広報

円

200

20

80

10

10

▽募集のしおり・申込書配布場所

500

10

10

区役所５階⑩番住宅課、１階戸
籍住民サービス課、区民事務所
・同分室、地区センター、老人

280

15

福祉センター、老人福祉館、地
域包括支援センター（区ホーム
ページからダウンロード可）

75

10

▽申込方法
月１日㈫～ 日㈭
に配布する申込書に記入し郵送
月 日㈭までの
▽申込締切日
消印で、 日㈫到着分まで有効
▽問合せ 住宅課

20

（どちらかを選択）
▽申込方法 障害者手帳、印鑑を
左記問合せ先へ持参

700

ＴＥＬ
（５２４６）１２１３

50

65

台 東区 住 宅 修 繕 資 金融 資
あっせん制度

▽利率 令和元年度契約利率
１％（本人負担０・ ％、区負
担０・ ％）
▽申込期限 工事着手１か月前
※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）

ＴＥＬ
（５２４６）１２１７

50

65

65

※燃料費助成は必要書類が複数あ
るため、事前に左記へお問合せ
ください。

30

400

令和２年度 高齢者住宅
（シルバーピア）空き室待

256

20

と） ③本人名義で賃貸借契約
を締結している ④立ち退き要
求を受けている、収入の半分以

294

20

高齢者の実態調査にご協
力ください

※世帯状況に応じて各
種控除が受けられる
場合があります。

第 1237 号

高齢者に関する生活実態や地域
との関わり等を把握するための調

・

2人目以降
38万円加算
1人につき

▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

398万4千円

査です。
▽対象 無作為抽出による①②
歳以上の方 ③要支援・要介護
認定者 ④区内の介護サービス

360万4千円

1人

事業者
▽調査方法 対象の方には、各種
調査票を郵送

10

0人

住宅
まちづくり

・

扶養人数 所得限度額

30

▽調査種類 ①一般高齢者調査
②介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査 ③要支援・要介護認定

円、燃料費は月額２千

500

者調査 ④介護サービス事業者
ち入居者募集
区が住宅リフォーム資金の融資
調査
を指定の金融機関にあっせんし、
▽募集戸数 単身用 戸、２人世
▽問合せ 高齢福祉課
利子の一部を負担します。
帯用３戸
ＴＥＬ
（５２４６）１２２１
▽間取り １ＤＫ～２ＤＫ、浴室、 ▽対象住宅 区内にある、自身が
介護保険課
居住するための住宅で、居住部
トイレ、台所
ＴＥＬ
（５２４６）１２５７
分の床面積が 平方メートル以
▽予定使用料（月額） １万６千
心身障害者福祉タクシー
円～３万７千 円（居室面積
下（賃貸住宅や店舗、事務所を
券・燃料費（ガソリン代）
除く）
・収入額等で異なる）
助成をご利用くだ さ い
▽主な申込資格
▽共益費（月額） １千円
▽対象 身体障害者手帳上肢１級、 ▽敷金 使用料の３か月分
①区内に１年以上住所を有する
歳以上の方で、返済完了時の
下肢・体幹・内部機能障害１～
▽主な申込資格 次の全てに該当
年齢が 歳未満 ②世帯全員が
３級、視覚１ ２級、愛の手帳
する方①区内に継続して３年以
住民税を滞納していない ③融
１ ２度の方
上居住する 歳以上のひとり暮
らし、または 歳以上のみの２
資金の返済および利子の支払い
※燃料費助成については右記に加
人暮らしで、被扶養者になって
に十分な能力があり、金融機関
え、自動車税が減免されている
いない ②独立して日常生活を
の定める保証を受ける 保(証料
方
は申込者負担） ④現在この制
営むことができる（介護を必要
▽所得限度額 左表のとおり（
歳以上の方は本人所得、 歳未
度で融資を受け返済していない
とする方は、入居後も心身の状
満の方は扶養義務者の所得）
況に応じた介護を受けられるこ ▽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

