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区の世帯と人口（4月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

119,584（＋345）

人

200,003（＋261）

口
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5月は
自転車月間

自転車の交通ルールを守り
安全に走行しましょう

危険！こんな運転はやめましょう！

昨年台東区内の交通事故発生件数は、一昨年より55件増加し、757件
でした。うち自転車が関係する事故は358件と全体の4割を超えています。

全て
下
5万円以 ！
です
金
罰
の
●スマートフォン・携帯電話を
使いながらの運転

●傘をさしながらの運転

●イヤホンやヘッドホンで音楽など
を聞きながらの運転

自転車安全利用五則
①自転車は車道が原則
歩道は例外

自転車が従う信号

④安全ルールを守る

②車道は左側を通行

・
「並進可」の標識がある
ところ以外では、並ん
で走ることは禁止です

・
「止まれ」の標識がある
場所では、必ず一時停
止しましょう。

対面する信号に
従いましょう。

③歩道は歩行者優先で、
⑤子供はヘルメットを着用
車道寄りを徐行

・子供を同乗させる時は、バランスを崩しやすくなるた
め、十分注意してください。

自転車で危険運転行為を繰り返すと
自転車運転者講習を受講する必要があります！
一定の危険な違反行為をして、2回以上摘発さ
れた自転車運転手（悪質な自転車運転者）は、公
安委員会の命令を受けて、講習を受講しなければ
なりません。講習は3時間で、
受講料は6,000円です。
もし命令に従わない場合は、5万円以下の罰金とな
ります。

問合せ

「歩行者・自転車専用」と表示
されている場合は、車道を通
行する自転車も歩行者用信号
機に従いましょう。

自転車の点検・整備と付帯保険にかかる費用を全額助成しています
（TSマークの取得費用助成）
TSマークとは自転車安全整備士が点検・整備した安全な自転車に貼るシールで、1年間有効な
傷害保険・賠償責任保険が付帯されます。 対象 区内のTSマーク取得費用助成事業協力店で、
TSマークを取得した区内在住の方（保険加入後1年以内） 助成額 取得費用の全額（上
限2,000円、新車は1,000円） 申請方法 TSマーク付帯保険加入書、申請書、請求書、
領収書、印鑑を下記問合せ先へ持参※審査後、銀行口座へ振込み※協力店等、詳し
くは区ホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。

交通対策課（区役所5階②番）☎（5246）1288
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広報「たいとう」が無料アプリ「カタログポケット」
で読めるようになりました！
問合せ

●多言語対応（10言語）

日本語

英語

韓国語

広報課☎（5246）1021

中国語（繁体字）

タイ語

日本語・英語・中国語（簡体字）
・
中国語（繁体字）
・韓国語・タイ語・
ポルトガル語・スペイン語・インド
ネシア語・ベトナム語で読んだり、
聞いたりすることができます。

多言語閲覧の
イメージ

●読みやすい文字の大きさで

●音声読み上げ機能

本文をタップすると、文字が大きくポップ表示され
ます。見やすく読み間違えにくい「ユニバーサルデ
ザインフォント」を使用しています。※一部、テキス
トにすると読みづらくなる部分は、表示されません。

テキストの読み上げを設定し、本文をタップす
ると、音声で読み上げます。
※ベトナム語は非対応、変換できない箇所あり

●プッシュ通知で
お知らせ

利用は
こちらから

広報「たいとう」をマイ
コンテンツに追加すると、
配信開始をお知らせします。

タップ

タップ
iPhone用

タップ

Android用
※通信費は利用者負担

区役所のレイアウトが一部変わります
▷変更後のレイアウトでの業務開始日 5月13日㈪

▷問合せ 企画課☎️（5246）1012

区役所 6 階

上野側
庶務課
⑨

放課後
対策担当
⑤

児童保育課
⑧

指導課
教育改革担当
①

学務課
②

浅草側
子育て・若者支援課
⑦

清掃リサイクル課
⑥

環境課
③

監査事務局
④

江戸以来、産業や文化が大い
に発展してきた台東区には、江

※昨年度、既に顕彰を受けた事
業所は除く。詳しくは区ホー
ムページをご覧ください。
▽申込締切日 ５月 日㈮
▽問合せ 産業振興課

まな媒体やイベント等を活用し
て広く国内外に情報発信します。
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江戸時代に創業した事業所を
顕彰します

戸の技、江戸の粋を有する事業
所が多数所在しています。
そこで、江戸時代に創業し、
永年に渡って区内産業に貢献の

ホームページから申込むか、電話で下記問合せ先
へ 申込締切日 5月20日㈪
●犬のしつけ方教室～褒めるしつけで楽しいドッ
グライフ♪～ 「玄関のベルが鳴るたびに吠える」
「散歩中に引っ張る」など愛犬の問題行動に悩ん
でいませんか。愛犬も飼い主も楽しく学べる「褒
めるしつけ方」を学びます。愛犬と共にご参加く
ださい。 日程（全4回）6月2日～23日の日曜日
時間 初回は午後1時～3時30分、2回目以降は午前
9時30分～午後2時30分のうち1時間 対象 台東
区で登録済の狂犬病予防注射・混合ワクチンを接
種している健康な犬を飼っていて、全日程参加で
きる方（2回目から犬を連れての参加） 定員 30
頭分（先着順） 講師 家庭犬訓練士 費用 2,000円
（4回分） 申込方法 電話で下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3－1－10）
問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動物管理担当
☎（3847）9437

☎（５２４６）１１３１

●第1回ペットコミュニティエリア適正利用講習会
ペットコミュニティエリアを利用するには事前に
講習会の受講が必要です。 日時 5月26日㈰午前
9時30分～正午 対象 次の全てを満たすこと①飼
い主が区内在住で、台東区で登録をしている小・
中型犬（背中～地面まで約40センチメートル以
内） ②今年度の狂犬病予防注射および原則1年
以内に混合ワクチンを接種している ③犬の健康
状態に問題なく（内・外部寄生虫、伝染性疾病等
にかかっていない）
、他の人や犬に対して過剰に
吠えたり、威嚇したり、咬傷事故をおこしたこと
がない ④エリアを利用する家族全員で参加でき
る 定員 15頭（先着順） 内容 エリア内でのマナ
ーや知識の講習、愛犬と一緒にエリア利用の模擬
練習（講習中は施設内で愛犬をお預かりします）
受講中の注意 ①中学生以下は保護者同伴 ②3歳
以下の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭につき
1人以上の犬を制御できる飼い主が参加（1人で
複数頭連れてくることはできません） 申込方法 区

ある区内事業所を顕彰します。
また、顕彰事業所を、さまざ

愛犬のための講習会

【クールビズを実施しています】区役所・区施設では5月～10月の期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解・ご協
力をお願いします。
〈台東区環境課☎5246−1284〉
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※本人以外の方が課税（非課税）
証明書の申請・受領をする場合
は委任状等が必要です。

※申告期限後に申告すると、証明
書発行に日数がかかる場合があ
ります。
研修が 万円
▽助成対象人数 各 人程度
※予算が無くなり次第終了

（テキスト代、実習に要した費
用等を含む）
※助成上限額は、介護職員初任者
研修が８万円、介護職員実務者

ご注意ください。

「経済センサスー基礎調査」
にご協力ください
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

お知らせ

▽期間 ６月～令和２年３月
▽対象 全国の全ての事業所
▽申請方法 申請書（区ホームペ
ージからダウンロード可 に
)記
入し、研修の修了証明書の写し

▽調査方法 調査員が事業所の活
動状態を実地で確認し、新たに
把握した事業所などには、調査

平 成 年 度 住 民 税（ 特 別
区 民 税・ 都 民 税 ） の 納 税
通知書等を発送します
と研修受講費用の領収書を左記
問合せ先へ持参
▽問合せ 介護保険課事業者担当

