線写真コンテスト
入賞作品展

司法書士による相続・遺言・
空き家問題無料相談会

11月25日㈯〜12月３日㈰ 午
前９時〜午後７時（25日は午後１
時から） 町屋文化センター２階
ふれあい広場 約220点の作品展
示 ※11月25日 ㈯ 午 前11時15分

12月４日㈪ 午後６時30分〜
８時30分 ムーブ町屋４階ギャ
ラリー ￮12月１日㈮ ※当日も
午後８時まで会場で受け付け
東京司法書士会北・荒川支部・伊

広

告

藤☎（６８０６）８４５７
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前10時
〜午後５時

あらかわエコセンター
日曜開館
12月10日㈰ 午前９時〜午後
１時 子どもプログラム（お魚プ
ール、まつぼっくりのクリスマスツ
リー）等 環境課☎内線４８２
※㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時〜
午後５時

也氏） ▶漂流する少女たちの真 実
（ＮＰＯ法人ボンド・プロジェクト
代表・橘ジュン氏）
障害者福祉課☎内線２３７８
（３８０２）０８１９

官公署
陸上自衛隊高等工科学校
生徒を募集

中学卒業（見込みを含む）以上17
歳未満の男性 一次試験日 ・￮▶推
尾久初空襲を語り継ぐ
薦…平成30年１月６日㈯〜８日㈷
のうち指定する１日（12月１日㈮
12月10日㈰ 午後１時〜３時
ゆいの森あらかわゆいの森ホール 必着） ▶一般…平成30年１月20
日㈯（１月９日㈫必着） 自衛隊
100人（当日の先着順）
・￭▶合唱（荒川少年少女合唱隊） 東京地方協力本部台東出張所
▶紙芝居（東京したまち紙芝居の ☎（３８３１）３５５５
会・三橋とら氏） ▶講談（あらか
個人事業税第２期分の
わ講談会・はばたき亭まさの里氏）
納期は11月30日㈭
尾久橋町会付属尾久初空襲を語り
継ぐ会☎（３８８７）０４００
金融機関、コンビニエンスストア
等でお納めください。
荒川第九演奏会
※省エネ促進税制に係る減免の申請
を受け付けています
12月10日㈰ 午後２時開演
荒川都税事務所
サンパール荒川大ホール
￬1000円（全席自由） ※２歳以 ☎（３８０２）８１１４
下は保護者と同席で無料
「（仮称）西日暮里駅前地区
チケット販売所 町屋文化センター、サ
第一種市街地再開発事業」
ンパール荒川ほか
に関する環境影響評価調査
 ACC ☎（３８０２）７１１１

荒川ふれあい寄席
12月12日㈫ 午後２時から（開
場は午後１時30分） 60人（当日
の先着順） 出演 三遊亭好楽一門ほ
か ・町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１

子ども星空学習
12月17日 ㈰、 平 成30年 １ 月14
日㈰ 午前11時〜11時30分
ゆいの森あらかわゆいの森ホール
小学生以上の方（大人のみの参加
も可） 各100人（当日の先着順）
冬の星座や宇宙について学ぶ
ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９

自殺予防講演会
12月16日㈯ 午後２時〜４時
30分 ゆいの森あらかわゆいの
森ホール 区内在住・在勤の方
100人（申込順） ・￭▶ジャ
ーナリストが出会った生きづらさ
を抱える若者たち（作家・渋井哲

計画書の縦覧等

12月１日㈮〜11日㈪（㈯・㈰を
除く） 午前９時30分〜午後４時
30分 ▶縦覧…あらかわエコセ
ンター２階環境課、東京都環境局総
務部環境政策課（新宿区西新宿２ ８ - １都庁第二本庁舎23階） ▶閲
覧のみ…日暮里区民事務所、日暮里
ひろば館、諏訪台ひろば館、西日暮
里ふれあい館
◆意見書の提出
￮12月20日㈬消印有効
提出方法 12月１日㈮から、持参・郵
送で、環境保全の見地からの意見と
事業名・氏名・住所（法人その他の
団体は、名称・代表者の氏名・東京
都の区域内に存する事務所または事
業所の所在地）を、〒163-8001新宿
区西新宿２-８-１東京都環境局総務
部環境政策課へ
……………………………………
東京都環境局総務部環境政策課
☎（５３８８）３４０６

広告内容の問い合わせは各事業所へ

不動産のことなら「ハトマーク」のお店へ
こんにちは。宅建協会（荒川区支部）
です。
「ハトマーク」は、全国不動産業者（約12万余）の約80％が加入する
国内最大の不動産業界団体です。

