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区の世帯と人口（7月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

120,571 （＋65）

人

201,195（＋170）

口
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特殊詐欺
昨年（平成30年）
の
区内被害 57件
総額 約9,600万円

まさか
自分が…

区内では次のような特殊詐欺が実際に発生しています！
還付金はATMでは戻りません

還付金詐欺の手口

ATMへ行き、携帯電話で連絡をしながら、操作し
ていると、犯罪抑止女性アドバイザー
（※）
から声
をかけられ、寸前で被害に遭わずにすみました。

区役所職員を騙る男から「保険料の還付金があり
ます。手続きをするので、近くの無人ATMに行き、
携帯電話で連絡してください。
」と指示されました。

オレオレ詐欺の手口

一人暮らしをしている自宅へ、息子を騙るオレオ
レ詐欺の電話がありました。自分の息子でないこ
とを見破れましたが、また次も冷静に対応できる
か不安になりました。

※警視庁から委託されて特殊詐欺等の被害防止を目的に活動
するアドバイザー

不審な電話に出ない

警察署に相談したところ、すぐに自動通話録音機を
自宅に設置してくれました。その後、迷惑電話もな
くなり、
安心して生活できています。

被害者は高齢者だけではありません

架空請求詐欺の手口

不安になり、急いで連絡をしようとしましたが、一
度落ち着き、インターネットで検索したところ、詐
欺のはがきであることが分かり、騙されずに済みま
した。

「消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせ」と
いうはがきが届きました。すぐに問合せ先の電
話番号へ連絡するよう書かれていました。

対策1

犯人と直接話をしない

対策3

自動通話録音機の使用
電話がかかってきたら…

固定電話は
留守番電話機能を活用し、
あわてずに相手を確認してから
話をしましょう。
※「03」から始まる電話番号は、都内からとは限りません。

対策2

区職員を騙る詐欺に注意

・ 区職員が、ATMの操作を求めることはありません。
・ 区から届いた封書は、
必ず開封して内容をよく確認してください。

通話内容を録音します。
とメッセージが流れます。

このメッセージにより犯人は通話を断念し、
詐欺等の被害を未然に防ぐこと
ができます。

●自動通話録音機を無料で貸出しています。
対象 区内在住で、
原則65歳以上の方のみの世帯 申込方法 本人確認書類
（健康保険証等）
を下記問合せ先か各警察署へ持参
※申込みの際は、
事前に下記へお問合せください。

問合せ

台東区生活安全推進課（区役所4階⑥番）☎（5246）1044

おかしいなと思ったら、
あわてずに家族や警察に相談を！
緊急の場合は110番。相談の電話は、
警視庁総合相談センター♯9110か最寄りの警察署へ
上野警察署（東上野4－2－4）☎（3847）0110
下谷警察署（北上野2－24－14）☎（5806）0110
浅草警察署（浅草4－47－11）☎（3871）0110
蔵前警察署（蔵前1－3－24） ☎（3864）0110
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子育て・教育

児 童扶 養 手 当・特 別 児 童
扶 養 手 当の現 況 届 を お 忘
れなく

▽持ち物 申請書、戸籍謄本
▽問合せ 子育て・若者支援課

（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

「台東区教育大綱」が改定
されました

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律により、全ての地方公

共団体において、教育大綱を策定
することが義務付けられています。
台東区においては、教育大綱と密

日程（全5回）

霧ヶ峰学園から

不可） 持ち物 運動着、シューズ、ラケット 申込方法 往復はがき（1人1枚・1クラス）
ふりがな
に教室名・希望クラス・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 8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

台東区行政計画

第 1234 号 （2）

テーマ
最新妊娠出産子育て事情、親・祖父母
9月13日㈮
の役割について語ろう
時間 午 後1時30分 ～3時30分 場所 日本 助
産師会館（鳥越2−12−2） 対象 生後4か月 9月27日㈮ 赤ちゃんとのふれあい～タッチケア
～、母乳育児・卒乳・離乳食
未満の子供の保護者・祖父母、妊婦（区内
赤ちゃんの発育・発達のめやす＆注意
在住か在勤の方優先） 定員 10組（先着順） 10月25日㈮ したい事故予防と対策、事故予防のた
めに～ヒヤリハット体験を語ろう～
費用 1,000円（5回分） 申込方法 日本助産師
会ホームページから申込み 問合せ （公社） 11月22日㈮ 赤ちゃんのいる家庭のための災害の
備え、地域で考える災害対策
日本助産師会☎（3866）3054
はじめての絵本選び＆おもちゃ選び、
12月13日㈮
台東区生涯学習課☎（5246）5821
みんなで語ろう楽しい子育て孫育て

対象 区内在住か在勤（学）で高校生以上の方（未経験者

クラス
時間
定員
初級①
午前9時10分～10時40分
15人
初級②
午前10時45分～午後0時15分
15人
初級③
午後1時30分～3時
15人
初級④
午後5時55分～7時25分
15人
中級A
午前9時30分～11時
30人
木曜
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
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
中級G
午後5時55分～7時25分
15人
水曜
上級
午後7時30分～9時
15人
※上級クラスを初めて受講する方は、9月18日㈬午後7時のレベルチェックが必要

16 30

接に連携する区政運営の最高指針
である「台東区基本構想」の新た
な策定に伴い、５月８日に服部征
夫区長と教育委員会で構成される

みんなで楽しい子育て講座

硬式テニス教室

曜日

総合教育会議を開催し、一部を改
定しました。詳しくは区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 庶務課
☎（５２４６）１４０２

お知らせ

中央図書館の雑誌スポン
サー募集

お、個人の広告は掲載不可。
※詳しくは、図書館ホームページ
をご覧になるか、左記へ
▽問合せ 中央図書館企画担当
☎（５２４６）５９１１

期間 10月2日㈬～12月12日㈭

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）全国一斉試験

第3期

社会貢献活動の一環として、図
書館で購入している雑誌の費用を
負担していただく制度です。提供
雑誌のカバーに、スポンサーにな
っていただいた企業、店舗などの
広告を掲載するとともに、館内の

ます。
▽日時 ８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

11

掲示板やホームページでその社会
放送を実施します
貢献活動を顕彰します。
▽対象 区内の企業、商店、団体、 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
個人の方
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

▽申込方法 申込書（下記問合せ
先で配布・図書館ホームページ
からダウンロード可）を下記問

合せ先へ郵送か持参
※企業の場合は、会社概要等（業
種が分かる物）
、広告の掲載を

希望する場合は広告案（Ａ４判
まで）
、個人の場合は、本人確

認できる書類（健康保険証、運
転免許証の写し等）が必要。な

28

31

601

手当を受給している方に、現況
届の案内通知を発送しました。現

500

11

況届は、今後１年間の手当の支給
可否を判定する大切な届です。
児童扶養手当は８月 日㈮、特
別児童扶養手当は８月 日㈮まで
に手続きをしてください。

31

10

▽届出場所 児童扶養手当は区役
所６階 会議室、特別児童扶養
手当は左記問合せ先
▽問合せ 子育て・若者支援課
（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

10

10

未婚の児童扶養手当受給
者に対 する 臨 時・特 別 給
付金を支給します

31

手当受給者のうち、未婚のひと
り親に対し、臨時・特別の措置と
して、給付金を支給します。児童
扶養手当現況届の案内通知に申請
書を同封しましたので、現況届と
合わせて申請をしてください。
７～ 月までに児童扶養手当の
申請を行う未婚の方は、子育て・
若者支援課の窓口で申請をしてく
ださい。
▽対象者 全ての要件を満たす方
①令和元年 月分の児童扶養手当
の支給を受ける父または母
②令和元年 月 日時点で、これ
までに婚姻（法律婚）をしたこ

とがない方
③令和元年 月 日時点で、事実
婚をしていない方、または事実
婚の相手方の生死が明らかでな
い方
▽支給額 １万７千 円
▽申請期間 ８月１日㈭～令和２
年１月 日㈮

令和元（2019）年 8月5日

受講料
12,000円
15,000円
12,000円

～年末年始の利用の抽選申込みを受付けます～
対象 区内在住か在勤の2人以上のグループ
受付内容 12月利用分（令和2年1月3日宿泊分まで）※12月29日～令和2年1
月3日の期間は、3泊4日まで予約可
利用の流れ 下表のとおり

日程

内容
申込み（抽選）
※申込時に、利用代表者の住所（在勤の方は勤務先名・所
9月1日㈰～7日㈯
在地）
・氏名・電話番号・利用人数・利用日・利用泊数・
希望部屋タイプ・部屋数が必要。部屋の指定は不可。
9月11日㈬～17日㈫ 申込者に抽選結果を電話で連絡
9月18日㈬～利用日の 申込み（先着順）
前日
※抽選後に空室がある場合
霧ヶ峰学園で利用申請書・利用者名簿（利用者全員の氏名
利用開始日
・住所・年齢・性別）を提出
利用終了日
霧ヶ峰学園で利用料金を支払い
※利用取消料等、詳しくは、霧ヶ峰学園にお問合せください。