軽自動車税の納期限は

・中央図書館谷中分室

児童育成手当をご存じですか

６月 日㈪～ 日㈬
５月 日㈮です
☎（３８２４）４０４１
・育成手当 父または母が、離婚 ▽手当月額 児童１人につき１万
軽自動車税は、４月１日現在、 ・根岸図書館
５千 円
・死亡・行方不明（１年以上）
・
軽自動車やバイクなどを所有して
７月８日㈪～ 日㈭
裁判所からＤＶ保護命令を受け ※育成手当、障害手当とも所得制
いる方に課税されます。
☎（３８７６）２１０１
限があります。
た・重度の障害などの状態にあ
５月７日に納税通知書を送付し
る、 歳到達後最初の年度末ま ▽必要な物 ①申請者および児童
「いますぐ実践！シニアガ
ます。お近くの金融機関、コンビ
の戸籍謄本 ②申請者名義の預
での児童を養育している方に支
イド」を発行します
ニエンスストア
（通知書裏面記載）
、
金口座の分かる物 ③印鑑（朱
給します。
区役所、区民事務所・同分室で、
シニアのための健康情報誌です。
肉で押せる物） ④身体障害者
▽手当月額 児童１人につき１万
５月 日㈮までに納めてください。 ▽配布開始日 ６月３日㈪
手帳か愛の手帳（障害のある方、
３千 円
障害のある方には、軽自動車税
歳未満で心身に障
診断書が必要な場合あり）
・障害手当
害のある児童を養育している方
⑤個人番号カード（写真のある

▽配布場所 区役所２階、地域包
括支援センター、区民事務所・
同分室ほか
▽問合せ 介護予防・地域支援課

※社会保険料相当額（8万円）を
加算済

の免除制度があります。納期限ま
でに申請してください。
（該当基
準等、詳しくは左記へ）

1人につき38万円ずつ
加算

（区役所２階④番）
☎（５２４６）１２４３

4人目
以降

☎（５２４６）１２９５

482万4千円未満

「こども 番」にご協力く
ださい

に支給します。
マイナンバーカード）か通知カ
▽障害の程度 身体障害者手帳１
ード（写真のない番号が記載さ
・２級程度、愛の手帳１～３度
れたカード）および本人確認で
程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮
きる顔写真付きの物（運転免許
症
証等）の２種類
※この他、住民票や民生委員の証
明書などが必要になる場合があ
ります。
※戸籍関係の証明書は発行後１か
月以内、その他の証明書は発行
後３か月以内の物
▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

3人

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

台 東 デ ザイナーズビレッ
ジ施設公開
普段は自由に見ることができな
い施設で、見学・販売等を行いま
す。入居しているクリエイターが
どんな仕事をしているのか、直接
交流しながらご覧ください。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
※台東区南部一帯の街歩きイベン
ト「モノマチ」も同時開催
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３

区では、子供を犯罪から守るた
め、
「こども 番」への協力をお
願いしています。この事業は、登
下校時の通学路をはじめ、放課後
の一般道・公園等で子供たちが
「知
らない人からの声かけ」「痴漢」「つ

444万4千円未満

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）全国一斉試験
放送を実施します
屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
▽日時 ５月 日㈬午前 時頃
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

５月 は 赤 十 字 会 員 増 強 運
動月間です

特 別 整 理の た め 図 書 館 が
休館します

2人

26

きまとい行為」などの被害に遭っ
た・遭いそうになるなど、身の危
険を感じた場合に、助けを求める
緊急避難場所を地域に設けるもの

406万4千円未満

票を配布します。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２
▽住民税を給料から差し引かれて
いる方（特別徴収） 決定通知書
を５月 日㈬に発送
▽銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収）および
年金から差し引かれている方 納
税通知書を６月７日㈮に発送予
定
※給与所得については、原則とし
て特別徴収で納税していただく
ことになります。納税者および
事業所の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５

介 護 職員研 修 受 講 費用を
助成します
▽対象 次の全てに該当する方
①介護職員初任者研修または介
護職員実務者研修を修了後、１
年以内 ②研修の修了日から３
か月以内に介護サービス事業者
と雇用契約を結び、区内の介護

５月は赤十字会員と活動資金の
募集運動が実施されています。
寄せられた募金は、災害救護事

▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～ 日㈭

記入し、下記問合せ先へ持参するか簡易書留で郵送（電子申請可）
申込締切日 申込書は5月24日㈮（必着）
、電子申請は5月24日㈮午
後5時（受信有効）※詳しくは、区ホームページか申込書をご覧い
ただくか、右記へお問合せください。 申込書配布場所・問合せ 人
事課人事係（区役所4階⑤番）☎（5246）1061

1人

工 業 統 計 調 査 にご 協 力 く
ださい
令和元年６月１日現在を基準に
実施します。この調査は、国内の
製造業に属する事業所の実態を明
らかにするため、経済産業省が毎
年実施するものです。
調査対象の製造事業所には、５
月中旬以降に東京都知事から任命
された調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

平 成 年 度 住 民 税（ 特 別
区 民 税・ 都 民 税 ） の 課 税
（非課税）証明書の発行
を開始します
▽発行開始日
・住民税を給料から引かれている

サービス事業所に介護職員とし
て６か月以上継続して就労して
いるか、区内の介護サービス事

台東区育児休業代替任期付職員（事務）募集

368万4千円未満

20

業、講習普及事業、国際活動、赤
十字ボランティアの育成・支援、
看護師等の育成、献血等の血液事
業、社会福祉事業などさまざまな
人道的事業に使われています。
▽申込場所 区民事務所・同分室
・地区センターか左記問合せ先

20

0人

24

☎（３８７６）０８５４
です。ご家族で、ステッカーが貼
・中央図書館浅草橋分室
ってある場所を確認してください。
６月 日㈪～ 日㈬
また、
「こども 番」の協力者
※６月９日㈰は休館日
（緊急避難場所提供者）になって
☎（３８６３）００８２
いただけるご家庭や店舗、事業所
・中央図書館（池波正太郎記念文 の方は、左記問合せ先へご連絡く
庫を含む）
ださい。
６月 日㈪～ 日㈭
▽問合せ 学務課
☎（５２４６）５９１１
☎（５２４６）１４１２

18

平成30年中の所得

減額利用料金（1時間）高齢者（65歳以上）120円、障害者は無料
※初めて利用する方は、身体障害者手帳・登録申請が必要
利用方法 1階受付の券売機で利用券を購入※利用は個人のみ
親子の時間 毎週土曜日・夏休み期間の毎週木曜日（水深60センチ
メートル）
・日曜日・祝日（水深80センチメートル）の午前9時～
正午※浮き輪等の利用可 場所・問合せ 柳北スポーツプラザ
☎（3865）2614 問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

▲「こども110番」ステッカー

500

扶養人数

利用料（1時間）大人（15歳以上）250円、子供（14歳以下）100円

所得制限額（申請者本人）

柳北スポーツプラザ屋内プールをご利用ください

110

110

15

▽問合せ 区民課区民係（区役所
３階③番）
☎（５２４６）１１２２

申込方法 申込書に

選考方法 １次選考は作文、2次選考は個別面接

6月2日㈰

給与（月額）約176,500円（地域手当を含む） １次選考日

26

500

勤務地 区役所本庁舎、地区センター等

採用日 8月1日以降

れた方

対象 日本国籍を有し、平成13年8月1日までに生ま

職種 Ⅲ類・事務

業所に介護職員として既に就労
していて、研修修了後も６か月
以上継続して就労している ③
助成金の交付の申請に係る研修
受講費用について、他に助成を
受けていない
▽助成金額 研修を実施した養成
機関に支払った研修受講費用

30

方（特別徴収） ５月 日㈬
・銀行や郵便局などで直接または

口座振替で納めている方（普通徴
収） ６月７日㈮
※特別徴収の方でも、給与以外に
収入があり普通徴収で課税され
ている場合は、６月７日㈮から
の発行となります。
※課税されていない方でも、
「収
入がなかった」
「扶養家族だっ
た」等の申告をしないと、非課
税証明書を発行できませんので

12

11

11

110

時間 午前9時～午後9時

期間 6月1日㈯～9月30日㈪

24

20

15

31

15

31

27

31

31

10

15

10

17
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【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格、住宅の概要等、詳しくは右記へ〈住宅課☎5246−1213〉

