広報
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1988年にWHO（世界保健機関）が、世界レ
ベルでのエイズまん延防止とHIV感染者・エイ
ズ患者への差別・偏見の解消を目的として提案
したものです。
治療法の進歩により、死亡率が激減しました。
HIV感染を早期に知り、適切な治療を受けて、き
ちんと薬を飲めば、エイズ発症を防ぐことが出来
るようになりました。しかし、まだまだHIV・エ
イズは不治の病というイメージが強く残っていま
す。そして、それが差別・偏見を招く要因のひと
つとなっています。
東京都における現状
令和元年の、都の新規エイズ患者報告数は72件、
新規HIV感染者報告数は334件で、前年とくらべ
減少しました。しかし、新規HIV感染者は20～
30歳代の若い世代が多く報告されており、新規エ
イズ患者は40歳以上が約60パーセント以上を占

めています。HIVに感染してもほとんど自覚症状
はなく、数年から十数年かけて病状が進行してい
きます。早期発見・治療のために、少しでも気に
なることがあれば検査を受けましょう。
※HIV感染とは、ヒト免疫不全ウイルスに感染し
ている状態のことです。
※エイズとは、HIVに感染し、免疫力が低下する
ことで日和見感染症や悪性腫瘍などさまざまな
症状が出た状態のことです。
レッドリボン
レッドリボンは、エイズに関して偏見を
もっていない、エイズとともに生きる人々
を差別しないというメッセージです。
展示コーナーを設置します
▷期間・場所
・12月15日㈫まで・台東保健所１階ロビー
・12月１日㈫～10日㈭・区役所１階
▷内容 エイズに関するパネルの展示、レッドリ
ボン・パンフレットの配布等

問屋街
▽問合せ 花川戸はきだおれ市実

世界エイズデー

大切なのは、
「正しく知る」こと。
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行委員会
ＴＥＬ
（３８４１）３２４８

12月1日は世界エイズデーです
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会 員 募 集
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FAX

●運命学（東洋占星術で自分や子
どもの運勢・能力・才能）を学び

30

30

ませんか
▽日時 月１～２回
午前 時～ 時 分
▽場所 生涯学習センターほか
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▽会費 月額５千円
▽問合せ 結希
ＴＥＬ
０９０（２７６１）７９１７
●黒門ＡＱＵＡ（フラッグフット
ボール・体験・見学可）
▽日程 毎週金曜日、日曜日
▽場所 黒門小学校、旧竜泉中学
校ほか
▽対象 小学生
▽会費 年額１千円、月額２千円
▽問合せ 三浦
ＴＥＬ
０９０（５５８１）６３２１
●童謡とコーラス「ドレミ会」
（初
心者歓迎）
▽日時 木曜日（月１回）
午後１時 分～３時 分
▽場所 社会教育センターほか
▽会費 月額１千円
入会金１千円
▽問合せ 広瀬
ＴＥＬ
０８０（８７４７）４２９０

・
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この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容
については、当事者間で責任を持っていただきます。
台東区公式ホームページ上の「広報たいとう」にも掲載します
ので、ご了承ください（了承いただけない場合は、掲載すること
ができません）。※掲載
 基準等、詳しくは左記へお問合せください。
▽問合
 せ 台東区役所広報課
ＴＥＬ
（５２４６）１０２１
（５２４６）１０２９

◇番組に対するご要望・ご感想
をお待ちしています。
◀︎YouTube
台東区公式チャンネル

●墨水会（水墨画）
▽日時 第１ ３木曜日
午後１時～４時 分
▽場所 馬道区民館ほか

▽問合せ 畑佐
ＴＥＬ
（３８７２）５２３８
●小島卓球クラブ（経験者のみ）
▽日時 毎週土曜日午後７時～９
時、毎週日曜日・祝日正午～午
後２時
▽場所 ことぶきこども園ほか
▽会費 １回 円
よね だ
▽問合せ 米田
ＴＥＬ
０９０（８８９７）９３１６
200

○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B 午前9時20分 C 午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
午後5時台と午後9時台
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話相談

●第30回 ザッカデザイン画コンペティショ
B
ン（令和2年）（20分）
 	
C
●教えて 池波正太郎記念文庫（14分）
●旧作品 『台東区手話言語の普及及び障害
者の意思疎通の促進に関する条例』の制定に
ついて（6分）
午前9時54分
特別編成 12月18日 再19日午後1時～5時
●区議会中継 令和2年 第4回定例会 一般
質問
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▽時間 午前９時～午後４時 分
（土・日曜日・祝日を除く）

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041
12月6～12日
12月20～26日
Ａ ●旧東京音楽学校奏楽堂 パイプオルガン
●こんにちは区長です（5分）
B
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分 100周年記念演奏会（20分） 	
●旧作品 台東区産業フェア 2020
「宣伝型」
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
C
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ （14分）
●旧作品 台東芸能文庫 内海桂子（26分） ●旧作品 「ようこそ、親子で寄せ植えガーデン」
B へ／区民プロデューサー企画（6分）午前9時54分
●旧作品 第 73回 全日本フェンシング選手 12月27～31日
権大会/松山恭助選手（14分） 午前9時46分 ●台東第九「下町で第九」40年の歩み
B
（20分）
12月13～31日
●見たい知りたい文化財
「東京文化会館」
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
C
（6分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ ●旧作品 STOP！特殊詐欺！～だまされな
い対策～（14分）
午前9時46分
12月13～19日

催しものなど
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台東区町会連合会（三浦敏明会
▽対象 区内在住の方、区内に土
長）の定例会が 月５日に開催さ
地や建物を所有している方
れ、次の件について区役所の担当 ▽内容 不動産鑑定士等の資格を
課から説明があり、協力していく
持つ協会スタッフが相談に応じ
ことになりました。
る
令和２年度台東区歳末たすけあ ▽申込み・問合せ 日本地主協会
い・地域福祉活動募金の実施につ
ＴＥＬ
（３３２０）６２８１
いてほか ５件
●歳末チャリティーバーゲン
「花川戸はきだおれ市」
月 日㈯・ 日㈰
▽日時
午前 時～午後５時
▽場所 花川戸公園および花川戸

12月の区役所制作番組案内

●相続・不動産・空き家 無料電

令和2（2020）年 11月20日

相談・ 台東保健所保健予防課感染症対策担当
問合せ TEL （3847）9476

HIV即日抗体検査（無料・匿名・予約制）
検査を受けることで初めて、感染の有無を確認す
ることができます。また、HIVに感染しても、早
期に発見すれば、エイズの発症を抑えながら、感
染する前とほぼ同じように生活を送ることができ
ます。不安を感じたときや身近な人が悩んでいる
ときは、迷わずご相談ください。採血をして、お
おむね一時間後に検査結果をお伝えします。
▷日時 第2・4水曜日午後1時～2時30分
▷場所 台東保健所
▷予約受付 午前9時～午後5時
TEL （3843）5751
※感染機会から2～3か月以上経過後、検査を受け
てください。
※梅毒のみの検査は受けられません。
随時HIV・エイズに関する匿名での相談に応じ
ています。

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

【は～い赤ちゃん】 掲載依頼書は、区HPの「広報たいとう」からダウンロードできます。