15,000円
17,000円

申込専用ダイヤル ☎︎0120－665246
※携帯電話・PHSからは不可。霧ヶ峰学園ホームページからも申込可。
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257
学務課校外施設係☎（5246）1422

「世界に輝く ひと まち たいとう」の実現を目指して

（令和元～３年度）

を策定しました

平成31年3月に策定した新たな長期総合計画に掲げる取り組み
▲健康・福祉
の具体化を図るため、今後3年間で重点的・優先的に取り組む事 ▲子育て・教育・生涯学習
・おやこサポート・ネットワーク
・地域生活支援拠点の機能整備
業を示した行政計画を策定しました。
・児童虐待防止体制の強化
・高齢者施設拠点整備
計画の推進により、
台東区基本構想のさらなる実現を目指します。 ・松が谷福祉会館の再整備 等
・福祉作業所等工賃向上支援 等
▷計画期間 令和元～3年度（3か年）
・パブリックコメントの実施結果
▷構成 長期総合計画の体系に基づき、子育て、教育、生涯学習、
計画の策定にあたっては、平成
健康、福祉、文化、産業、観光、まちづくり、防災防犯、環境、
30年12月14日 ～ 31年1月4日
平和と多様性の尊重など、区政を取り巻く多種多様な課題に対応
に、パブリックコメント（意
するために、
区が計画的に取り組んでいく274事業を示しています。
見公募手続）を実施し、4人の
▷閲覧場所 区政情報コーナー（区役所3階⑦番）
、各図書館、区
方から8件のご意見をいただき
ホームページでも閲覧可
ました。詳しくは、区ホーム
▲まちづくり防災・防犯・環境
ページをご覧ください。
・良好な市街地形成の推進
▷問合せ 企画課
・コミュニティ防災の構築
☎（5246）1013
・公衆喫煙所の整備 等

▲文化・産業・観光

・下町風俗資料館のリニューアル
・ICT等による生産性向上支援
・新たな観光推進組織の設立 等

▲平和と多様性の尊重 等

・多文化共生推進に向けたガイド
ラインの策定
・RPAの導入推進
・入谷地区センターの改築 等

【非課税の方へ】プレミアム付商品券の購入対象となる可能性がある方に、購入引換券の交付申請書を送付します。購入を希望の方は必要事項を記入し、返送して
ください。詳しくは右記へ。
〈プレミアム付商品券コールセンター☎0120−129042※8月5日㈪から開設〉

広報

350,000

26,000,000

340,000

25,768,573

25,800,000

330,000

25,600,000

320,000

25,400,000

310,000
300,000

27年度

単位：㎥

28年度

29年度

25,200,000

単位：kWh

ごみ排出量
1,153,280

1,160,000

1,157,421

1,140,000

14,340,000

14,220,000

364,863

14,160,000
14,100,000

13,980,000

350,000

28年度

29年度

340,000

単位：kg

14,116,620

14,040,000

344,317

345,000

27年度

14,307,278

14,280,000

355,000

1,045,636

1,020,000

実績値

375,582

360,000

1,080,000

単位：㎥

375,000

365,000

1,100,000

1,000,000

温室効果ガス排出量
14,400,000

370,000

1,120,000

1,040,000

29年度

380,000

1,180,000

1,060,000

28年度

27年度

28年度

29年度

13,909,889

13,920,000
13,860,000
13,800,000

単位：kg

27年度

28年度

29年度

▽問合せ 環境課庶務担当
☎（５２４６）１２８４

ガス使用量

27年度

しの確認は、預貯金通帳の記帳に

26,200,000

360,000

台東環境マネジメントシステム （Ｔ Ｅ- ＭＳ）
の平成 年度実績報告をします

26,428,154

26,400,000

制度に登録している
▽対象資器材 スタンドパイプ、

363,910

365,635

よりお願いします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

370,300

370,000

午前９時～午後４時
▽場所・問合せ 消費生活センタ
ー（区役所９階⑦番）
☎（５２４６）１１３３

380,000

区の環境マネジメントシステ
ム（Ｔ‐
ＥＭＳ）では、ＩＳＯ

26,674,023

26,600,000

１４００１の運用実績を生かし、
区の職員が一丸となった環境へ
の取り組みを推進しています。

390,000

全ての区の事業で、環境配慮を
実施し、区の温室効果ガス排出
量の削減や省エネルギー化を進
め、環境保全・低炭素社会の実

電気使用量
26,800,000

現を目指しています。

にご活用ください ～

あなたの文化イベントを今すぐ登録！

～「たいとう文化マルシェ」をイベントの

「たいとう文化マルシェ」は、区内の文化情報を紹介するウェブ

サイトです。

▽登録できる文化イベント 区内で一般の方が参加できる催し（展

覧会、ワークショップ、講座、コンサート、地域のお祭り等）

▽登録手順 「たいとう文化マルシェ」内の「イベント登録」ボタ

ンから下記①～④の手順でご登録ください。①専

用アカウント作成 ②団体情報登録 ③ロゴマー

ク使用申請（任意） ④文化イベント情報登録申請

▽問合せ 文化振興課☎（５２４６）１１４６

水道使用量
400,000

受動喫煙防止対策に関す
るパンフレット・標識（シ
ール型）等の配布（飲食
店向け）

東京都受動喫煙防止条例の一部
施行により、飲食店では９月１日
より施設の出入口に喫煙場所の有
無に関する標識の表示が必要とな
ります。左記問合せ先で、標識の
表示に関するパンフレット・標識
（シール型）等を配布しています。
※東京都受動喫煙防止対策相談窓
口（☎０５７０ ０
-６９ ６
-９０）
で、標識表示等に関する電話相
談ができます。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

「声の広報」を
貸出ししています

毎月２回、５日と 日に発行
している区の広報「たいとう」

（本紙）の内容を録音した、
「声
の広報」
（カセッ
ト テ ー プ 版・ デ

イ ジ ー 版 ）を 作
製 し、 郵 送 で 貸
出ししています。

▽対象 区内在住の視覚障害の
ある方
※区ホームページでも、音声デ
ータで聴くことができます。

▽申込み・問合せ 広報課（区
役所３階⑧番）
☎（５２４６）１０２１

P
R
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まで
※申請方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、左記へ

オーストリア料理の世界 ①ワイン講習会 ②料理教室
③お菓子教室 主催 台東区 協力 日墺文化協会

マンションの防災資器材
購入費用の一部を補助し
ます

10月19日㈯～令和2年1月26日㈰
11月1日㈮～28日㈭※詳細は10月20日
浅草文化観光センター
㈰以降に区ホームページ等でご確認く
７階展示スペース
ださい。
①11月11日㈪ ②16日㈯ ③30日㈯
※事前申込制※詳細は9月20日㈮以降 台東区内
に区ホームページ等でご確認ください。

リヤカー、スコップ、ハンマー、
のこぎり、ジャッキ、救急セッ
ト、担架、ＡＥＤ、毛布、トラ

ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史
オーストリア文化のパネル展（第2回） 「カリオペ オース
トリア 社会、文化、学問における女性たち」 主催 台東区
協力 オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

お問合せください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

12月31日㈫まで

住民税（特別区民税・都
民税）第２期分の納期限
は９月２日㈪です

オーストリア デザート＆ドリンクフェア

「多重債務１１０番」を
開設します

場 所
アサクサ ミハラシカフェ
浅草文化観光センター8階
国立西洋美術館

50

金融機関やコンビニエンススト
ア（バーコードが印字されている

程

50

ものに限る）
、
区役所、
区民事務所・
同分室で納めてください。
口座振替（自動払込）の方は、
残高にご注意ください。引き落と

日

10

ださい。相談は無料、秘密は厳守
します。
▽日時 ９月２日㈪・３日㈫

▲田中耕太朗氏
（江戸簾）
によるワー ▲上川善嗣氏（東京銀器）による銀 ▲藤井直行氏（袋物）によるワーク ▲「望月太左衛社中」による囃子演奏
クショップ
器の説明
ショップ
左から望月太左乃氏（太鼓）、望月太
左衛氏（小鼓）、望月太左理氏（大鼓）

事業名

20
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▲プレート除幕式
・世界博物館で行われたイベント「日本の夏祭り」への参加
7月6日にウィーン市第1区内にある世界博物館で行われた「日本の夏祭り」
（世界博物館、在オーストリア日本大
使館、墺日協会共催）に、台東区伝統工芸振興会の職人3人と歌舞伎・邦楽囃子の3人が参加し、区に息づく江戸
文化を通して台東区の魅力を発信しました。

●今後の台東区内で開催される「日本オーストリア友好150周年交流推進事業」

10

多重債務でお困りの方は、電話
または直接お越しの上、ご相談く

・桜の記念植樹とプレート除幕式
30周年を記念して台東区から3本の桜の木と記念プレートを寄贈し、ウィーン市第
１区内のグレーテ・レホール公園でプレートの除幕式が行われました。マルクス・フィ
グル ウィーン市第1区長は「桜の木は生き物である。両区の関係も生き物のように大
切に育てていきたい。
」と述べました。