不動産のお困りごと
相続、底地、借地、共有持分
空家、有効活用、などなど

（

随時

談」
「無料相
中！

）

実施

また、不動産業の新規開業なら
「ハトマーク」
！
！
手厚い開業支援サポートで皆様の開業を強力にバックアップします。

公益社団法人

東京都宅地建物取引業協会（宅建協会）荒川区支部
支部長：原田 仁教

支部事務局：荒川区町屋1−2−15

電話：03-5855-0091 FAX：03-5855-0093

No.1605 2017年（平成29年）11月21日号

診療時間

小児科の平日準夜間・休日診療

荒川区医師会
こどもクリニック

妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

▶㈪〜㈮午後７時〜午後10時 ※受け付けは、午後６時30分〜午後９時30分
▶㈯午後５時〜午後９時 ※受け付けは、午後４時45分〜午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時〜午後１時、午後２時〜午後９時 ※受け付けは、午前９時45分〜午後８時30分まで

場所・問合せ

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

対

象

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています

所在地
荒川４−３２−１０

渡辺接骨院

電 話
（３８９１）５３０３

リサイクル自転車を販売します
期 日 11月25日㈯

販売店 下表参照

販売価格 8000円

店 名
サイクルショップヨシダ
ホンダウイングクジライ
大里サイクル
渡辺商会
吉村モータース
内田輪業
サイクルショップアライ
渡辺モータース
山田輪店
直井商会

（防犯登録手数料を含む）
※ＴＳマーク（自転車安全
整備士が点検整備し、１
年間有効）貼付
※売上金の一部は、障がい者
福祉施設へ還元されます

問合せ
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
（３８０２）３８３１

販売台数 １店２台程度
所
在
地
電話番号
南 千 住 ２ −10− ５（３８０２）２４１８
南 千 住 ５ − ６ −13（３８０１）５８９３
南 千 住 ６ −25− ３（３８０７）６３６１
荒 川 ２ −15− ４（３８０２）１８５１
荒 川 ２ −47− ７（３８０３）５４５４
荒 川 ３ −32− ９（３８０６）４７５１
町 屋 ３ − １ −14（３８９５）４３０９
東 尾 久 １ −14− ４（３８９５）２７１４
東 尾 久 ６ − ９ − ４（３８９５）１９７０
東日暮里３−４２−１２（３８０１）２７７３

ネズミ の被害を防ぐには
環境づくりから
12月はネズミ駆除強化月間です。下記の点に注意して、ネズミの
被害を防ぎましょう。
●家の周囲や屋内を点検し、侵入口となる穴や伱間をふさぐ

人

内

講

持

￥

申

●押入れや家具等を点検し、巣の材料となる紙くず、布等を片付ける
●食品は冷蔵庫やフタの閉まる容器に保管する。ペットの餌、生ごみ
等も餌になるので注意する
捕獲器具の
利用

区では、次の器具を無料で貸し出し・配付しています。
▶貸し出し…捕獲カゴ、圧殺式器具
▶サンプル配付…粘着シート（初回のみ）

駆除用薬
除用薬剤の
剤の
使用

死んだネズミが腐敗しにくい冬季に使用します。
現在、町会 ･ 自治会を通じて配付するほか、生活
衛生課の窓口で12月〜平成30年２月に配付します。

ネズミ退治
講習会

期 日

12月８日㈮

会 場

区役所北庁舎３階301会議室

定 員

30人
（申込順） 費 用 無料

相談・申込み・配付・問合せ

時 間

午後１時30分〜３時

生活衛生課（区役所北庁舎１階） ☎内線４２６

匠の技を持つ職人が表彰されました
（東京マイスター表彰）

問

HP

ホームページアドレス

東京マイスターは、都内在勤者で極
めて優れた技能を持つ者を都知事が認
定するものです。平成29年度は、荒川
区から１人（都内で40人）が認定を受
▲右から西川区長、J・荒川
け表彰されました。
◆伊原創一氏（東日暮里６丁目在住・株 マイスター倶楽部会長・岩渕
誠氏、伊原創一氏、伊原氏の
式会社伊原塗装）
長女・伊原明日香さん
建築塗装工法の原点である「刷毛塗
り」について、特に高度な技能を有しています。現在、東京都塗装高
等技術専門校の校長として、訓練生の指導はもとより、業界全体の底
上げに大いに寄与したこと等が高く評価されました。