祉館、公衆浴場で配布）に記入
し、 円切手を貼って左記問合
せ先へ郵送 ②左記問合せ先へ
本人確認書類（保険証等）を持
参のうえ、直接申込み
▽申込締切日 ５月 日㈪（消印
有効）
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
階⑤番高齢者総合相談窓口）
☎（５２４６）１２２２

万８千円以下、２人以上の世
帯は世帯員が１人増えるごとに
万円を加算した額以下 ほか
▽助成額 礼金・仲介手数料・引
越し費用の合計額（上限 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１２１３

子 育て 世 帯 住 宅リフォー
ム支援
住居内で子供が安全に過ごすた
めの住宅リフォームに対して、工
事費用の一部を助成します。
▽対象 前年（４～６月に申請す
る場合は前々年）の世帯の総所
得金額の合計が 万円以下であ

万円）
※工事着手前に申込みが必要です。
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１３６７

台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

区が住宅リフォーム資金の融資
を指定の金融機関にあっせんし、
利子の一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が
居住するための住宅で、居住部
分の床面積が 平方メートル以
下（賃貸住宅や店舗、 事務所
を除く）
年度契約利率１％（本
▽主な申込資格 ①区内に１年以 ▽利率
上住所を有する 歳以上の方で、 人負担０・ ％、区負担０・ ％）
返済完了時の年齢が 歳未満
▽申込期限 工事着手１か月前
②世帯全員が住民税を滞納して

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１２１７

環境
リサイクル

区内一斉清掃にご協力をお

ごみのない、きれいなまちの実

現に向けて、ご協力をお願いしま
願いします
す。
区では、ポイ捨て行為の防止に ※大江戸清掃隊（ボランティアで
まちの清掃を行っている方、区
関する条例で、５月 日を「環境
への登録制）の隊員を募集して
美化の日」と定めています。そこ
います。詳しくは、区ホームペ
で、５月 日㈰に区内一斉清掃を
実施します。
皆さんも住居や店舗・
ージをご覧になるか左記へお問
会社の周りを掃除して、きれいに
合せください。
しましょう。
▽問合せ 環境課
また、
「大江戸清掃隊」による、 ☎（５２４６）１２９２
まちの美化啓発を呼びかけるキャ

ンペーンも行います。

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

保険・年金
国民健康保険料の納付は
便利な口座振替をご利用
ください

令和元年度分の全期分を一括振
替することもできます。希望する
方は５月 日㈭までにお申込みく
ださい。

住宅
まちづくり
高齢者等住宅支援
●高齢者等家賃等債務保証
保証人がいないため、民間賃貸
住宅に入居することが困難な方に、
区と協定を結んだ賃貸保証機構が
住まい探しをサポートします。賃
貸保証機構に加盟する保証会社を
利用した場合、支払った初回保証
料の一部を助成します。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世
帯いずれか ②区内に継続して
３年以上居住している ③生活
保護を受給していない ④区内
転居であり、転居先に継続して
居住する ⑤保証人がおらず、
緊急連絡先がある ほか
▽助成額 支払った初回保証料の
２分の１（上限２万円）
●高齢者等住み替え居住支援（転
居前に申込み）
取り壊しや家主の都合による契

り、小学生以下の子供または、
出産前で母子健康手帳の交付を
受けた方がいる世帯等
▽助成対象工事 対象世帯が居住

台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449
問合せ

区民の歯と口の健康情報

※申込方法等、詳しくは左記へお
問合せください。
▽問合せ 国民健康保険課
☎（５２４６）１２５６

福祉
（高齢・障害等）
高 齢 者ふれあい入 浴 券の
新規申込みを受付けます
▽対象 平成 年４月１日現在、
区内在住の 歳以上の方（昭和
年４月１日以前に生まれた
方）で、次のいずれかに該当す
る方（特別養護老人ホーム入所
者は除く） ①ひとり暮らし
②世帯全員が 歳以上 ③自宅
に風呂がない
▽配付枚数 年間 枚
▽配付時期・方法 ６月下旬・簡
易書留郵便で送付
▽利用方法 区内の公衆浴場で１
回につき、ふれあい入浴券１枚
と 円を支払い
▽利用期間 ７月１日㈪～令和２
約更新拒否により立ち退きを受け
ている方に対して、転居に要する
費用を助成します（区内の民間賃

する区内の住宅（マンション等
の共同住宅の場合は専有部分の
み）の、手すりの取り付け・段

年３月 日㈫
▽申込方法

貸住宅から、別の区内民間賃貸住
宅に転居する場合に限る）
。
▽対象 次の全てに該当する方

差の解消、滑り防止の床材への
変更等
▽助成額 助成対象工事費（消費

50

職種 臨時的任用教員（幼稚園） 対象 幼稚園教諭普通

①高齢者・障害者・ひとり親世
帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③前

いない ③融資金の返済および
利子の支払いに十分な能力があ
り、金融機関の定める保証を受
ける 保(証料は申込者負担）
※現在、本融資を受け返済してい
る場合は申込みできません
▽融資あっせん額 工事費の ％
以内で、 万円以上 万円以内
※返済期間は金額により異なる

31

50

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児休業
補助教員採用候補者の募集

・昨年度「高齢者ふれあい入浴
券 」 を受け取った方 申込みの
必要はありません。
・初めて申込む方（次のいずれか
の方法で申込み） ①申請用はが
き（区民事務所・同分室、地区
センター、地域包括支援センタ

20

20

税等を除く）の３分の１（上限

30

31

280

20

15

62

年の総所得金額が単身世帯は

80

20

256

16

ー、老人福祉センター、老人福

令和元（2019）年 5月5日

毎年6月4～10日は「歯と口の健康週 にかかっている方は3割近くいることが
デンタルフロスや歯間ブラシを 図 1
。歯周病は軽度のも
間」です。身近な病気であるむし歯や歯 わかりました（図2）
毎日使っている者の割合
周病は日々の口のケアで予防することが のも含めると成人の約8割がかかってお （%）
50
重要です。毎日の口のケアを無駄なもの り、歯を失う最大の原因となる病気です。
41.9
にしないために、口腔ケア用具について 若いうちからのケアが将来の歯の喪失に
40
37.2
も影響するため、デンタルフロスや歯間
見直してみませんか。
・歯ブラシは1か月を目安に交換しま ブラシを使用する習慣をつけ、正しい口
30
30
のケアを心がけましょう。デンタルフロ
しょう
22.3
毛先が開いた歯ブラシは歯に正しく当 スや歯間ブラシにはさまざまなサイズ・
20
てられず、また消耗した歯ブラシは歯垢 形があります。自分にあったものをかか
（しこう）を落とす力が弱っています。 りつけの歯科医院で確認しましょう。
10
10
こういった歯ブラシでの歯垢除去率は6
割程度で、約4割の歯垢をみがき残して 歯の講演会「歯と口を美しく健康
に保つために」－ライフステージ別
0
いることになります。
におこる問題点と解決法－
30
４0
５0
６0
７0
歳
歳
歳
歳
歳
・歯ブラシだけではみがき残しがあり
日時 5月28日㈫
図2
ます
歯周病と失った歯の本数
（本）
（%）
歯ブラシによるブラッシングのみで 午後1時30分
7
50
は、約4割の歯垢が残ってしまいます。 場所 台東保健所
歯と歯の間には歯ブラシの毛先は届きま 3階大会議室
6
40
せん。毎日の歯ブラシで丁寧にみがいて 講師 大谷一紀氏
5
いても、歯と歯の間に残っている歯垢か （台東区歯科医
30
らむし歯や歯周病が進行してしまいます。 師会）
4
歯の無料健康相談
・デンタルフロスや歯間ブラシを使いま
3
20
日時 6月1日㈯・2日㈰午前10時～午後
しょう
失った歯の本数
2
歯科基本健康診査の結果では、歯と歯 5時 場所・担当 台東区歯科医師会館
重度歯周病の者
10
・台東区歯科医師会
の間の清掃に使用するデンタルフロスや （根岸4－1－28）
1
歯間ブラシを毎日使用している方は全年 ☎（3874）6433、浅草公会堂・浅草
0
0
代で半数に満たない状況でした（図1）
。 歯科医師会・☎（3844）7491※当日
30 3５ ４0 ４５ ５0 ５５ ６0 ６５ ７0 ７５
30歳では、デンタルフロスや歯間ブラシ のみ 内容 歯の健診・相談、歯みがき
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
の使用率は1割と少なく、重度の歯周病 指導