上か、単身で月額５万円以上、
２人世帯で８万５千円以上の家
賃を払っている、または保安上
※現在、所得超過でタクシー券、
危険な住宅や衛生上有害な住宅
燃料費助成を受けていない方は、 に居住している等 ⑤平成 年
中の所得が単身で 万８千円以
平成 年中の所得が限度額以内
であれば、 月から申請できま
内、２人世帯で 万８千円以内
す。
⑥暴力団員でない
▽助成額 タクシー券は月額３千
▽選考方法 資格に該当する申込
者による公開抽選

（5） 令和元（2019）年 9月20日

～令和元年！来て見てふれて体育の日！～

今年もスタンプラリーを開催します。スポーツ体験に参加した方に記念品を差し上げます。
日時 10月14日㈷午前9時10分（開会式）～午後3時30分 場所 台東リバーサイドスポーツセン
ター、清島温水プール※天候等により、内容は予告なく変更する場合あり 持ち物 運動できる
スポーツの秋！健康づくり、仲間づくり、スポーツを始めるきっかけに 服装、運動靴（体育館利用者は室内履き） 問合せ スポーツ振興課 TEL （5246）5853

たいとうスポーツフェスタ2019
●台東リバーサイドスポーツセンター

陸上競技場
場所

時間・種目

午前9時30分～正午

午後0時30分～3時30分

簡易体力測定（握力、上
体起こし、長座体前屈、
反復横とび、立ち幅跳び）
50メートル走記録測定
トラック
ストラックアウト
ウオーキング講習
応急手当救急法
（応急手当やAEDの実演
や指導）
輪投げ
フィールド チャレンジスポーツ教室 ジュニアフットサル教室
（バルシューレ）

ドイツ生まれのボール遊び「バルシ
ューレ」を体験できます。 時間 午
前9時30分～正午 対象 小学生以下
の子供 講師 池谷直樹氏※講師は午
前11時まで参加

場所

時間・種目

プール無料開放

午前9時30分～正午

アーチェリー
（中学生以上）
ビーチボール
ボッチャ
バレーボール
バウンドテニス
柔道
少林寺拳法
かんたんピラティス・
ダンススポーツ
スポーツ吹矢
空手道
剣道
バドミントン
バスケットボール
トレーニング場の無料開放（高校生以上）
健康度チェック・食育SAT
SHOPたいとう
（東京2020公式ライセンス商品の販売 ）
卓球
相撲

5階

弓道

4階
3階
2階
1階
地下1階

テニスコート
▲池谷直樹氏

時間・種目
場所
庭球場

午前9時30分～正午

午後0時30分～3時30分

硬式テニス

ソフトテニス

清島温水プール水泳教室
区民体育祭
●アーチェリー 日程 10月20日㈰
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
費用 500円
申込締切日 10月18日㈮（必
着）※台東区アーチェリー協会へ申込み
●バウンドテニス 日程 11月9日㈯
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
費用 1,000円 申込期間 9月24日 ㈫ ～10
月31日㈭午後4時（必着）
※バウンドテニス協会へ申込み
●ボウリング 日程 11月16日㈯
場所 アイビーボウル向島 費用 2,200円
申込期間 10月1日 ㈫ ～11月15日 ㈮ 正 午
（必着）※アイビーボウル向島へ申込み
◆ 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。
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）
TEL （5246）5853