締

電子メールアドレス

ール 20人（申込順） ￬700
円 コーチングスポット・森戸
☎（３８９５）５３５３
※午前８時〜午後８時

施術所名

問い合わせ先

イベント情報
◆コーチング勉強会「あなたと私、
違いを知ると理解しあえる」
12月６日㈬ 午後７時30分
〜９時30分 日暮里サニーホ

［施術時間］午前９時〜午後１時、午後３時〜午後７時

締め切り

費用の記載がないものは無料です

区民の皆さんの自主的な活
動を掲載するコーナーです。
お問い合わせのうえ、ご自身
の判断で参加してください。

期 日
11月26日㈰

申込方法
︵申込先︶

南千住駅前ふれあい館
◆ボウリング大会
☎（３８０３）０５７１
12月４日㈪ 午前10時〜
◆プリザーブドフラワーアレンジ
午後１時（荒木田ふれあい館に
12月５日・12日の㈫ 午
午前９時15分に集合） 千住
後１時〜３時 20歳以上の
マルアイボウル（足立区千住中
方 各15人（申込順） ク
居町17-20） 60歳以上の方
リスマス風アレンジ
10人（申込順） ￬930円
（ボ
￬各1500円
ウリング後の食事会は各自負
◆駅前ハッピークリスマスタイム
担）
12月16日㈯ 午後１時30 町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１
分〜４時 舞台発表・ゲーム
荒木田ふれあい館
◆初心者成人陶芸教室
12月５日・12日・26日の㈫
☎（３８００）１９８１
（全３回） 午前10時〜正午
◆家族介護者教室
20歳以上の方 15人（抽
11月25日㈯ 午後１時30
選 ） ￬2000円 ￮11月28日
分〜３時 15歳以上の方
㈫午後６時まで
30人（ 申 込 順 ）  体 位 交
換・足浴
東日暮里ふれあい館
◆荒木田ふれあいコンサート
☎（３８０７）６３８３
11月26日㈰ 午後２時〜 ◆年末こどもパーティー
12月９日㈯ 午後２時〜
３時30分 クラシック、ポ
４時30分 舞台発表と縁日
ピュラー演奏等

日曜日柔道整復施術

費用

費用の記載がないものは無料です。詳細は、お問い合わせください。

※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

対

持ち物

ふれ あ い 館の催 し

☎（３８９３）２３３１
☎（３８０５）６６０１
☎（５２７２）０３０３
☎（３２１２）２３２３

所

講師

区出身の作家・吉村昭氏夫人で、福井県出身の芥川賞作家、「福井
県ふるさと文学館特別館長」
・
「ゆいの森あらかわ名誉館長」を務める
津村節子氏が立会人となり、吉村・
津 村 夫 妻 の 結 婚 記 念 日 の11月 ５
日、両文学館を「おしどり文学館」
とする連携協定を締結しました。
区と福井県の交流は、平成16年
から始まりました。両館では、特集
コーナーを設け、締結記念の展示等
を開催しており、今後は展示の共同
開催、住民や職員の交流等を行って ▲左から西川一誠福井県知事、津村
いきます。
節子氏、西川区長

●荒川区医師会
●荒川区歯科医師会
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞

電 話
（３８９１）０５０２
（３８９５）３６６１

内容

ゆいの森あらかわ
「吉村昭記念文学館」
と
「福井県ふるさと文学館」
が
『おしどり文学館協定』
を締結

問合せ

所在地
東日暮里１−３−１２
東尾久２−４９−３

定員

所在地
電 話
南千住５−７−１
（３８０７）０６０５
荒川４−５４−５
（３８０２）２６０１
町屋３−１８−１２
（６２３１）８７０７
東尾久３−１−９
（３８９２）１２６６
西日暮里２−２２−１ （５６１５）１５６６
東日暮里６−１−１
（５６０４）９３５１
西日暮里４−２１−１２ （５６８５）５５６２
南千住４−７−１
（５６０４）１５１７
荒川１−１７−１４
（３８０７）１６００
町屋２−３−７
（３８９２）３１６１
西尾久２−１４−１１ （６８０７）７７６９
東日暮里４−２０−６ （５８５０）６１６６

医療機関名
久野歯科医院
島田歯科医院

対象

医療機関名
吉野内科・小児科医院
荒川生協診療所
山田こどもクリニック
すずき小児科医院
東京ネクスト内科・透析クリニック
すばる子どもクリニック
倉岡クリニック
かどた内科クリニック
仲村整形外科医院
木村病院
かわさき内科クリニック
やたがいクリニック