26

75

500

800

65 31

65

免許状をお持ちで、国公私立幼稚園の正規任用教員と
して1年以上、または国公私立幼保連携型認定こども
園で満３歳以上を担当する正規任用保育教諭として１
年以上、もしくは特別区の区立幼稚園の臨時的任用教
員・学級を専任する非常勤講師として通算1年以上の
勤務実績があり、昭和34年4月2日以降に生まれた方
勤務地 23区の区立幼稚園（大田区・足立区を除く）
選考方法 書類選考、面接※面接は、新規応募者・特別
区立幼稚園の臨時的任用教員として最近5年間に勤務
実績のない方が対象 申込方法 所定の書類（募集案内
を参照）を6月3日㈪・4日㈫に本人が下記問合せ先へ
持参※更新者で最近5年間に区立幼稚園の臨時的任用
教員として勤務実績のある方は、
郵送による受付可（申
込締切日5月24日㈮〈消印有効〉
） 申込書配布場所 各区
教育委員会事務局（台東区は区役所6階①番指導課）
か右記問合せ先 問合せ 特別区人事・厚生事務組合教
育委員会事務局人事企画課（千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）☎（5210）9857
10

29

50

38
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光化学スモッグに ご 注 意

光化学スモッグは、自動車や工
場から排出された窒素酸化物や炭

30 30

11

10
10
30

あなたの体の健康度、
チェックしてみませんか
（予約制）

11

▽光化学スモッグ情報

大気汚染情報テレホンサービス
☎（５３２０）７８００
※東京都環境局ホームページをご
覧ください
▽問合せ 台東区環境課

18日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
11日 (個別) 午前9時～10時30分、
25日 (個別) 午前9時30分～10時 19日（個別）
発達相談（予約制）
30分、27日 (集団) 午前9時30分 午前9時30分～10時30分
～11時☎（3847）9497
産婦歯科健康診査
5日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
4 ･ 26日午後1時30分～2時30分 6 ･ 20日午後1時30分～2時30
分※予約は左記
区内在住の方（予約制） ☎ (3847) 9449
5日午後1時30分～3時、12日午前 3 ･ 24日午後1時15分～2時
こころの健康相談
区内在住・在勤の方 10時30分～正午、26日午後3時～ 45分、27日午前9時45分～正
午
(予約制・前日までに) 4時30分☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
17日午前9時30分～11時30分
24日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎ (3847) 9405
※予約は左記
HIV即日検査
12 ･ 26日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
☎ (3843) 5751
17 ･ 28日午前10時～午後3時30
栄養相談（予約制） 分、11日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 台東保健所☎（3847）9447 浅
（両親学級・予約制）
草保健相談センター☎（3844）8171

▽日時 ６月 日㈫・７月９日㈫
午前９時 分、 時、 時 分、
時（各 分程度）
▽場所 台東保健所会議室

11 ･ 27日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
13日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447

▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者
▽定員 各６人（先着順）

台東保健所

▽内容 握力、血圧、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定およびその結果説明と

事業名
3・4か月児健康診査
（平成31年2月生）
1歳6か月児健康診査
（平成29年11月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成28年5月生）

浅草保健相談センター
☎（3844）8171
21･ 26日
午後1時～１時45分
19日
午後1時～１時45分
14日午後1時～2時
☎ (3847) 9449
12日
午後1時～1時45分
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区立公園２か所が
公園課
問合せ
☎（5246）1321
リニューアルしました
●御徒町公園
所在地 台東4−13−3
主な施設 池、日よけ棚、
砂場、クッション遊具、
ミスト遊具（ボタンを
押すとミストが噴霧、
4月下旬～9月下旬利用
可〈予定〉
）
、ジャング
ルジム、トイレ
●山谷堀公園
（山谷堀橋～聖天橋）
所在地 浅 草6−46～ 浅
草7−10 主な施設 散
策路、ブランコ、複合遊
具、歴史パネル、猪牙舟
（ちょきぶね）ベンチ

6月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

6月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場
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午前９時～午後４時
▽場所 生涯学習センター１階ア
トリウム
▽問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

30

10

医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診案内裏面をご覧
ください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

28

笑って元気教室
漫才と体操

▽日時 ６月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象・定員 区内在住か在勤の
歳以上の方・ 人（先着順）
▽出演 ビックボーイズ、青空ピ
ー介・プー子
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
予(約制 )

▽日時 ６月 日㈪午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所６階
▽対象 区内在住か在勤の女性で
更年期や月経障害、不妊などで
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

12

看護の日イベント

台東病院の看護師が、健康測定
や健康相談などを行います。
▽日時 ５月 日㈮

６月９日

40

助言
▽申込開始日時 ５月 日㈮
午前 時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課☎（５２４６）１２５１

20

子宮頸がん検診

６月２日

10

☎（５２４６）１２８３

40

今年度、偶数年齢になる 歳以
上の女性に、受診チケットを送付
しました。
▽検診内容 問診、視診、内診、
頸部細胞診
▽受診場所 区内 医療機関
▽申込方法 受診案内裏面記載の

５月 日

20

健康

５月 日

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療
案内や診療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。
毎日24時間
☎（5272）0303 URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

乳がん検診

今年度、偶数年齢になる 歳以
上の女性に、受診チケットを送付
しました。
▽検診内容 問診、マンモグラフィ
▽受診場所 上野くろもんクリニ
ック、永寿総合健診・予防医療
センター、鶯谷健診センター、
浅草病院、検診車（台東区役所
正面玄関前）
▽申込方法 受診案内裏面記載の
医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診案内裏面をご覧
ください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

５月 日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
浅草2－34－7
内科 浅草二天門クリニック
（5830）0121
グレイプス浅草2階
内科 同善会クリニック
三ノ輪2－12－12 （3801）6180
蔵前4－33－8
12 歯科 ひきば歯科医院
（3865）3418
HKビル2階
浅草2－34－7
（5827）0365
薬局 たから薬局浅草店
グレイプス浅草1階
雷門2－11－8
内科 あさくさ雷門前クリニック
（5827）2700
冨山ビル1階
（3873）1375
内科 つちやファミリークリニック 入谷2－25－2
19 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 朝日調剤薬局
雷門2－3－3
（5806）4707
薬局 めぐみ薬局
入谷2－25－3
（5603）1193
蔵前3－4－9
内科 蔵前かとう内科クリニック
（5809）2416
蔵ビル3階
上野桜木1－10－11
（3827）8401
内科 桜木内科クリニック
地下1階
26
蔵前2－6－3
（5820）6874
歯科 ジェイエムビル歯科医院
ジェイエムビル5階
薬局 薬局日本メディカル 蔵前3－4－9
（5829）8941
13
上野桜木1－10－11 （5842）1454
薬局 オーラム薬局
寿2－10－11
内科 あさくさ田原町内科クリニック
（3841）1181
MS田原町ビル2階
東上野1－7－2
内科 サンライズクリニック
（3836）3321
2階
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
薬局 田原町薬局
雷門1－7－3
（3843）8565
薬局 山村薬局
上野5－26－16 （3831）9312
浅草橋1－10－6
（5822）5563
内科 吉岡整形外科クリニック
富田ビル1階
上野桜木1－10－11
（3827）8401
内科 桜木内科クリニック
地下1階
歯科 山岸歯科医院
蔵前3－20－1
（3851）1718 17
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1－25－10 （3865）5322
上野桜木1－10－11 （5842）1454
薬局 オーラム薬局

化水素等が、太陽からの紫外線を
受けて化学反応を起こし発生しま
す。
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晴天で風が弱く、気温が高い日
に発生しやすいので、ご注意くだ
さい。
目がチカチカする・のどが痛む