▽助成額 費用の２分の１（上限
万円〈総戸数 戸以上 戸未
満〉または 万円〈総戸数 戸
以上〉
）
▽申請期間 令和２年２月 日㈮

今年は台東区とオーストリアウィーン市第１区イネレシュタットが姉妹都市提携をして30
周年です｡ また、日本とオーストリアが国交樹立をして150周年になります。
●ウィーン市第１区イネレシュタットの特徴と提携の動機
ウィーン市第1区のイネレシュタットは、音楽の都ウィーン市の行政区の1つです。シュテファン
大聖堂やオペラ座など歴史的建築物や文化遺産が点在し、世界中から多くの観光客が訪れていま
す。歴史と文化の街という共通点があり、区内小学校音楽部の訪問をきっかけに、文化や人的交
▲シュテファン大聖堂
流の発展を目指し提携しています。
●姉妹都市提携30周年記念式典と事業
7月3日ウィーン市旧市庁舎で記念式典
が開催され、両区を代表して服部征夫台
東区長、石塚猛台東区議会議長とマルク
ス・フィグル ウィーン市第1区長、イザベ
ル・ユングニッケル ウィーン市第1区副区
長が友好提携確認宣言書へ署名し、絆を ▲友好提携確認宣言書への署名の様子
▲左から石塚猛区議会議長、服部征夫区長、
フィグル区長、ユングニッケル副区長
深めていくことを確認しました。

10

第 1234 号
集合住宅の管理組合等が自主的

都市交流課
☎（5246）1193

に防災資器材を購入する際に、費
ンシーバー、投光器、発電機、
用の一部を助成します。
テント、ブルーシート、災害時
※必ず購入前に申請してください。 用トイレ ほか
▽対象 次の全てに該当する区内 ※食料品・飲料水は対象外

問合せ

の集合住宅の管理組合等
①管理組合が町会に加入している
②総戸数が 戸以上
③新耐震基準を満たしている

台東区 とウィーン市第1区 が
姉妹都市提携30周年を迎えました

④台東区マンション管理組合登録

（3） 令和元（2019）年 8月5日

29

【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〈台東区住宅課☎5246−1213〉

広報

☎（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

合は主治医要相談）
▽費用
円（保険料・初回のみ）
▽申込方法 はがきに希望する場
所・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて左記問合せ先へ

特別養護老人ホー
10月11日㈮午後1時30分～3時
ム浅草※要上履き
谷中区民館

500

ださい。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

11

環境
リサイクル

200

10月18日㈮午後1時30分～3時

サービス事業所・種類・事業所

65 福祉プラザ台東清 9月27日㈮午後1時30分～3時
峰会

前半１時間は転倒予防体操を行い
ます。

環境ふれあい館ひ
9月19日㈭午後1時30分～3時
まわり

に支払った自己負担額等をご確認

ください。
▽問合せ 介護保険課
☎（５２４６）１２４９

健康

9月9日㈪午後1時30分～3時

ごみと 資 源 に関 する調 査
にご協力ください

10 ･ 26日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
12日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
25日午前9時～10時
☎ (3847) 9449
17日午後1時～1時45分
11日
☎ (3847) 9447
午後1時～1時45分
10日 (個別) 午前9時～10時30分、
24日 (個別) 午前9時30分～10時 18日（個別）
発達相談（予約制）
30分、26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
13日午後1時～2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
10 ･ 25日午後1時30分～2時30分 5 ･ 19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
11日午前10時30分～正午、
こころの健康相談
2日午後1時15分～2時45分、
区内在住・在勤の方 24日午後3時～4時30分
26日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに) ☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
18日午前10時～正午
30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
11 ･ 25日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
予約専用電話☎ (3843) 5751
2 ･ 13日午前10時～午後3時30分、
栄養相談（予約制） 26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
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台東一丁目区民館 9月11日㈬午後1時30分～3時

充実した清掃リサイクル事業を
展開するための基礎資料とするこ

９月８日

台東保健所

110

日時

根岸社会教育館

とを目的に、次の３つの調査を実
施します。
▽調査内容 ①家庭から出される
ごみと資源の排出状況 ②事業
所から出るごみと資源の排出状
況 ③ごみと資源に関する意識
調査
▽期間 ８月下旬～ 月上旬
▽調査方法 ①②は調査員が各家
庭、各事業所を訪問し協力依頼
し、③は無作為に抽出した区内
の１千 世帯および１千 事業
所に調査票を郵送します。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８

９月１日

事業名
3・4か月児健康診査
（令和元年5月生）
1歳6か月児健康診査
（平成30年2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8月生）

浅草保健相談センター
☎（3844）8171
20 ･ 25日
午後1時～１時45分
18日
午後1時～１時45分

−

300

生涯学習センター 9月10日㈫午後2時～3時30分

50

9月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

9月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

場所

▽申込締切日 ８月 日㈫（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

８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）

☎（５２４６）１２９５

日

25

50

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
予(約制 )

８月
18

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今
回、次の方に贈呈しました。
永井和義氏（三ノ輪１丁目）
該当する方は、下記へご連絡く

８月 日

16

80

▽日時 ９月９日㈪
午後２時～４時
▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、 ▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５
更年期や月経障害、不妊などで
お困りの方
善意の献血ありがとうご
▽申込み・問合せ 台東保健所保
ざいます
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

８月 日

15

ふれあい介護予防教室
「健口習慣でお口元気に！
カラダ丈夫に！」

８月 日

14

下記日程で、歯科衛生士がお口
の健口習慣を紹介します。教室の

８月 日

12

所在地
電話番号
鳥越1－7－1
（3851）2384
谷中3－13－10
（3823）1261
根岸4－1－28
（3874）6433
谷中3－18－4
（3824）2345
蔵前3－13－13 NRビル3階 （3851）3281
上野2－11－10 小島ビル4階 （3832）0076
西浅草3－16－8 2階 （5828）4182
蔵前3－13－13
（3851）4193
駒形1－5－17
（3843）5631
三ノ輪2－12－12
（3801）6180
根岸4－1－28
（3874）6433
寿3－15－17
（3844）5527
千束2－20－2
（3872）8230
根岸3－12－14
（5603）7161
松が谷3－1－2 栗林ビル2階 （3843）8778
千束2－19－2
（5824）8921
根岸3－9－18
（3872）5349
浅草3－7－7
（5603）8808
東上野5－1－3 2階 （5830）3112
根岸4－1－28
（3874）6433
浅草3－27－10
（3875）1193
元浅草4－7－22
（3841）2121
東上野1－7－2 2階 （3836）3321
松が谷1－1－1 嵐川ビル2階 （3842）4182
元浅草4－8－5 泉コーポ102 （5811）1625
東上野1－7－2 冨田ビル１階奥 （5817）8580
寿2－10－11 MS田原町ビル2階 （3841）1181
上野桜木1－10－11 地下1階 （3827）8401
根岸4－1－28
（3874）6433
雷門1－7－3
（3843）8565
上野桜木1－10－11 （5842）1454
浅草4－33－7
（3872）8617
池之端2－5－44
（3821）3915
西浅草2－12－8 関戸BLDG2階 （3843）8567
浅草4－34－5
（5603）5002
日本堤1－6－11
（3876）1718
上野桜木1－10－11 地下1階 （3827）8401
根岸4－1－28
（3874）6433
日本堤1－5－3
（5808）7944
上野桜木1－10－11 （5842）1454
寿4－10－11 生井ビル2階 （3841）4361
入谷1－7－7
（3872）7873
松が谷2－27－12
（3842）8148

6人

高齢者見守り事業
「すこやか訪問」

８月 日
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当番医・薬局
曽谷村医院
谷中クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
たかはし谷中薬局
菊嶋クリニック
上野医院
さや歯科医院
薬局ユアーズ
磯野外科内科
同善会クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
コトブキ永生堂薬局
梅澤医院
かとう医院
岩本歯科
はるか薬局
レーメイ堂薬局
浅草のもとクリニック
上野浅草通りクリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
富士薬局
元浅草いけだクリニック
サンライズクリニック
永石歯科クリニック
元浅草アイアイ薬局
フカイチ薬局 東上野店
あさくさ田原町内科クリニック
桜木内科クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
田原町薬局
オーラム薬局
浅草第一診療所
吉田産婦人科医院
関戸歯科医院
すずらん調剤薬局
椿診療所
桜木内科クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
町の薬局
オーラム薬局
本宮形成・整形外科
飯山医院
八木下歯科医院

雷門区民館 9月10日～11月19日の火曜日午後2時～4時

歳以上でひとり暮らしの高齢
者宅に、乳酸菌飲料（無料）を週

日

4

内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科

各6人

浅草橋区民
9月12日～11月14日の木曜日午前10時～正午
館
各9人
寿区民館 8月29日～10月31日の木曜日午前10時～正午

２回手渡しで配達し、安否確認を
行います。
※要件等詳しくは左記へ
▽申込場所 左記問合せ先か地域
包括支援センター
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑦番）
☎（５２４６）１２２５