期 日
11月23日㈷
11月26日㈰

会場・場所

診療可能科目（内＝内科、小＝小児科、整＝整形外科、外＝外科）

昼 夜 科目
○
内・小
○ 内・小
11月23日㈷ ○
小
○ ○
小
○
内
○
小
11月25日㈯
○
内
○
内
○
整
11月26日㈰ ○
内・外
○ ○
内
○
内

時

※受診の際は､健康保険証を持参してください ※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください ※小さなお子さんは小児科を受診してください

【内科等】 診療時間（昼＝午前10時〜午後１時、午後２時〜５時、夜＝午後５時〜午後９時） 【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

期 日

日

時間

休日診療当番医

☎０１２０（５３６）８８３

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24
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荒川区功労者表彰式
多年にわたり区の発展のために力を尽くされた134人の方の功績をた
たえ、感謝の意を表するため、11月９日、荒川区功労者表彰式を行い
ました。表彰された方は、次のとおりです（順不同、敬称略）。
［問合せ］秘書課 ☎内線２００５

特別功労者（４人）

自治功労者（14人）

永年にわたり地域自治活動に尽力され、防
犯・防災など生活環境の維持向上に貢献される
とともに、町会連合会会長として、地域のコミ
ュニティ及び本区の発展に功労顕著であった方

佐藤

武（西日暮里１丁目）

◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇

荒川区指定無形文化財保持者として、鋳造の
卓越した技術を極められ、伝統技法によって生
み出された数多くの作品により本区の文化振興
に功労顕著であった方

菓子

滿（西日暮里６丁目）

◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇

小説家 吉村昭氏の記念文学館設置に向けた
文学館のあり方に関する懇談会座長等を務めら
れ、卓越した識見と専門知識をもって区内外か
ら高く評価される文学館の開設に功労顕著であ
った方

山崎

一穎（朝霞市）

◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◇◇

津村

節子（三鷹市）

布

市） 三浦みつ子（南千住６丁目） 内野

和男
（南千住８丁目） 井上

浩（西尾久８丁目）

春田 一典（台

東

区） 深井

克彦
（町屋４丁目） 柳原

英一（東日暮里５丁目） 千田

勝（西尾久４丁目）

区） 太田

雅幸
（南千住６丁目） 稲吉 俊治（南千住５丁目）

土屋

悟史
（北

貞司
（京

都

市） 髙森

小原

共雄
（東尾久６丁目） 渡邉とし子（文

京

区）

太田誠一郎（西日暮里１丁目） 𠮷村 富子（町屋４丁目）
齋藤

髙田 裕士（港

公男
（町屋２丁目） 小林

吉田

昌弘
（南千住２丁目） 山崎

利恭
（荒川６丁目）

鈴木

繁雄
（南千住２丁目） 平石

一（町屋１丁目）

立花

洋（南千住１丁目） 白倉

宮下健一郎
（南千住６丁目） 大林
若松

哲雄
（南千住６丁目） 荻原

工藤

清治
（東日暮里２丁目） 小瀨

市） 髙田 千明（港
区）

税務功労者（１人）

敦子（鎌 ヶ 谷 市）

地域自治功労者（57人）

増田

茂行
（墨

田

区）

社会福祉功労者（14人）

益夫
（町屋１丁目） 木﨑 重安
（荒川６丁目） 伊藤サカヱ
（東日暮里６丁目）
良美（町屋４丁目） 熊井昌一郎
（西日暮里５丁目） 倉持 明夫（東尾久５丁目）
秀男
（町屋４丁目） 五十嵐孝之（荒川１丁目） 山本きみ代（町屋４丁目）

輕部

政夫
（町屋４丁目） 柏倉
清男
（荒川１丁目） 三角 正美（町屋８丁目） 岸

石橋

ミツ
（荒川２丁目） 樋口

青地

榮（荒川２丁目） 伊東

堀井

慶子
（荒川１丁目） 高橋

健二（町屋７丁目）

長瀬 憙央（東日暮里３丁目） 堀江

𠮷明（町屋４丁目）

野口

淳
（南千住７丁目） 原田

征明（東尾久１丁目）

久野

耕司
（東日暮里３丁目） 齋藤

緑
（東尾久２丁目）

野入

髙村

裕（荒川６丁目）
勝己
（東尾久２丁目） 古屋庫二子（西日暮里２丁目） 井上
勝年
（荒 川 ７ 丁 目） 中根 文子（東尾久２丁目） 池園 弘美（東日暮里６丁目） 金子 織善（南千住６丁目）
俊一
（荒 川 ２ 丁 目） 柳瀬 啓子（東尾久８丁目） 稲垣 善信（町屋８丁目） 小島 武人（西尾久７丁目）
譲（南千住３丁目）
幸秀
（荒 川 ４ 丁 目） 山﨑 惠三（東尾久８丁目） 角