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（☎5246−1277）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/
場所 永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
診療対象 小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後6時45分～9時45分、
受付時間 日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分
調剤薬局 車坂薬局 東上野3－11－3 ☎（5812）2067
こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受
診する場合、別途「選定療養費」の負担が生じることがあ
ご利用に
ります。こどもクリニックは治療すれば帰宅できるような
あたって
子供を対象としています。薬は原則１日分の処方です。翌
日には ｢かかりつけ医｣ の診療を受けてください。

等の症状が出たら室内に入り、洗
眼やうがいをし、症状が良くなら

5・6月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

ない場合は病院等で診察を受けて
ください。
▽光化学スモッグ注意報 防災行
政無線等で放送
※午後５時以降は日差しが弱くな
り自然消滅するため、注意報解
除の放送はしません。
▽被害にあったときは
・台東保健所保健予防課（土・日
曜日・祝日を除く）
☎（３８４７）９４７１
・東京都保健医療情報センター
（自動音声による 時間医療機関
案内）
☎（５２７２）０３０３
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場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全5回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全5回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5回）
午前10時30分～正午

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①6月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、5月20日㈪（必着）までに各センターへ（1人1
15人 教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246-1031〉

広報
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催 し も の など
男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

第 1228 号
●区役所1階台東アートギャラリー（台東

曜日（祝休日の場合は翌日） 問合せ 朝倉

区長賞展示作品） 期間 6月7日㈮まで

彫塑館☎（3821）4549

展示作品 田尻周也氏「中心に在る（日本

画）
」 高橋穂氏「雪の日（油画）
」
●上野中央通り地下歩道（C4出口付近）

企画展「新寄贈・寄託品」
Part.2～樋口一葉の散歩道～

内（台東区長奨励賞展示作品） 期間 令和

期間 6月23日㈰まで

2年2月頃まで

開館時間 午前9時～

介護職 就業促進事業
介護業界の現場で働きながら、介護の資格
を無料で取得できます。

雇用期間 令和2

年1月末まで※最長6か月 対象 介護の資
格をもっていない方（初任者の資格をお

午後4時30分（入館は4時まで）

持ちの方を含む）で、介護職員として働

日時 6月22日㈯午前10時30分～11時50

ortex shell（彫刻）
」
、猪俣友莉氏「ポー

休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）

くことを希望する方 勤務地 区内の高齢

分 場所 生涯学習センター4階こども室

トレート 旧友（彫刻）
」
、高田ちさと氏「Pl

入館料 一般300円、小中高生100円

者施設 時給 1,100円※雇用期間終了後、

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

ayground for Humans（工芸）
」
、速水紫

場所・問合せ 一葉記念館

合意の場合は継続雇用可

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

乃氏「opening-ending（工芸）
」
、山越

そびなど※女性保護者向けのワークショッ

真衣氏「コンプレッサー（デザイン）
」
、松

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館職

元悠馬氏「衣替え（デザイン）
」

員

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

申込開始日 5月10日㈮

問合せ 男女平等

推進プラザ☎（5246）5816

もっと自分が好きになる！心と
身体をケアするグループワーク

展示作品 常見龍太郎氏「V

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

消費者月間パネル展
〜5月は消費者月間です〜
区内の消費者団体が日頃の活動や研究の成

☎（3873）0004

月18日㈮

上野学園大学による午後のコン
サート「ピアノによる展覧会」

申込締切日 10

申込み・問合せ 台東区社会福

祉事業団☎（5603）2228

児童館合同行事「下町こども工房」

日時 6月6日㈭午後1時30分開場、2時開演

日時 5月26日㈰午前10時30分～午後4時

出演 上野学園大学音楽学部学生

場所 小島公園 対象 0～18歳の児童と保
護者 問合せ 寿児童館☎（3844）8602

入場料 500円※当日会場で午後1時30分

から販売、未就学児の入場不可
区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「新しい展示登場」

果を発表します。 期間 5月21日㈫～26

申込方法 往復はがきに演奏会名・希望人

も簡単にできるリラクゼーション ②22

日㈰※26日は午後4時まで

数（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、在

ビオトープの最新情報が分かる「自然コー

日㈯・周りに振り回されない自分をつくる

習センター1階アトリウム

勤の方は勤務先を書いて下記問合せ先へ※

ナー」と「ビオトープの生きものパズル」

コミュニケーション

申込締切日 5月

がリニューアルしました。ボールを転がし

日程（全2回）・内容 ①6月8日 ㈯・1人 で

場所 生涯学

・手作りコーナー

応募者多数の場合は抽選

ーガ療法士、心理カウンセラー） ②中川

日程・内容 5月25日㈯・牛乳パックで小

20日㈪（必着）

場所・問合せ 〒110−

てリサイクルについて学ぶ「まわるんのリ

浩子氏（臨床心理士） 持ち物 ①動きやす

物入れ・竹とんぼ作り、26日㈰・手ぬぐ

0007 台東区上野公園8−43 旧東京音

サイクル工場」という展示が出来ました。

い服装、
バスタオル

いでポケットティッシュケース作り、アク

楽学校奏楽堂☎（3824）1988

日程 随時

講師 ①花崎晶氏（ヨ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
時間 午後1時～4時

対象 2日間とも参加可

リル毛糸で花形たわし作り 時間 午後1時
～3時30分

申込方法 当日会場で受付※

能で、身近な人との関係にストレスを感じ

材料がなくなり次第終了

ている女性 定員 12人（先着順）

の相談課消費者担当☎（5246）1144

申込開始日 5月10日㈮※託児あり（1歳以

上の未就学児、 希望の方は下記申込先へ）
託児の締切日 6月1日㈯
場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