８月

月日

金杉区民館 9月13日～11月15日の金曜日午後2時～4時
谷中区民館 9月13日～11月15日の金曜日午前10時～正午

８月下旬に介護サービス
費通知を送ります

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

10人

適切に介護サービスを利用して
いただくために、５月利用分の明
細をお知らせします。

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
別途「選定療養費」
の負担が生じることがあります。こどもクリニッ
ご利用に 合、
あたって クは治療すれば帰宅できるような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。
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上野区民館 9月11日～11月13日の水曜日午前10時～正午

福祉

東上野２－23－16

9人

（高齢・障害等）

永寿総合病院内

台東一丁目
9月12日～11月14日の木曜日午後2時～4時
区民館

高齢者はつらつトレーニ
ング

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所

定員
（抽選）

日時（全10回）

第 1234 号 （4）

トレーニングマシンを使用した
運動教室です。簡単な体操やスト

・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

レッチも行います。

8・9月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

▽対象 区内在住の 歳以上で要
介護認定を受けていない方（心
疾患・高血圧等の症状がある場

令和元（2019）年 8月5日

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4回）午前
土曜リズム体操
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4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
高齢者のための足腰元
35人 気体操

20人 日曜エアロビクス

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4回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全4回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全5回）
午前10時30分～正午
毎週日曜日（全5回）
午後2時～3時

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
20人
10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①9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、8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

【元号の表記について】本年4月1日から翌年3月31日までの年度は「令和元年度」と表記します。ただし、「平成31年度」と表記されているものについても有効
となります。納付書等に「平成31年度」と記載されているものは、「令和元年度」と読み替えてお使いください。

広報

（5） 令和元（2019）年 8月5日

第 1234 号

老人福祉センター等の催し
●老人福祉センター・各老人福祉館「敬老イベント」
対象 区内在住の60歳以上の方
日時
9月10日㈫午後1時30分～3時
9月13日㈮・16日㈷・18日㈬
午前10時～午後3時30分
9月16日㈷午前10時～午後4時
9月21日㈯午後1時30分～3時
9月26日㈭午後1時30分～3時
9月25日㈬午前9時～午後5時
26日㈭午前9時～午後3時
9月28日㈯午後1時30分～3時
10月3日㈭午前10時～午後4時

内容
栗田真帆コンサート（唱歌・オペラ曲等）
入浴剤で温泉めぐり
敬老のつどい（式典・演芸会・コンサート）
津軽三味線（繊細な音色と旋律をお楽
しみください）
北見ゆり歌謡コンサート（美空ひばり、
天童よしみナンバーほか、
オリジナル曲）
いきいき作品展（日頃の活動や趣味の
成果を展示発表）
竹花陽子歌謡コンサート（オリジナル
曲ほか）
囲碁大会（参加希望の方は、参加費を
添えて9月21日㈯までに老人福祉セン
ターか老人福祉館へ直接申込み）

場所
老人福祉センター
入谷老人福祉館
三筋老人福祉館
台東区役所10階
三筋老人福祉館
橋場老人福祉館
老人福祉センター
入谷老人福祉館
老人福祉センター

問合せ 老人福祉センター☎（3833）6541

●囲碁大会参加者募集
初心者、低位者が参加出来ます。 日時 10月3日㈭午前10時～午後4時 対象 区内在
住の60歳以上の方 費用 600円（昼食代） 申込方法 老人福祉センター・各老人福祉館
で配布する申込用紙に記入し、費用を添えて提出 申込締切日 9月21日㈯
場所・問合せ 老人福祉センター☎（3833）6541

社会福祉事業団より
●介護職員初任者研修事業（通学）受講者募集
内容

日程

修了式

12月2日㈪～13日㈮のうち指定する1日

午前8時30分～午後5時30分

令和2年1月20日㈪

午後6時30分～7時30分

場所 三ノ輪福祉センター

対象 全日程通学可能な方※区内在住・在勤の方優先

定員 24人（先着順） 費用 78,900円（テキスト代含む） 申込方法 電話で申込書を下

記問合せ先へ請求し、本人確認できる物（運転免許証・健康保険証等の写し）と
ともに提出 申込締切日 9月20日㈮（必着） 問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228
●高齢者施設ボランティア育成講座受講者募集
日時 9月20日㈮午前10時～午後3時45分 場所 特別養護老人ホーム三ノ輪
対象 ボランティアや介護の仕事に関心のある方 定員 10人（先着順）※動きやす
い服装で参加 申込締切日 9月19日㈭ 申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228

日程

各48人

9月13日㈮・14日㈯
9月16日㈷

各48人
42人

9月20日㈮・21日㈯・22日㈰

各36人

9月25日㈬・26日㈭・27日㈮

各42人

※全日程で１人１回のみ
●「いきいき作品展」展示作品募集
展示期間 9月25日㈬・26日㈭ 対象 区内在住の60歳以上の方
募集作品 手芸、小物細工、短歌、俳句、書道、水墨画、絵画等（額
サイズは8号まで） 申込方法 老人福祉センター・各老人福祉館で配布
する申込用紙に記入し提出 申込締切日 8月31日㈯ 場所・問合せ 老
人福祉センター☎（3833）6541
●介護予防教室参加者募集
日程（各全10回）10月～12月
④午前10時～11時

時間 ①②③午前10時～11時30分

教室名（内容）

曜日
場所
水 ①老人福祉センター
面白脳トレ（ゲーム、文学などを通じて脳トレ）
火 ②橋場老人福祉館
セラバンドで筋力アップ（筋力やバランス感覚を
火 ③入谷老人福祉館
整える体操）
お口元気度アップ（口健康度のチェックと体操） 水 ④三筋老人福祉館
定員 各20人（抽選） 持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使用登
録証、健康保険証等）
、82円切手 申込方法 老人福祉センター、各老人
福祉館で配布する申込用紙に記入し提出 申込締切日 8月31日㈯
問合せ 老人福祉センター☎（3833）6541

「医療・介護情報検索システム」をご利用ください
パソコンやスマートフォン
から医療機関・薬局・介護
サービス事業所等の情報を
閲覧・検索できます。
問合せ
健康課医療連携担当
☎（5246）1215
介護保険課事業者担当
☎（5246）1243

令和２年
月に
中学生になる
皆さんへ

―学校選択制度のご案内―

12

2次元コードからも
アクセスできます

▽対象 区内に住民登録を有
し、２年４月に中学校へ入

10

区ホームページからのアクセス方法
トップページ▶いざというときのために
「夜
間・休日診療案内 医療・介護情報検索シス
テム」▶医療・介護情報検索システム

学する児童とその保護者
▽選択できる学校 区立中学
校全７校

11 11

学校公開（第２回）

定員（先着順）

9月3日㈫・4日㈬・18日㈬

▽入学可能者数および学校公
開 等 行事 の 日 程 下 表 の と
おり
※このほか、見学会や学校説
明会を開催する場合があり
ます。詳しくは各校へ。
月上旬に対象
▽選択方法
の方へ「学校選択票」を郵
送します。選択票に希望す
る中学校名等を記入し、返
送してください。
※選択者数が入学可能者数を
上回る見込みの学校は、
月上旬に抽選を実施します。
抽選の有無は教育委員会で
決定し、該当者には個別に
案内を郵送します。
▽選択状況 中間選択状況は
月上旬、最終選択状況は
月中旬に小学校を通じて
通知します。また、区のホ

ームページや左記問合せ先
で公表します。
月上旬～
▽希望校の変更
中旬の期間内に限り変更可。

以降の変更はできません。
▽学校案内冊子の配布 ７月
中旬に各小学校で配布済み
（区立小学校以外の方は、
区ホームページをご覧にな
るか左記へ）
▽問合せ 学務課学事係（区
役所６階②番）
☎（５２４６）１４１２
中学校名・問合せ 入学可能者数

11

場所・問合せ
老人福祉センタ－
☎（3833）6541
入谷老人福祉館
☎（3873）9036
橋場老人福祉館
☎（3876）2365
三筋老人福祉館
☎（3866）2417

対象 区内在住のおおむね65歳以上で、介護認定を受けていない方

時間

午後6時30分～9時30分
講義・演習 10月3日㈭～令和2年1月17日㈮のうち44日間
（8時30分までの日もあり）
実習

●長寿祝いに無料「マッサージサービス」
対象 9月15日現在、区内在住の65歳以上の方 持ち物 本人確認でき
る物（老人福祉施設使用登録証、健康保険証等） 申込方法 8月6日㈫
午前10時から下表の各場所で受付