山本

雅昭
（荒 川 ４ 丁 目） 髙橋喜代司（町屋７丁目）

市川

保（荒川６丁目） 荒川
聰男
（町屋７丁目） 𠮷井

敬
（東日暮里５丁目） 吉原 幸子（西日暮里１丁目）
幸一（町屋４丁目） 大沼 弘子（東尾久３丁目）
樹
（東尾久２丁目） 瀬川

章子（東日暮里３丁目）

幸恵
（東日暮里１丁目） 山田

桂子（西日暮里５丁目）

学校教育功労者（７人）

納
（荒川３丁目） 加藤

正（荒 川 ２ 丁 目） 野島

齋藤

光重（町屋７丁目）

社会教育功労者（９人）

星野

（西尾久６丁目）
節子
（荒川２丁目） 阿出川征雄

大西

秀幸
（荒川３丁目） 堀江

健夫
（西尾久２丁目）

松尾

眞人
（荒川３丁目） 三浦

清水

雄二
（荒川４丁目） 河村

勇伯
（西尾久４丁目） 甲斐ケサノ（東日暮里１丁目） 金子 堅一（東日暮里６丁目）
隆（足 立 区）
齊
（東尾久５丁目） 田中 義久（東尾久１丁目） 弦巻

三神 守治（荒川５丁目） 三浦
岩田

順一
（西日暮里１丁目） 中間

健次
（東日暮里２丁目） 望月 公子（豊

齊藤

照男
（町屋３丁目） 三條

幸雄
（東日暮里３丁目）

区） 米澤 昭一（町屋６丁目） 保科
中島 良和
（町屋３丁目）

久𠮷
（東日暮里６丁目）

水口 一義（荒川４丁目） 飯出

本区の発展のために目覚ましい活動をし、他
の模範となった方々
葉

島

区）

文化功労者（11人）
小西 啓文（南千住３丁目） 水田

指定無形文化財保持者（１人）
多年にわたり鍛金の技術を磨かれ、本区の文

商工功労者（５人）
山岡

化向上に功労顕著であった方

風口

菅原

木塚

悦夫
（町屋４丁目）

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

７万部発行

（

（

毎月１日・11日・21日

京二（東尾久６丁目）

吉田 義德（南千住５丁目） 𠮷田美智子（荒川４丁目）

（東尾久１丁目）
松岡 正道（西尾久２丁目） 大矢 幹夫
（南千住１丁目） 榊原 静燕（荒川２丁目） 中島良四郎（町屋１丁目）
景仁
（西日暮里５丁目） 古川三喜雄
誠
（荒川７丁目） 田中 伸幸
（南千住５丁目） 東音河合夏奈子（東日暮里５丁目） 長坂 勝利
（町屋５丁目）
順夫
（荒川１丁目）
清元延志雄可（荒川４丁目）

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

発 行 荒川区
〒116-8501

昌彦
（西尾久３丁目）

勝晃
（西尾久４丁目） 阿部 成子（西日暮里５丁目） 渡邊 榮仁（荒川４丁目）
康子（西尾久５丁目） 小島冨美子（西尾久２丁目） 関井 文枝（西尾久４丁目）

活動賞（３人）

真野 洋子（千

靖雄
（荒川５丁目） 根本 一德（東日暮里２丁目） 根岸

鶴岡 朝行（調

齋藤

小説家 吉村昭氏の記念文学館設置にあた
り、多くの貴重な資料を寄託するとともに家族
だけが知る吉村昭像など示唆に富んだ助言を通
じ、区内外から高く評価される吉村昭記念文学
館の開設に功労顕著であった方

子
（東尾久２丁目） 深井

岡田

消防・防犯功労者（８人）

東京都荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

@arakawakukoho

☎
（３８０２）３１１１

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa

FAX（３８０２）
６２６２

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

新聞未購読で、あらかわ区報の個別配付を希望する方は、広報課☎内線２１３９へ（荒川区ホームページからも申し込めます）