さまざまな国の人と交流できる
コミュニケーションスペースが
オープンします！

区では、NPO法人芸術家の村と協働した

ひまわり環境学習室☎（3866）2011

初心者ゴルフ教室
日時（全8回）6月6日～7月1日の月・木

●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで

リバーサイドスポーツセンター、フジゴル

ボランティア体験」 日時 6月15日㈯午後

フセンター（江東区木場） 対象 区内在住

2時～4時 場所 谷中区民館第1集会室

5月18日㈯の「国際博物館の日」を記念し、

か在勤（学）の18歳以上の方 定員 30人

定員 10人（先着順） 申込み・問合せ 環境

上野の文化施設で、ガイドツアーなどのイ

（抽選・初めての方優先） 講師 台東区ゴル

上野ミュージアムウィーク

期間 5月19日㈰

曜日午後6時30分～8時30分

フ連盟講師団

費用 10,000円（8回分）

各文化施設の利用案内やイベントの詳細・

申込方法 はがきに教室名・住所・氏名・

午後3時 ②午前10時～午後3時 場所 花

申込方法等については、上野ミュージアム

年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は

川戸公園※車での来場不可、天候により中

ウィークホームページをご覧になるか下記

勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問

止の場合あり

問合せ先へ

合せ先へ

②20店 出店料 2,000円

問合せ 国立西洋美術館上野

ふりがな

申込締切日 5月24日㈮（必着）

☎（3828）5131㈹

10 台東リバーサイドスポーツセンター

フリーマーケット推進ネットワーク（午前

台東区文化振興課☎（5246）1153

☎（3872）3181

9時～午後6時）☎048（268）8711

区立文化施設「国際博物館の日」
入館無料デー

台東区今戸1−1−

つばさ福祉工房「さをり展」
障害のある方が、手織りで作った製品を展
示・販売します。

日㈮午前9時30分～午後4時30分（最終

・オープニングイベントを手伝ってくれる

書道博物館が無料で入館できます。※旧東

日は3時30分まで ） 場所 区役所1階ロ

ボランティアを募集します

京音楽学校奏楽堂は5月14日㈫

ビー 問合せ つばさ福祉工房

日㈮午後3時～5時 定員 10人（先着順）

開館時間 下町風俗資料館・午前9時30分

☎（3842）2838

場所 Little Japan（浅草橋3−10−8）

～午後5時30分、一葉記念館・午前9時～

問合せ 区民課☎（5246）1126

午後4時30分、その他の館・午前9時30

堂

場所 浅草公会

分～午後4時30分※いずれの施設も入館
は閉館時間の30分前まで※詳しくは各施
設へお問合せください。
問合せ 朝倉彫塑館☎（3821）4549

下町風俗資料館☎（3823）7451

前売券 チケットスペース（☎3234−99

一葉記念館☎（3873）0004

99）
、下記問合せ先で販売 問合せ 浅草公

書道博物館☎（3872）2645

会堂☎（3844）7491

旧東京音楽学校奏楽堂☎（3824）1988

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」
日程 5月11日㈯・12日㈰星野保氏（銅器）
、

出店数（予定）①30店

問合せ 〒111−0024

朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念館、

入場料 7,000円（全席指定）

月2日㈰ ②6月9日㈰ 時間 ①午前9時～

ミュージアムウィーク担当

国際博物館の日を記念して5月18日㈯は

日程 6月27日㈭～30日㈰

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

※別途練習場のボール代1回900円

ます。

鼓童特別公演2019「粋」
（台東区後援事業）

ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

まで※参加費や入館料が必要な場合あり、

コミュニケーションスペースをオープンし

日時 5月31

リサイクル

場所 台東

ベントが行われます。

☎（5246）5816

問合せ くらし

場所・問合せ 環境ふれあい館

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

特集展示「独断で選んだイケメ
ン★オシメン」＆『台東鳥瞰』
関連企画「齋藤陽道 写真展」

日時 6月11日㈫～14

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

②タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後5時）☎050（3616）3300
問合せ 清掃リサイクル課☎（5246）1291

区立保育園・こども園「合同子
育て広場」～のんびりのびのび
子育てタイム～
日時 6月5日㈬午前10時15分～午後3時

老人福祉センターの催し
●介護予防教室参加者募集
日程（全10回）7月～9月

場所 生涯学習センター

対象 乳幼児と保護

者 内容 ままごと、ミニカー、保育士による
歌・手遊び、育児・栄養・健康・保育園に

時間 ①午前10

時～11時 ②③④午前10時～11時30分
教室名（内容）
曜日
場所
お口元気度アップ（口の
①老人福祉
火
健康度のチェックと体操）
センター
②三筋老人
火
福祉館
面白脳トレ（ゲーム、文
字などを通じて脳トレ）
③入谷老人
水
福祉館
セラバンドで筋力アップ
④橋場老人
（筋力やバランス感覚を 水
福祉館
整える体操）

関する相談
問合せ 三筋保育園☎（3866）2413

浅草橋保育園☎（3866）0321
東上野保育園☎（3833）9810

第15回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ
日時 6月23日㈰午前9時15分～午後1時

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

場所 柳北スポーツプラザ

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

か在勤（学）の20歳以上の方※当日の健

対象 区内在住

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

康状態チェックやADL（日常生活活動テ

25日㈯・26日㈰田中敦功氏（江戸べっ甲）

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

スト）の結果により、参加できない種目あ

時間 午前11時～午後5時

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

り 定員 100人（先着順） 内容 体力テス

配布する申込用紙に記入し提出

ト、ストレッチ講習会（講師・桜田敬子

申込締切日 6月1日㈯

氏） 持ち物 運動できる服装、屋内用運動

18日㈯・19日㈰坂井智雄氏（看板彫刻）
、

とう伝統工芸館

場所 江戸たい

問合せ 産業振興課

☎（5246）1131

台東区長賞・区長奨励賞受賞作
品を展示しています

期間 6月5日㈬まで

開館時間 午前9時30

問合せ 老人福祉セ

ンター☎（3833）6541

靴、飲み物、タオル

●ほのぼの寄席 日時 5月30日㈭午後1時

㈪～6月14日㈮

ツ振興課（生涯学習センター5階、土・日

分～午後4時30分（入館は4時まで）

30分～3時

東京藝術大学の学生により制作された台東

入館料 一般500円、小中高生250円※入

伸しん

区長賞・区長奨励賞作品を展示しています。

館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・木

☎（3866）2417

出演 桂伸治、桂伸び太、桂

場所・問合せ 三筋老人福祉館

申込期間 5月13日

申込み・問合せ スポー

曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、
郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」
、
生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

広報

令和元（2019）年 5月5日
スポーツひろば

第 1228 号 （6）
場所 区役所10階会議室

図書館のこども室から

●浅草中バレーボール体験会
13日㈪午後7時～8時50分

日時 5月

場所 浅草中

学校4階体育館 対象 区内在住か在勤（学）

数の履歴書・職務経歴書

ワーク上野☎（3847）8609 31#

ト・ディズニー うさぎとかめ」ほか

台東区産業振興課☎（5246）1152

日時 5月15日㈬午前10時30分～11時、
午後3時30分～4時 対象 幼児～小学校低

装、室内履き、飲み物、タオル※更衣室な

学年※親子で参加可 定員 各60人（先着

し、保険は各自任意で加入

順） 場所・問合せ 石浜図書館

申込方法 当日

☎（3876）0854

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を

●根岸図書館えいがとおはなし会「ぴった

除く午前9時～午後5時）

んこ！ねこざかな」 日時 5月22日㈬午前

☎（5246）5853

10時30分～11時15分、午後3時30分～

●弓道

センター弓道場

申込期限 大会当日午前

11時まで※台東区弓道協会へ申込み
●水泳

場所 清島温水プール

般1,000円、学生500円

参加費 一

申込期限 6月20

日㈭まで※台東区水泳協会へ申込み
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
日程 6月30日㈰

対象 区内在住か在勤（学）

対象 区内在住の原則として60歳以上の方
申込締切日 5月20日㈪（必着）※募集数

に達しない場合、5月21日㈫以降に電話
で受付

日時

☎（3876）2101
21日㈫ ②6月3日㈪ 場所 ①生涯学習セ

台

センター☎（3864）3338

成年後見制度無料相談会
日時 6月8日㈯午前9時30分～午後4時（1

組90分程度） 対象 区内在住か在勤（学）
の方 定員 10組（要予約） 申込締切日 5
月30日㈭

④安心・安全ネッ 6月28日、7月5日 の
トコース～ネット 金曜日（全2回）
とのお付き合い～ 午後2時～4時

日程 ①5月

場所・問合せ 〒111－0056

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

③エクセル～家計 6月26日～7月24日の
簿を作ってみよう 水曜日（全5回）
～
午後2時～4時

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

●あかちゃんえほんタイム

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

6月26日～7月24日の
②ワード～チラシ
水曜日（全5回）
を作ってみよう～
午前10時～正午

対象 幼児～小学校低学年※親子で参加可

場所 台東リバーサイドスポーツ

相談内容を書いて下記問合せ先へ

①初心者～1から 6月21日～7月19日の
パソコンをはじめ 金曜日（全5回）
よう～
午前10時～正午

4時15分 場所 根岸社会教育館ホール

区民体育祭

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

生涯学習センターパソコン講座
第１期
コース

現地で申込み 問合せ スポーツ振興課（生

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

問合せ ハロー

●石浜図書館えいがとおはなし会「ウォル

持ち物 運動できる服

の中学生以上の方

持ち物 面接希望

場所・申込み・問合せ 台東区社

会福祉協議会☎（5828）7507

文化財講座「江戸の子供遊びー

ンター ②台東子ども家庭支援センター

場所 生涯学習センター

時間 午前10時15分、11時（各20分）

在勤の15歳以上の方（学生を除く）

対象 ①区内在住の平成29年11月21日～

定員 各18人（抽選） 費用 1,000円（教材

日時 6月16日㈰午後2時～4時

30年11月20日生まれの子供と保護者 ②

費） 申込方法 講座名・コース（①～④）
・

学習センター 定員 30人（抽選） 講師 斉

対象 区内在住か

どろめん こ

泥面子ー」

ふりがな

場所 生涯

の方※詳しくは、大会要項（下記問合せ先

区内在住の平成29年12月3日～30年12

住所・氏名・年代・電話番号、在勤の方は

藤進氏（元東京都埋蔵文化財センター）

で配布、区ホームページからダウンロード

月2日生まれの子供と保護者

定員 各10

勤務先名・所在地・電話番号をはがきか

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

可）をご覧ください。

組※子供1人につき1回まで、いずれの回

ファックスまたはメールで下記申込先へ※

・希望人数（2人まで）
・参加者全員の氏名

・会場とも同内容

各コース1通のみ

・年齢・代表者の住所・電話番号を書いて

問合せ スポーツ振

興課☎（5246）5853

都立浅草高校温水プール水泳教
室①かんたんアクアビクス
②平泳ぎマスター（初級・中級）
日時 ①5月25日㈯

②26日㈰午前11時

40分～午後0時30分 場所 都立浅草高校
温水プール

対象 区内在住か在勤（学）

の高校生以上の方

定員 各30人（先着順）

費用 各250円（入場料） 申込方法 催し名

（①か②）
・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を電話かファックスで下記申込先へ
申込締切日 各教室開催日の前日
場所・申込み・問合せ 都立浅草高等学校温