4

学校説明会

見学のできる学校行事（※）
土曜公開授業（9月7日・21日〈午後4時まで〉
、10月19日、12月7日、2年1月
御徒町台東
9月18日㈬～21日㈯
9月21日㈯午後2時～2時45分
148人
18日、2月1日の土曜日午前8時30分～正午）、文化祭（10月26日㈯午前8時30
（台東4－13－16）
午前8時30分～午後5時30分※21日は ※説明会終了後、午後4時まで
（4学級）
分～午後4時）
、道徳授業地区公開講座（11月16日㈯午前8時30分～正午）、立志
☎（3831）3787
午後4時まで
部活動体験会
のつどい（2年2月15日㈯午前8時30分～正午）
9月17日㈫～21日㈯
土曜公開授業（9月7日・21日〈午前10時30分まで〉、11月2日、12月7日、2年
柏葉
148人 午前8時40分～午後5時※18日は午後 9月21日㈯
1月18日、2月1日・15日の土曜日午前8時40分～11時30分）、道徳授業地区公
（下谷3－1－29）
（4学級） 2時30分まで※21日は午前10時30分 午前11時～正午
開講座（10月19日㈯午前8時40分～11時30分）
、文化祭（10月26日㈯午前9時
☎（3876）3341
まで
～午後4時）
、立志式（2年3月7日㈯午前8時40分～11時30分）
9月17日㈫～21日㈯
9月19日㈭・20日㈮
土曜公開授業（9月7日、11月16日、12月7日、2年1月18日、2月29日の土曜
上野
148人 午前8時40分～午後3時10分※18日・ 午後3時20分～4時
日午前8時40分～11時30分）
、上中音楽祭（10月31日㈭午前10時30分～午後3
（上野桜木1－14－55）
（4学級） 21日は午後2時10分まで※部活動体験 9月21日㈯
時）、道徳授業地区公開講座（9月7日㈯午前8時40分～10時30分）
、立志式（2
☎（3828）5458
可（予約不要）
午後2時20分～3時
年2月1日㈯午前9時40分～11時30分）
9月4日㈬～6日㈮・8日㈰・10日㈫
9月5日㈭・6日㈮・10日㈫
土曜公開授業（9月21日、10月26日、12月7日、2年2月15日、3月7日の土曜
忍岡
185人 午前9時～午後3時20分※4日は午後1 午後3時40分～4時20分
日午前9時～11時35分※10月26日は午後3時50分まで）
、日曜授業参観（9月8
（上野公園18－20）
（5学級） 時55分まで※火～金の部活動は午後6 9月8日㈰・21日㈯
日㈰午前7時55分～午後3時20分）
、学習発表会（10月26日㈯午前9時～午後3
☎（3828）7241
時まで※部活動見学可（予約不要）
午前9時45分～10時35分
時50分・27日㈰午前9時～11時35分）
土曜公開授業（9月7日、11月16日、12月7日・14日、2年1月18日、2月15日
9月17日㈫～21日㈯
9月17日㈫・19日㈭・20日㈮
浅草
の土曜日午前8時50分～11時35分）
、道徳授業地区公開講座（10月5日㈯午前9
185人 午 前9時 ～ 午 後5時 ※18日 は 午 後0時 午後4時～4時30分
（蔵前1－3－4）
時45分～11時30分）、文化祭（10月26日㈯午前8時45分～午後2時20分）
、立
（5学級） 30分まで※21日は説明会終了後～部 9月21日㈯
☎（3866）5169
志式（2年2月1日㈯午前8時45分～11時35分）
、合唱コンクール（2年3月11日
活動体験会※部活動見学は随時可
午後2時30分～3時15分
㈬午前9時45分～午後2時）
土曜公開授業（9月21日、10月19日、11月2日・16日、12月7日、2年1月18日、
9月17日㈫～21日㈯
桜橋
2月1日の土曜日午前8時50分～11時40分※11月2日と2年2月1日は午前8時50
148人 午前8時50分～午後3時25分※18日は 9月21日㈯
（今戸2－1－8）
分～10時40分、9月21日は午前8時50分～午後0時40分）
、道徳授業地区公開講
（4学級） 午後2時25分まで※21日は午後0時40 午後1時～2時
☎（3876）2277
座（11月2日㈯午前8時50分～10時40分）
、文化祭（10月26日㈯午前8時50分
分まで※部活動の見学は要予約
～午後3時25分）
9月13日㈮
土曜公開授業（10月19日、11月16日、2年2月22日の土曜日午前8時45分～11
9月18日㈬・19日㈭
駒形
午前9時～午後2時20分※18日㈬・21
時35分）、運動会（9月14日㈯午前9時～午後3時）
、ふれあいコンサート（10月
148人
午後4時～4時30分
（北上野2－15－1）
日㈯は午後4時まで※19日㈭・20日㈮
19日㈯午後2時～3時30分）
、文化祭（10月26日㈯午前8時30分～午後4時）
、立
（4学級）
9月21日㈯
☎（3844）2089
は午後5時まで※21日㈯は午前体験授
志式（12月7日㈯午前9時45分～11時35分）、学習展覧会（2年1月18日㈯午前8
午後1時30分～2時15分
業実施、午後部活動体験（予約不要）
時45分～11時35分）
、
三送会・謝恩の辞（2年3月7日㈯午前8時45分～11時35分）
（※）一部行事の時間および上記以外の見学のできる行事、部活動見学・体験等詳しくは、学校案内冊子や区ホームページをご覧になるか各校へお問合せください。

【8月は「道路ふれあい月間」です】本年度の推進標語（代表標語）は「この道は 世界につづく ゆめとびら」に決まりました。
〈台東区道路管理課☎（5246）1302〉
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催 し も の など
第23回柳北おどり
(浅草橋地区)

第 1234 号
土曜日 時間（金曜日クラス）①4歳児コー

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ

下記問合せ先へ（区ホームページから申

スは午後2時30分～3時30分 ②5歳児

先へ

込可） 申込締切日 9月13日㈮（必着）

申込締切日 8月23日㈮（必着）

コースは午後4時～5時 （土曜日クラス）

問合せ 〒110−0004

③親子運動教室は午前10時～11時

−11 台東区芸術文化財団

台東区下谷1−2

☎（5828）7591

定員（抽選）①②各10人 ③20組
申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

問合せ 〒110−8615

台東区役所清掃リ

サイクル課☎（5246）1018

フリーマーケット出店者募集

産業研修センターの催し

日時 8月23日㈮・24日㈯午後6時30分～
9時 場所 柳北スポーツプラザ 問合せ 浅

③）
・住所・氏名・生年月日・性別・保護
者の氏名・電話番号を書いて下記問合せ先

●第２回トレーニング教室 やさしい筋力

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

草橋地区センター☎（3851）4500

へ

アップトレーニングで、体幹のバランスを

より中止の場合あり

整えましょう（トレーニングマシンは使い

出店料 2,000円

1−1−10 台東リバーサイドスポーツセ

ません）
。

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）タ

ンター☎（3872）3181

2年2月25日の火曜日午後1時30分～3時

イムマシーンカンパニー（午前10時～午後

対象 区内在住か在勤の方

5時）☎050（3616）3300

第２回江戸まちたいとう芸楽祭
(仮)「ビートたけし～浅草の笑い
を語る～」区民招待のお知らせ
江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会名誉顧
問のビートたけしさんによるトークショー

申込締切日 9月10日㈫（必着）

場所・問合せ 〒111−0024

台東区今戸

旧東京音楽学校奏楽堂
日曜コンサート

日時 9月8日㈰午前10時～午後3時

日時（全15回）10月1日～令和
定員 20人（抽

選） 費用 4,000円（15回分・初日に支払）
申込締切日 9月10日㈫（必着）

出店数（予定）20店

問合せ 清掃

リサイクル課☎（5246）1291

交通安全区民のつどい

や、落語(古今亭菊之丞氏)などを実施しま

日程 第1・3日曜日「チェンバロ」
、第2・

●日常英会話教室～日常生活に役立つ講座

す。 日時 10月15日㈫午後7時

場所 浅

4日曜日「パイプオルガン」 時間 午後2

～

草公会堂 対象 区内在住の方 定員 100人
（抽選） 申込方法 はがきに希望人数(2人ま

時、3時（各30分間）※12月8日㈰は休演

10日の火曜日※変更の場合あり 時間 午

場所 浅草公会堂

入館料 一般300円、小中高校生100円※

後6時30分～8時30分

対象 区内在住か

交通安全教室、第3部ミニコンサート（水

で)・住所・氏名・年齢・電話番号を書い

未就学児の入場不可

京音楽学校奏楽堂☎（3824）1988

在勤（学）の16歳以上の方 定員 20人（抽
選） 費用 6,000円（20回分・教材費は別

前寺清子氏） 申込方法 町会交通部長を通

て下記問合せ先へ※当選発表は発送をもっ

途） 申込締切日 9月10日㈫（必着）

課☎（5246）1288

ふりがな

て代えます。

申込締切日 9月5日㈭（消

印有効） 問合せ 〒110−8615

台東区

場所・問合せ 旧東

たきぎ

第40回記念 台東薪能

●第2回CADステップアップ講座
入門講座程度の操作ができる方を対象にし

役所文化振興課（江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局）☎（5246）1328

第20回上野不忍華舞台
日時 9月28日㈯昼の部は午後0時30分、

日時 9月3日㈫午後5時開場、5時45分開演
場所 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）
演目 （能）
「敦盛」二段之舞 坂真太郎、
（狂