午後0時30分～3時30分

①第4期幼児のための水泳教室 水慣れ
からクロールまでのレベル別グループ
レッスンです。 日程（全4回）11月3日
～24日の日曜日 時間 Aクラスは午前9
時 ～ 10時、Bク ラ ス は10時 ～ 11時
対象 3～6歳の未就学児 定員 各24人（抽
選） 費用 5,500円（4回分・保険料含む）
申込締切日 10月17日㈭（必着）
②第2期 障害者水泳教室 水中運動の基
本や水慣れのレッスンです。
日程（全5回）11月8日～12月6日の金曜日
時間 Aクラスは午後4時15分～5時15分 、
Bクラスは5時30分～6時30分 対象 心身
に障害があり、排泄の意思表示、着替え
の介助者同伴または一人で着替えのでき
る小学生以上の方 定員 各5組（抽選）
申込締切日 10月17日㈭（必着）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
講師 野村不動産ライフ＆スポーツ
申込方法 往復はがき
（1人1枚1教室1クラス）
に教室名（①か②）
・希望クラス（AかB）
・
住所・氏名・電話番号・泳力レベルを書い
て下記問合せ先へ※往復はがき返信後、来
館手続きあり 場所・問合せ 〒110−0015

午前9時～午後0時45分
午後2時～9時

水深80センチメートルプール
水深120センチメートルプール

オリパライベント開催
時間 午前9時～午後

4時30分 ※ 詳 し く
は清島温水プール
にご確認ください。
講師 森隆弘氏、
辻内彩野氏

▲森隆弘氏

▲辻内彩野氏

台東くんも
遊びにきます
！

チャレンジスポーツ教室（陸上競技場）

●清島温水プール

体育館

ⓒBANDAI

台東区東上野6−16−8 清島温水プール 持ち物 運動できる服装、屋内用運動靴、
TEL （3842）5353
飲み物、タオル 申込期間 9月30日㈪～
11月1日㈮ 申込み・問合せ スポーツ振
小・中学生のスポーツ初心者教室
興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・
「柔道」
祝日を除く午前9時～午後5時）
日時 10月23日 ㈬・30日 ㈬、11月6日 ㈬ TEL （5246）5853
午後7時～9時 場所 浅草中学校体育館
スポーツひろば田原小ピラティス
対象 区内在住か在学の4歳～中学生
教室
定員 10人程度（先着順） 費用 800円（3
回分・保険料含む）※運動できる服装で 日時（全6回）11月13日～12月18日の水
参 加 申込期間 9月20日 ㈮ ～10月18日 曜日午後7時15分～8時30分（7時受付）
場所 田原小学校3階体育室 対象 区内在住
㈮ 申込み・問合せ 佐藤
TEL 090（4814）3714 問合せ スポー か在勤（学）の中学生以上の方 定員 30
ツ振興課（生涯学習センター5階、土・ 人
（先着順） 講師 小野明子氏 費用 1,500
日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時） 円（6回分・保険料含む） 持ち物 運動で
TEL （5246）5853
きる服装、室内履き、飲み物、タオル、ヨ
ガマットまたは厚手のバスタオル※学校行
第16回台東区チャレンジフィジ 事等により中止・変更の場合あり※子供を
カルテスト＠柳北スポーツプラザ 連れての参加不可※更衣室なし
日時 11月10日㈰午前9時15分～午後1時
申込方法 参加費を添えて次の①か②へ
場所 柳北スポーツプラザ 対象 区内在住 ①10月23日㈬午後7時15分～8時15分・
か在勤（学）の20歳以上の方※当日の健 田原小3階体育室 ②10月24日㈭～11
康状態チェックやADL（日常生活活動テ 月8日㈮スポーツ振興課（生涯学習セン
スト）の結果により、参加できない種目 ター5階、土・日曜日・祝日を除く午前
あり 定員 100人（先着順） 内容 体力テ 9時～午後5時） 問合せ スポーツ振興課
スト、ストレッチ講習会 講師 桜田敬子氏 TEL （5246）5853

【台東つばさ福祉会 常勤・非常勤職員募集】 ▷業務内容 身体障害者の日常生活の支援 ▷対象 障害福祉に理解のある方で宿直勤務が可能な方※詳しくは会ホーム
ページをご覧になるか、右記へお問合せください。
〈台東つばさ福祉会 TEL 3842−2838〉