水プール（今戸1−8−13）
☎・ FAX （3874）3019

問合せ 台東区

スポーツ振興課☎（5246）5853

工作教室参加者募集
「ちょっと変わった写真立て」

申込方法 電話か直接

下記問合せ先へ※①②申込みは保護者に限
申込開始日 ①5月7日㈫ ②5月20日㈪

ーティ☎・ FAX （3842）6453

問合せ ①中央図書館☎（5246）5911

Eメール taito@fortynet.co.jp

②台東子ども家庭支援センター
☎（3834）4577

ふりがな

実施 対象 区内在住か在勤（学）で16歳

時間 午前10時～正午

以上の方 定員 30人（抽選） 申込方法 往
別・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学
校）名・所在地・電話番号を書いて下記問

鑑定士による無料相談です。 日時 6月6

合せ先へ

合せ先へ

日㈭午前10時～午後4時（受付は3時まで）

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

場所 区役所1階ロビー

月5日㈬・21日㈮午前10時～11時、11

1－5－2 小島社会教育館

時～正午 定員 各5人（抽選）

☎（3861）5063

㈮※当日受付可

申込期限 5月31日

申込み・問合せ くらし

第2期

☎（5246）1025

曜日 クラス

若者のための就活応援セミナー

木曜

問合せ先へ（区ホームページから申込可）
※雇用保険受給中の方は受給資格者証を持
参 問合せ 産業振興課☎（5246）1152

が水中運動を始めるきっかけ作りとして、

FAX （5246）1139

日程（全5回）6月21日～7月26日の金曜

台東まちかど面接会

水曜

日（7月5日を除く） 時間 Aクラスは午後

正社員中心の求人で、区内企業約12社が

4時15分～5時15分、Bクラスは5時30分

参加します。

～6時30分

30分～3時30分（受付は1時15分～3時）

対象 心身に障害がある小学

日時 5月24日㈮午後1時

生以上で、排泄の意思表示ができ、着替え
が1人で可能であるか、介助者を同伴出来
定員 各5組（抽選） 講師 野村不動
申込方法 往復はが

き（1人1枚1教室）に教室名・希望クラ
ス（AかB）住所・氏名・電話番号・障害
内容・泳力レベルを書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月31日㈮（必着）

台東区東上

台東区小島

時間

定員

受講料

15人

期間 7月3日㈬～9月12日㈭
対象 区内在住か在勤（学）

で高校生以上の方（未経験

初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円 者不可） 持ち物 運動着、シ
初級③ 午後1時30分～3時
15人
ューズ、ラケット

対象 おおむね45

●第1期 障害者水泳教室 障害のある方

申込締切日 6月5日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－0056

硬式テニス教室

初級① 午前9時10分～10時40分

番号・就業状況を電話かファックスで下記

水中運動の基本を教えるクラスです。

ふりがな

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話

清島温水プール水泳教室

定員 各9人（抽選）

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

問合せ 〒111−8621

☎（3842）5353

理」
・6月10日㈪・13日㈭・17日㈪

労務士・建築士・中小企業診断士・不動産

歳までの方 定員 20人（先着順）

場所・問合せ 〒110−0015

日 時間 午前10時～正午※28日は屋外で

書士・宅地建物取引士・税理士・社会保険

申込締切日 5月31日㈮（必着）

野6−16−8 清島温水プール

14日㈮・18日㈫ ②「写真の取込みと整

復はがきに講座名・住所・氏名・年齢・性

場所 区役所10階会議室

産ライフ＆スポーツ

～」 日程（全4回）7月7日～28日の日曜

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

名・学年を書いて下記問合せ先へ

る方

スラーム世界の誰とでも仲良くなる方法

「賢いインターネット検索」
・6月7日㈮・

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政

日時 6月8日㈯午後1時30分～4時30分

生涯学習課☎（5246）5815

●「異文化理解のためのイスラーム学～イ

内容・日程（全3回）①

●パソコン講座

区内10士業による
「よろず相談会」

工作教室」
・住所・氏名・電話番号・学校（園）

生涯学習センター

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

シルバー人材センターの催し

講 座・相 談 会 など

を除く午前10時～午後4時）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に「6月

センター生涯学習課☎（5246）5852
問合せ 台

東区生涯学習課☎（5246）5821

の相談課区民相談室（土・日曜日・祝休日

選） 費用 300円（材料費・保険料）

下記問合せ先へ 申込締切日 5月31日㈮
（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習

（必着） 申込み・問合せ 〒111−0032
台東区浅草2−2−1 森田ビル2階㈲フォ

場所 生涯学習センター

在学の満5歳～小学4年生 定員 20人（抽

申込締切日 6月10日㈪

る、②は中央図書館では受付しません

日時 6月30日㈰午後1時30分～3時30分
対象 区内在住か

ふりがな

初級④ 午後5時55分～7時25分

15人 15,000円 申込方法 往復はがき（1人1

中級A 午前9時30分～11時

30人

中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級C 午後1時30分～3時

15人

中級D 午後3時15分～4時45分

30人

12,000円

中級E 午後5時55分～7時25分

15人

中級F 午後7時30分～9時

30人 15,000円

中級G 午後5時55分～7時25分

15人

上級 午後7時30分～9時

15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、6月19日㈬午後7時の
レベルチェックが必要

枚・1クラス）に教室名・希
ふりがな
望クラス・住所・氏名・年齢・
電話番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校） 名・所在
地・電話番号を書いて下記
問合せ先へ（抽選）
※重複申込・記入漏れ無効
申込締切日 5月21日㈫
（必着）
場所・問合せ 〒111−0024
台東区今戸1−1−10 台東
リバーサイドスポーツセン
ター☎（3872）3181

子ども家庭支援センターの催し
催し名
ダンス De ジャンプ

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

6月4日㈫
区内在住の1歳～ 15組 5月20日 日本堤子ども家庭支援センター「にこに
午前10時45分～11時30分 3歳の子供
（先着順） ㈪
こひろば」☎（5824）2535

ボディーシェイプア 6月13日㈭
区内在住の8か月 25組 5月27日 台東子ども家庭支援センター「わくわく
ップ
午前10時45分～11時30分 までの子供
(先着順)
㈪
ひろば」☎（3834）4577
フラダンスを踊ろう

6月10日㈪
区内在住の4か月 20組 5月20日 寿子ども家庭支援センター「のびのびひ
午前10時30分～11時15分 ～10か月の子供 (先着順)
㈪
ろば」☎（3841）4631

ママのためのヨガ

6月13日㈭
午前11時～11時45分

区内在住の3歳ま
8組 5月20日 日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
での子供
（先着順） ㈪ 「ぽかぽかひろば」☎（3824）5532

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

３時まで）
▽場所 上野公園交番前
▽問合せ 小竹

▽内容 肝炎、肝硬変、肝がん等

俳句

ワーク上野
☎（３８４７）８６０９
●消防署からのお知らせ

＃

腰伸ばし空を見上げる春の雲
木下睦子
佗助のその一輪の佗を買ふ
小久保好子
次々と柳の芽吹く坂の町
仲佐恵市
利久の忌不協和音の風波かな
中野禎江
蛤のひとりごと聴く雨夜かな
羽下勝彦
いっせいに湖をひきずり鳥帰る
羽下勝彦
パステルの気怠き湖や春がすみ
渡辺くに彦
木瓜の花人無き露地のうす明かり
渡辺くに彦
サイタさいた桜が咲いた廃校に
北島宏吉
春うらら処々に卍の江戸古地図
北島宏吉
▽問合せ 内藤湘南☎（３８４４）１１２５
北島宏吉☎（３８７２）４６１４