言）
「末広」山本泰太郎、
（半能）
「石橋」

夜の部は午後5時開演（雨天決行）

大獅子 観世喜正

場所 上野公園水上音楽堂

5,000円、A席4,000円※未就学児の入場

出演 宮田哲男・

日程（全20回）10月1日～令和2年3月

入場券（全席指定）S席

た実践的なＣＡＤ操作講座です。
日時（全2回）10月1日㈫・2日㈬午後6時

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤
（学）で、
全日程受講可能な方 定員 4人（抽
選） 講師 渡辺豊氏

費用 3,000円（2回
分） 申込締切日 9月10日㈫（必着）

日時 9月6日㈮午後1時15分～3時15分
内容 第1部式典、第2部

じて各交通安全協会へ

問合せ 交通対策

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 9月5日㈭午前10時15分～午後3時
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、くつろぎコー
ナー、保育士による歌・手遊び、育児・栄

金子君子・女子東音会（長唄）
、柳家権太

不可

楼（落語）
、岩山胤雄社中（江戸里神楽）
、

02−9999、Ｐコード492−949）
、浅草

申込方法 往復はがきに講座（教室）名・住

問合せ 浅草橋保育園☎（3866）0321

中村芝翫・橋之助（舞踊）

公会堂、区役所9階④番文化振興課、下記

所・氏名・年代・電話番号、在勤（学）の

石浜橋場こども園☎（3873）6887

入場料 3,000円

財団事務局

方は勤務先（学校）名・所在地を書いて、

玉姫保育園☎（3872）5364

前売券 8月19日㈪以降

に松坂屋上野店地下1階上野案内所（午前
10時～午後8時）で販売
問合せ 台東区観光課☎（5246）1447

上野観光連盟☎（3833）0030

販売場所 チケットぴあ（☎️0570−

問合せ 台東区芸術文化財団

ふりがな

下記問合せ先へ

☎（5828）7591

したまち邦楽ワークショップ参
加者募集
日時（全3回）10月5日 ㈯・12日 ㈯・14

朝倉彫塑館から

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日㈷午前10時～正午 場所 東京藝術大学

場所・問合せ 〒111−

0023 台東区橋場1−36−2 産業研修

養・健康・保育園に関する相談

たいとうやまびこ塾
●「AI時代の易学」 日時（全3回）9月7

センター☎（3872）6780

フラワーアレンジメント教室
「サマーグリーンのトライアンギ
ュラー」

日・14日・21日の土曜日午後2時～4時
定員 15人（先着順） 講師 水野冨士氏（学

習支援ボランティア）
●「女性のための心理学」

●特集「時代を創った人物7 九代目市川団

音楽学部（上野公園12－8） 対象 小学5

十郎」 期間 9月1日㈰まで

年生以上の方 定員 65人（先着順）

日時 8月28日㈬午前10時～正午

●ギャラリートーク

講師 東京藝術大学音楽学部邦楽科

内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4

後2時（30分程度）

費用 小学5年～高校生は1,000円、18歳

以上の方は6,500円（3回分）※邦楽フレッ

度程度）をお持ちの方 定員 10人（先着
順） 講師 佐藤氏（フラワーサロン サンマ

講師 柳沢淳子氏（学習支援ボランティア）

●特別展関連イベント（講演会） 日時 9
月14日㈯午後1時 場所 谷中区民館

シュコンサートのチケット1枚付き※篠笛

グノリア） 費用 1,000円(材料費)

対象 区内在住か在勤（学）の方

定員 120人（抽選） 参加費 1,000円

希望者は初日に篠笛を購入

申込方法 教室名・氏名・電話番号を電話か

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

演題 朝倉彫塑館のかたちと色と素材感

味線、篠笛、小鼓、長唄

ファックスで下記問合せ先へ

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

日時 8月21日㈬午

楽器 長唄三
申込方法 はが
ふりがな

対象 区

講師 小沢朝江氏（東海大学教授）

きかファックスで催し名・住所・氏名・年

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・

齢・性別・電話番号・希望の楽器（第2希

が谷福祉会館内）☎（3842）2672

電話番号を書いて下記問合せ先へ

望まで）
、在学の方は学年を書いて下記問

FAX （3842）2674

申込締切日 9月1日㈰（必着）

合せ先へ※長唄三味線希望者は三味線の

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

撥・膝ゴム・指かけを貸出し
申込締切日 8月26日㈪（必着）

場所・問合せ 障害者自立支援センター（松

日時（全3回）9月4日・11日・18日の水曜
日午後2時～4時 定員 15人（先着順）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
ふりがな

申込締切日 8月23日㈮（必着）
場所・問合せ 〒111−8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課☎（5246）5812

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「わくわく★夏のエコスク
ール2019 特別プログラム」

工作教室「日時計」
日時 9月29日㈰午後1時30分～3時30分

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

問合せ 〒110−0004

高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用

−11 台東区芸術文化財団

環境学習室では9月1日㈰までの期間、夏

在学（園）の満５歳～小学４年生

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

☎（5828）7591

の特別プログラムを実施しています。
ぜひ、

定員 20人（抽選） 費用 300円（材料費・

お越しください。

保険料） 申込方法 往復はがき（1人1枚）

※9月3日㈫～6日㈮まで展示替えのため
休館

問合せ 〒110−0001

台東区谷中

7−18−10 朝倉彫塑館
☎（3821）4549

台東区下谷1−2

FAX （5828）7594

邦楽フレッシュコンサート2019
邦楽が誘う和の世界
日時 10月19日㈯午後1時30分開場、午後

下町風俗資料館企画展
「下町の火事と防災
江戸から学ぶ火の用心」

2時開演 場所 生涯学習センターミレニア
ムホール
楽科

出演 東京藝術大学音楽学部邦

入場料 大人2,000円、小学生～高

場所・問合せ 環境ふ

場所 生涯学習センター

対象 区内在住か

ふりがな

れあい館ひまわり環境学習室

に「9月工作教室」希望・住所・氏名・電

☎（3866）2011

話番号、在学（園）の方は学校（園）名・

食品ロス削減の啓発担い手育成
講座～サルベージ・パーティを
開催してみませんか～

学年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 9月4日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

校生1,000円（全席自由）※未就学児の入

・事前説明会（任意） 日時 8月31日㈯午

場不可 演目 創作曲「須磨の浦」
、
尺八「尺

前11時～正午

分～午後5時30分（入館は5時まで）

八五重奏曲 涼」
、箏曲山田流「松風」
、箏

せ先へ

入館料 一般300円、小中高生100円

曲生田流「嬉遊曲」
、創作舞踊「光」

・食品ロス削減の啓発担い手育成講座

日時 9月15日㈰午後2時開演

休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）

入場券 浅草公会堂、チケットペイ、生涯

日時 10月6日㈰午前10時～正午

場所 区

園石橋メモリアルホール（台東区東上野4

場所・問合せ 下町風俗資料館

学習センター、区役所9階④番文化振興課、

役所6階601会議室

対象 区内在住の18

－24－12）※入場整理券を生涯学習セン

右記財団事務局で販売

歳以上のメールで連絡ができる方

ター1階で受付、区役所6階⑨番教育委員

定員 10人程度（抽選） 講師 平井巧氏（
〈一

会庶務課、各区民事務所・同分室・地区セ

期間 9月8日㈰まで

開館時間 午前9時30

☎（3823）7451

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第4期」
日程（全7回）9月27日～11月9日の金・

販売開始日 8月7

日㈬

申込方法 電話で右記問合

台東区上野の森ジュニア合唱団
第29回演奏会
場所 上野学

区内在住か在勤・在学の方を抽選で10組20人ご招待

社〉フードサルベージ代表理事）

ンターで配布 出演 川上彌榮子（指揮）
、

はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名

申込方法 はがきに講座名・住所・氏名・年

杉山直子・寺﨑明日香（ピアノ） 曲目 上

・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務

齢・電話番号・メールアドレスを書いて

明子作品、
「祭りと子ども」
、
「富士山」
、月

ふりがな

ふりがな

【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。
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光の曲、のばら、ラデツキーマーチ、赤

11時30分、午後2時～3時30分※各10分

とんぼ、旅愁 ほか

前から入場開始 場所 根岸社会教育館

問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

対象 幼児～小学生（未就学児は保護者同
伴） 定員 各20人（先着順）※8月14日㈬

●パソコン講座

ンターネットの活用」9月6日㈮・11日㈬・

ペットコミュニティエリアを利用するには

から根岸図書館カウンターで整理券配布

13日㈮ ②「LINEの活用」9月9日㈪・12
日㈭・17日㈫ 時間 午前10時～正午

事前に講習会の受講が必要です。

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

わせたさまざまな身体の動き方を学ぶ運動

●こわーいおはなし会 日時 8月21日㈬
午後4時～5時 対象 小学生以下の子供と

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回
分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

場所 DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3−1
−10） 対象 飼い主が区内在住で、台東区

教室を実施します。 日程（全7回）10月2
日～11月13日の水曜日 時間 3・4歳コー

保護者（子供だけの参加可） 問合せ 中央

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

で登録をしている小・中型犬※その他の要

図書館谷中分室☎（3824）4041

番号を書いて下記問合せ先へ

件あり。詳しくは、区ホームページをご覧

スは午後3時～3時45分

●あかちゃんえほんタイム 日時 9月5日

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 9月

になるか下記へ。 定員 15頭分（先着順）

㈭午前11時～11時30分

5日㈭・25日㈬午前10時～11時、11時～

内容 エリア内でのマナーや知識の講習、愛

犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は施

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室第1期」
成長が著しい幼児を対象に、その特性に合

午後4時～4時45分

5・6歳コースは

対象 3～6歳の未就学

第3回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

シルバー人材センターの催し

対象 区内在住

内容・日程（全3回）①
「イ

日時 9月7日㈯午前9時30分～正午

児 定員 各30人（抽選） 申込方法 往復は

の平成30年3月5日～31年3月4日生まれ

正午

がきに希望コース・住所・氏名・生年月日・

の子供と保護者 定員 10組（先着順）※子

はがき（1人1枚）に講座名・希望日時・住

設内で愛犬をお預かりします）

性別・保護者の氏名・電話番号を書いて下

供1人につき1回まで、いずれの回、会場と

所・氏名・年齢・電話番号・相談内容を書

申込方法 区ホームページから申込むか、電

記問合せ先へ

申込締切日 9月6日㈮（必
着） 問合せ 〒111−8621 生涯学習セ

も同内容

いて下記問合せ先へ

ンタースポーツ振興課☎（5246）5853

ません。

ふりがな

ふりがな

申込開始日 8月22日㈭※申込

●クレー射撃

日程 9月16日㈷

場所 成

田射撃場（千葉県印西市山田166）

場所・申込み・問合せ 石浜図書

日時 8月18日㈰午後4時15分～4時45分

盟で当日午前9時まで受付

場所 生涯学習センター

●はぜ釣り

日程 9月29日㈰

場所 千葉

県保田方面 費用 1人5,500円
釣魚連盟で申込可
●バドミントン 日程 10月6日㈰ 場所 台
東リバーサイドスポーツセンター第1・2
競技場 費用 1組1,800円
申込締切日時 9月9日㈪午後3時※台東区バ

ドミントン協会で申込可

問合せ 台東保健所生活衛生課

申込締切日 8月20日㈫※募集数に達しない

☎（3847）9437

マンション管理セミナー・なん
でも相談会

台東区小島

1−5−5 台東区シルバー人材センター

●第2回マンション管理セミナー

☎（3864）3338

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修

順） 講師 平野恵（中央図書館専門員）
申込み・問合せ 中央図書館

申込締切日時 9月19日㈭午後5時※台東区

対象 区内在住の原則60歳以上の方

場所・問合せ 〒111−0056

定員 20人（先着

☎（5246）5911

講 座・相 談 会 など

日時 9月14日㈯午後1時30分～3時30分
テーマ 第1部「電気分野の省エネ対策をし

て、管理費を削減しよう」
、第2部「管理会

日時 9月21日㈯午後1時～6時（講義）
、9

社と委託契約をするうえでのチェックポイ

月22日㈰午前9時30分～午後5時（実習）

ント」

場所 松が谷福祉会館ほか

●マンションなんでも相談会（要予約）

対象 次のいずれ

かに該当し、全日程受講可能な方①修了後、

日時 9月14日㈯午後3時40分～5時

区内の事業所でガイドヘルパーとして従事

申込締切日 9月12日㈭

希望 ②すでに従事していて技術向上を目

9月のくらしに役立つ講座
「意外と知らない冷凍食品の世界」

申込期間 8月5

日㈪～29日㈭

場合、8月21日㈬以降に電話で受付

企画展「日記が語る台東区6『江
戸の旅日記を読む』
」専門員によ
るギャラリー・トーク

費用 1人10,000円※台東区クレー射撃連

話で下記問合せ先へ申込み

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

みは保護者に限る。中央図書館では受付し
館☎（3876）0854

区民体育祭

定員 各5人（抽選） 申込方法 往復

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

指す 定員 15人程度（抽選） 費用 4,000

場所 区役所10階会議室

対象 区内の分譲

円程度（テキスト代、実習の交通費等含む）

マンション所有者

日時 9月13日㈮午前10時30分～正午

申込方法 申込書に記入し、郵送か持参※詳

ン管理士（東京都マンション管理士会城東

バーサイドスポーツセンター第1競技場

場所 生涯学習センター

しくは受講案内（下記問合せ先で配布）か、

支部） 申込方法 催し名・住所・氏名・電

費用 小・中学生300円、高校生以上500円

勤（学）の方

区ホームページをご覧ください。

話番号・参加人数・マンション名を電話か

申込締切日 9月13日㈮※台東区剣道連盟

児あり（6か月以上の未就学児、6人程度）

で申込可

講師 （一社）日本冷凍食品協会

害福祉課（区役所2階⑩番）

ジから申込可） 問合せ 住宅課

申込方法 住所・氏名・電話（ファックス）

☎（5246）1207

☎（5246）1468

●剣道

●卓球

日程 10月13日㈰

日程 10月27日㈰

場所 台東リ

場所 台東リ

バーサイドスポーツセンター

費用 1人

対象 区内在住か在

定員 40人（先着順）※託

申込締切日 8月30日㈮（必着） 問合せ 障

番号、在勤（学）の場合は勤務先（学校）

講師・相談員 マンショ

ファックスで下記問合せ先へ（区ホームペー
FAX （5246）1359

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

傾聴ボランティア入門講座

500～1,200円※種目による

名、託児希望の方は子供の氏名・年齢・性

申込締切日 9月24日㈫※台東区卓球連盟

別を電話かファックスで下記問合せ先へ

日時（全4回）9月5日・12日、10月3日の

（電子申請可） 託児の申込締切日 9月6日㈮

木曜日午前9時30分～正午、9月19日㈭

●地域で役立つおもてなし語学～簡単な会

午後1時～2時30分 対象 区内在住か在勤

話と道案内～ 館周辺の地図を題材に初め

で申込可
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤（学）の方※詳しくは、

区ホームページか生涯学習センター5階ス
ポーツ振興課で配布する大会要項をご覧く
ださい。

申込み・問合せ スポーツ振興

課（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午
後5時）☎（5246）5853

スポーツひろば
大正小学校・卓球初心者教室

問合せ くらしの相談課

☎（5246）1144

FAX （5246）1139

（学）の方 定員 30人（先着順）
費用 300円

再就職準備セミナー
～定年後の働き方といっしょに
考えたい年金のこと～

申込締切日 8月29日㈭

日時 9月14日㈯午後1時～5時 場所 区役
所10階会議室 対象 おおむね55歳以上の

てでも気軽に使えるフレーズを学びます。
①英語

日程（全5回）10月2日～30日の

水曜日

場所・問合せ 〒111−0032

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

東区浅草4−24−13 千束社会教育館

会☎（3847）7065

☎（3874）5450
②中国語

FAX （3847）0190

NPOのための個別相談

方 定員 30人（先着順） 内容 高齢者の雇
用・年金に関すること

講師 澤村直樹氏

台

日程（全5回）9月20日～10月

18日 の 金 曜 日

場所・問合せ 〒110−

0015 台東区東上野6−16−8 社会教
育センター☎（3842）5352

講師 柴田秀孝氏

日時 法律相談は9月13日㈮、労務相談は9

日時（全3回）9月10日・17日・24日の火
曜日午後7時～9時 場所 大正小学校地下

（キャリア・コンサルタント＆ファイナン

月17日㈫、会計・税務は9月27日㈮午後2

シャルプランナー）
、馬見塚仁氏（社会保

時～4時 対象 地域で活動する非営利団体

時間 午後6時30分～8時30分

体育館 対象 区内在住か在勤（学）の中学

険労務士・年金アドバイザー）※雇用保険

定員 各2組（先着順） 申込方法 希望日・団

在住か在勤（学）で16歳以上の方

生以上の初心者※子供を連れての参加不

受給中の方は、受給資格者証を持参

体名・参加者全員の氏名・電話番号を電話

定員 各30人（抽選） 申込方法 往復はがき

可、保険は各自で任意加入 持ち物 運動で

申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話

かファックスまたはメールで下記問合せ先

（1講座1枚）に講座名（①か②）
・住所・

きる服装、室内履き、飲み物、タオル、ラ

番号を電話かファックスで下記問合せ先へ

へ

ケット（貸出しあり）※学校行事により、

（区ホームページから申込可） 問合せ 産業

変更・中止の場合あり※更衣室なし

振興課☎（5246）1152

問合せ スポーツ振興課（土・日曜日・祝

FAX （5246）1139

催し名

図書館のこども室から
●石浜図書館こうさく会「しおりをつくろ
う！」 日時 8月21日㈬午前10時～11時、
午後2時30分～3時30分※入退室自由
対象 幼児～高校生※未就学児は保護者同