▽問合せ 上野消防署
☎（３８４１）０１１９㈹
浅草消防署
☎（３８４７）０１１９㈹
日本堤消防署
☎（３８７５）０１１９㈹

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

の最新治療と肝臓疾患全般につ
いて
▽講師 淺野徹氏（都立墨東病院

会 員 募 集

▽日時 第１ ３金曜日
午後６時 分～８時 分
▽場所 根岸社会教育館ほか

▽会費 月額２千 円
▽問合せ 本多
☎（３８０３）４９４７

・知ろう！使おう！♯７１１９
急な病気やけがをした場合に、
救急車を呼ぶべきか、すぐ病院へ
行くか迷った時は、♯７１１９に
電話をしてください。相談医療チ
ームが 時間年中無休で対応しま
す。
また、インターネットでは、
「東

京版救急受診ガイド」をご活用く
ださい。
・消防団員募集～今 あなたの力
が必要です～
▽対象 区内在住・在勤（学）で
歳以上の健康な方

▽場所 生涯学習センター
台東区俳句同好会

人（先着順）
▽定員
ひとひらの訪ひ土間に桜かな
加藤昭子
▽申込み・問合せ 峰村
うららかや唐墨磨りて文記す
工藤真澄
☎０７０（６５１９）４１８１
眼差しも新入社員初初し
鈴木千恵子
鶯餅懐紙に残るうすみどり
田口幸子
桜道車夫冗舌に駆け抜くる
野中昌子
川も木も喜び満ちて山笑う
森田昌弘
新た世の羽化登仙の花見酒
吉田すすむ
●運命学（東洋占星術で自分や子
散る桜西郷像の裾を跳ね
内藤潮南
供の運勢・能力・才能）を学びま
亀鳴いていくたびも目の覚めにけり 折笠しげ
梅が枝の青大将に仰天す
及川敏子
せんか
▽日時 月１～２回
る消費税率引上げの際には、軽減
午前 時～ 時 分ほか
税率制度が実施され、税率８％と
▽場所 生涯学習センターほか
％、双方の商品を取り扱う事業
▽会費 月額５千円
者は、さまざまな対応が必要にな
▽問合せ 結希
☎０９０（２７６１）７９１７ ります。
こうした事業者を支援するため、
●カラオケ「台東カルチャー・ク
国では軽減税率に対応するための
ラブ」
（初心者歓迎）
レジや受発注・請求書の発行を行
▽日時 火曜日（月３回）
うシステムの改修・導入に対する
午後６時 分～８時
補助金を用意しています。
▽場所 台東一丁目区民館ほか
※内容等、詳しくは軽減税率対策
▽会費 月額２千円
補助金事務局ホームページをご
▽問合せ 大石
覧になるか、左記へお問合せく
☎（３８５１）４３４３
ださい。
●社交ダンスサークル「さつき会」
▽問合せ 軽減税率対策補助金事
（①中級者 ②初めて ・ 初心者）
務局コールセンター
▽日時 毎週水曜日①午後１時
☎０１２０ ３
分～２時 分 ②２時 分～３
- ９８１１１
●ハローワーク上野就職支援セミ
時 分
ナー参加者募集（予約制）
▽場所 雷門区民館ほか
▽講座名・日時
▽会費 月額３千円
・面接対策セミナー ６月 日㈬
▽問合せ 島田
午前 時
☎０９０（１７７４）７９６４
●仏像彫刻「蓮華の会」
（見学可） ・書類作成セミナー ６月 日㈬
午前 時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
30

●軽減税率対策補助金が用意され
ています
今年の 月１日に予定されてい

10

内科部長）
▽問合せ 墨田・城東地区肝臓友
の会会長 上大田
☎０８０（１０５０）７９０９
●第 回墨水会展「水墨画・墨彩
画
▽日時 ６月１日㈯～５日㈬午前
時～午後５時（最終日は３時
分まで）
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー
▽問合せ 畑佐
☎（３８７２）５２３８
●親子リトミック「アトリエ・ド
ゥ・ムジカ」無料体験（要予約）
▽日時 ５月 日㈮
午前 時～ 時 分
▽場所 生涯学習センター
▽対象 ０～３歳の子供と保護者
▽申込み・問合せ 飯島
☎０９０（２４１５）４５９９
●第 回隅田川クリーン大作戦
▽日時 ６月 日㈯午前９時～正
午（午前８時 分集合・小雨決
行）
かちどき
▽場所 ①勝鬨橋 ②桜橋（台東
区側） ③石川島公園（中央区
佃２） ④桜橋（墨田区側）
▽内容 隅田川テラス等の清掃
（参加者には記念品を贈呈しま
す）
▽募集人数
人程度
▽申込方法 希望清掃場所（①～
④）
・団体名・代表者の氏名・
参加者全員の住所・氏名・電話
番号をはがきかファックスで左
記問合せ先へ（個人での参加可）
▽申込締切日 ６月８日㈯
（必着）
００３６ 台東
▽問合せ 〒
３ 藤原
区松が谷４
☎・ （３８４１）０６７７
●健康麻雀入門講座無料体験会
▽日時 ６月６日㈭
午前 時～ 時 分

50

30

11

・

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
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

対象講座
「上野の杜の建物めぐり」
▽日時 ５月 日㈰
午後１時 分～４時
歳以上の方
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽講師 台東区観光ボランティア
ガイド
▽費用
円
▽場所・申込み・問合せ 社会教
育センター
☎（３８４２）５３５２
●めざせ！防災キッズ
▽日時 ５月 日㈰
午前９時～ 時 分（受付は８
時 分開始）
▽場所 隅田公園山谷堀広場
▽対象 幼稚園～小学生
※必ず保護者と参加
▽内容 ゲームや体験を通し、非
常時に役立つ知恵や技能を学ぶ
▽問合せ 台東区ボーイスカウ
ト・ガールスカウト協議会
岡本
☎（３８４１）７７７１
●知的障害者が育てたさつき販売
▽日時 ５月 日㈬～６月３日㈪
午前９時～午後５時（最終日は
30

☎（３８４４）５１３１
●医療講演会「聞いて得する！最
新のウイルス性肝炎治療のはなし」
▽日時 ６月２日㈰
午後２時～４時
▽場所 すみだ産業会館（墨田区
墨田区・丸井
江東橋３ ９
共同開発ビル８ ９階）

50

26

24

30 10

FAX

20 16

30

11 26

催しものなど
●えちご長岡・佐渡広域観光フェ
ア
▽日程 ５月 日㈯午前 時 分
～午後５時 分、 日㈰午前９
時 分～午後４時
▽場所 上野公園噴水広場
▽問合せ えちご長岡広域観光フ
ェア実行委員会
☎０２５８（３９）２３４４
●空手道の基本動作を学びません
か
▽日時 ５月 日～６月 日の木
曜日午後７時～９時
▽場所 台東リバーサイドスポー
ツセンター第２武道場
▽定員 若干名（先着順）
▽費用 １回 円
▽問合せ 台東区空手道連盟金子
☎０９０（３１４１）５５９７
●浅草お富士さんの植木市

▽場所 浅草象潟開館（浅草４
）近くの特設会場
▽内容 ①苔玉制作 ②盆栽針金
掛け
▽定員 ①各 人 ②各 人
※各回１時間前に会場で抽選
▽問合せ 浅草観光連盟
☎（３８４４）１２２１
●社会教育センター指定管理者主
催たいとう再発見スタンプラリー
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～ミニ盆栽ワークショップ～
▽日時 ①５月 日㈯午前 時、
午後２時 ②６月 日㈰午後１
時、３時

令和元（2019）年 5月5日
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