伴、参加は1人1回

場所・問合せ 石浜図

書館☎（3876）0854
●根岸図書館こうさくあそび「しおりをつ
くろう！」 日時 8月28日㈬午前10時～

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

FAX （3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

対象 区内

ふりがな

氏名・年齢・性別・電話番号、在勤（学）
の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番
号を書いて各会場へ

申込締切日 9月5日

㈭（必着）

子ども家庭支援センターの催し

日を除く午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

申込締切日 各開催日の1週間前

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時

対象（保護者同伴） 定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

日本堤子ども家庭支援センター
9月9日㈪
区内在住の3歳まで 40組 8月20日
「にこにこひろば」
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順） ㈫
☎（5824）2535
台東子ども家庭支援センター
パパも一緒にミュージッ 9月7日㈯
区内在住の3歳まで 100組 8月20日
「わくわくひろば」
クパーティー
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)
㈫
☎（3834）4577
寿子ども家庭支援センター
9月6日㈮
区内在住の3歳まで 35組 8月20日
にじいろコンサート
「のびのびひろば」
午前10時30分～11時15分 の子供
(先着順)
㈫
☎（3841）4631
日本堤子ども家庭支援センター
やさしいアロマLife
9月6日㈮
区内在住の3歳まで 10組 8月20日
谷中分室「ぽかぽかひろば」
～アロマ・ストーン作り～ 午前10時30分～11時15分 の子供
（先着順） ㈫
☎（3824）5532

箏アンサンブルのひととき

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。

▽対象
歳以上の方
人（先着順）
▽定員
▽講師 秋山武雄氏（写真家）
▽費用
円（保険料など）
▽場所・申込み・問合せ 小島社
会教育館

▽会費 月額２千円
▽問合せ 小倉
☎０９０（４７４３）３２７８

午後６時 分～８時 分
▽場所 生涯学習センターほか

☎（５８２８）７５４５
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）

地区配分推せん委員会事務局
（台東区社会福祉協議会内）

▽講座名・日時

【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。

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

・面接対策セミナー ９月 日㈬
午前 時
・書類作成セミナー ９月 日㈬
午前 時
▽場所・申込み・問合せ ハロー

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

●サークル美文字（初心者歓迎・
少数で丁寧に教えます、見学可）
▽日時 第２ ４金曜日
午後２時～４時
▽場所 根岸社会教育館ほか
▽会費 月額３千円
お ぐろ
▽問合せ 小黒
☎０８０（２０６２）８８４３

ワーク上野
＃
☎（３８４７）８６０９
●自転車安全利用ＴＯＫＹＯセミ

ナー
都では、事業者による従業員へ
の自転車の安全教育が適切に実施
されるよう、セミナーを開催して
います。
参加者には、事業所内での研修
に活用いただける
「研修用ＤＶＤ」
を差し上げます。
▽日時 ９月 日㈬
午後６時 分～８時
▽場所 台東区民会館８階第３・
４会議室
▽対象 都内の事業者等
▽定員
人程度（先着順）
※詳しくは、都ホームページをご
覧ください。
▽申込み・問合せ 東京都都民安
全推進本部交通安全課
☎（５３８８）３１２４

※通信費は利用者負担

11

18

41

催しものなど

上の方
▽費用 ３千円（３回分）
▽申込方法 往復はがきに住所・
ふりがな
氏名・年齢・電話番号を書いて
左記問合せ先へ
▽申込締切日 ９月 日㈬（消印
有効）
００５３ 台東
▽問合せ 〒
都立忍岡
区浅草橋５ １
高校☎（３８６３）３１３１
●金田一秀穂氏（国語学者）の「心
地よい日本語のお話」
月 日㈮
▽日時
午後２時 分～４時 分
▽場所 江戸東京博物館大ホール
（墨田区横網１ ４ １）
▽対象 都内在住の方
▽定員
人（抽選）
▽申込方法 往復はがきに住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・
参加人数（２人まで）を書いて

会 員 募 集

iPhone用

Android用

●10言語対応 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。

18

30

（一財）自治総合センターのコミュニティ助
成事業による宝くじの助成金を受け、柳橋
防災団が防災資器材を整備しました。コミ
ュニティ助成事業は、コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、宝くじ
の社会貢献広報を目的としています。
問合せ 危機・災害対策課☎（5246）1092

利用は
こちらから

広報「たいとう」を無料アプリ
「カタログポケット」から
スマートフォンなどで閲覧できます！

10

10

100

柳橋防災団が防災活動で使用する
防災資器材の整備を行いました

110

10

75

18

30

30

20

30

31

30

●全国一斉「子どもの人権 番」
強化週間
いじめ・体罰・虐待などの、子
供をめぐるさまざまな人権問題の
解決を図るため、人権擁護委員・
法務局職員が電話相談に応じます。
▽期間 ８月 日㈭～９月４日㈬
▽受付時間 午前８時 分～午後
７時（土・日曜日は午前 時～
午後５時）
▽「子どもの人権 番」電話番号
（無料）
☎０１２０ ０
- ０７１１０
▽問合せ 東京法務局
☎（５２１３）１２３４
●赤い羽根共同募金の配分（助成
金）申請を受付けます
▽対象施設 児童・保育・障害者
施設・小規模作業所等 会(社法
人経営を除く )
▽対象事業 備品整備・小破修繕
・研修講習会等
▽申請上限額 事業総額の パー
セント以内で 万円まで（実際
の配分額は配分推せん委員会で
決定）
▽申込方法 申請書（東京都共同
募金会ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を書いて
左記問合せ先へ
▽申込締切日 ９月 日㈪
▽問合せ 東京都共同募金会台東
110
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☎（３８６１）５０６３
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。
●都立忍岡高校公開講座
▽問合
 せ 台東区役所広報課
（５２４６）１０２９ 「はじめての茶の湯」
☎（５２４６）１０２１
▽日程（全３回） 月 日㈰、
月 日㈰、 月１日㈰
▽時間 午後１時 分～５時（最
終日は４時 分まで）
▽対象 都内在住・在勤の 歳以

30

●今戸社会教育館指定管理者主催
「今戸フェスタ２０１９」

●陳式 式太極拳
▽日時 ９月 日㈭・ 日㈭
午後１時 分～３時
▽場所 生涯学習センターほか
▽対象 簡化 式修了者
人（先着順）
▽定員
▽申込み・問合せ 高橋
☎０９０（３８７７）５２０７
●たいとう朝日創業塾
▽日程（全４回） ９月５日・
日、 月３日・ 日の木曜日
▽時間 午後６時 分～８時 分
▽場所 朝日信用金庫西町ビル７
階（台東区東上野１ ２ １）
▽対象 これから創業する方、創
業５年以内の方
人（先着順）
▽定員
▽申込方法 申込書（朝日信用金
庫各店舗等で配布）に記入しフ
ァックスで左記問合せ先へ
▽問合せ 朝日信用金庫お客さま
サポート部
☎（３８６２）０３０４
（３８６２）０５８０
●浅草アマチュアバンドフェステ
ィバル～ バンドが出演！～

164

− −
15

キッズからシニアまで、今戸社
会教育館で活動しているサークル
による作品展示・舞台発表のほか、
ダンス・習字・歌などの体験がで
きます。
▽日時 ８月 日㈰
午前 時～午後３時
▽場所・問合せ 今戸社会教育館
☎（３８７３）４１４０
●大学通信教育合同入学説明会
▽日時 ９月１日㈰
午前 時～午後４時
▽場所 新宿エルタワー 階（新
宿区西新宿１ ６ １）
▽対象 高校生以上の方
▽内容 大学・大学院・短期大学
の相談コーナー設置、講義内容
・学習方法・受講手続について
の相談等
※詳しくは、左記問合せ先へ
▽問合せ （公財）私立大学通信
教育協会
11

・
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30
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▽日時 ９月 日㈰午前 時 分
左記問合せ先へ
～午後８時（午前 時開場）
※協会ホームページから申込可
▽場所 浅草花やしき花劇場（台
▽申込締切日 ８月 日㈯（必着）
１）
０００１ 中野
▽問合せ 〒
東区浅草２
（公財）東
▽費用 １千 円
区中野４ ６
京税務協会事業部
▽問合せ 伊東
☎（３２２８）７９９４
☎０９０（４０５３）４０４３
●小島社会教育館指定管理者主催
たいとう再発見スタンプラリー対
象講座「写真家とめぐる新旧街並
●マジック同好会「カッター」
み 鳥越・浅草橋」
（初心者からのテーブルマジック）
▽日時 ９月 日㈯
午前 時～正午
▽日時 第２ ４木曜日
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☎（３８１８）３８７０
●永寿総合病院「オレンジカフェ」
▽日時 ９月３日㈫
午後２時～３時 分
人（先着順）
▽定員
▽内容 認知症への
（予防を含む）
音楽療法的アプローチ
▽講師 井上沙和子氏（音楽療法
士・オルガン奏者）
▽場所・申込み・問合せ 永寿総
合病院
☎（３８３３）８３８１㈹

令和元（2019）年 8月5日
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