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江戸ルネサンス 伝統と文化が薫るおもてなし

「おもてなしの庭」
が完成しました！
「第29回緑の環境プラン大賞」
特別企画大賞受賞！
〈（公財）都市緑化機構主催〉

区では、草花を中心とした緑地空間を
創出し、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会のマラソンコース沿道
の景観向上を図ることを目的として、浅
草寺雷門前の並木通りに「おもてなしの
庭」を整備しました。
問合せ 公園課 TEL （5246）1322

おもてなしの庭
の特徴

①大小8つのオブジェは、区の花である朝顔の形をモチーフに竹材で
編まれており、そこに朝顔などのつる性植物を巻きつかせています。
②在来種の植物を下草として植えています。

日本らしさの
演出！

今後も区では、花と緑によるまちの装飾などを通じて、区民はもとより、来街者の皆さまへ、潤いを提供し、
「花の心」によるおもて
なしを一層推進していきます。

ラグビーワールドカップ2019™
パブリックビューイング
御徒町南口駅前広場にて、
ラグビーワールドカップ2019™パブリックビューイングを開催します。当日は、子供から大人まで幅広い世代
の方が気軽に参加できるイベントも実施します。
日程 10月5日㈯・13日㈰

時間 正午～午後9時30分

場所 御徒町南口駅前広場（おかちまちパンダ広場） 内容 大型ビジョンによる試合

中継（10月5日㈯「日本VSサモア」を含む全3試合、10月13日㈰「日本VSスコットランド」を含む全4試合）
、元ラグビー選手等によるトー
クショー、子供向けラグビー体験ブース（キック、ボール投げ） 問合せ 東京オリンピック・パラリンピック担当 TEL （5246）1259

１ はじめに

リアの国交樹立 周年にあたるこ
とから、浅草文化観光センターに
おいてパネル展を行うなど、今後
も区民のオーストリアの文化に対
する理解を促進する取り組みを実
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物産販売

回台東区消費生活展

び
●おもちゃの交換会
家で眠っているおもちゃを会場

●体験コーナー
日㈮・親子で遊
▽日程・内容
ぶ！トントンずもう、 日㈯・
かんたん工作・ボールプール遊

こどもひろば

どをテーマに募集した、消費者標
語のコンクールを開催します。会

小学４年生～中学生を対象に、
お金やインターネットの使い方な

小・中 学 生消 費 者 標語コン
クール

可）
。 月７日㈪～ 日㈭区役
所９階⑦番くらしの相談課へ。

「知ろう めざそう みんながつくる未来」
▽日時
月 日㈮、 日㈯午前
時～午後４時（ 日は３時
分まで）
▽場所 区役所 階

パネル展
区内の消費者団体や生活関連団
体など 団体が参加し、体験やク
イズなど楽しい企画を通してくら

見に向けた一層の連携強化を図っ
てまいります。加えて、日本堤子
ども家庭支援センターの一層の機
能強化を図り、子供たちが健やか
に安心して成長していけるよう、
児童虐待の防止に向けた取り組み

しに役立つ情報を発信します。

30

を着実に進めてまいります。

４ 高齢者福祉の充実につ
いて

健康

月 日㈭～ 日㈬「く
すりと健康の週間」に合
わせて無料薬事相談を行
います

●薬局・薬店による相談期間・場
月 日㈭～ 日㈬・
「無料
所
薬事相談」のポスターが掲示さ

17

れている区内の薬局・薬店
▽対象 国民健康保険・後期高齢
者医療制度の加入者

▽相談内容 使用中の薬や家庭常
備薬、救急医薬品等の使用・取
り扱い方法など
●街頭相談日時・場所
・ 月 日㈮・ 日㈯午後１時～
３時・区役所 階
・ 月 日㈯午後２時～４時・生
涯学習センター
※薬の相談のほか、健康チェック
（ 日㈯のみ）を実施
▽協力 下谷・浅草薬剤師会
▽問合せ 国民健康保険課（区役
所２階⑬番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２５１

たいとうヘルスアップ講
座～血糖値が気になり始
めたら～（要予約）

▽日時
月 日㈬
午前 時 分～午後０時 分頃
▽場所 台東保健所３階

▽対象 区内在住・在勤の、おお
むね 歳未満で、服薬などの糖
尿病の治療を受けていない方

30

にある別のおもちゃと交換（１人 場で投票をお願いします。
２点まで）できます。
く
らしの相談課
▽対象 おもちゃ、絵本、児童図
ＴＥＬ（５２４６）１１４４
書（ぬいぐるみ、ゲームソフト、
ＣＤ、ＤＶＤは除く）
※破損や故障しているもの、持ち
帰りが困難なものなどは不可
※事前持込もできます（交換不
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11
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姉妹都市・宮城県大崎市、連携
都市・茨城県筑西市が、郷土の紹
介や特産物を販売します。新鮮な
野菜など、さまざまな商品を用意
しています。

月 日㈯
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現在６か所ある区立の特別養護
老人ホームでは、築年数の経過に
伴う修繕などの対応や施設の狭あ
い化が課題となっており、地域全
体で高齢者の暮らしを支える取り
組みの更なる推進が必要です。そ
こで、三ノ輪、蔵前、千束の特別
養護老人ホームを統合し、機能の
充実を図り、旧竜泉中学校跡地に
新たに整備いたします。あわせて、

台東区消費生活サポーター
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介護予防の普及啓発や、在宅介護
における介護者への支援を行うな
ど、高齢者と高齢者にかかわる全
ての人の安心で健やかな暮らしを
支える施設として、令和６年度の
開設を目指してまいります。

５ おわりに

消費者クイズ大会

東京２０２０大会の開催まで１
年を切り、大会に向けた機運は日

３ 児童虐待の防止に向け
た取り組みについて
近年、重大な児童虐待事件が大
きな社会問題となっており、本区
においても、児童虐待の防止に向

民話の会たいとう
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施してまいります。
に日に高まっています。
また、全国各地の自治体が、そ
区では、東京２０２０大会を契
機に、誰もがスポーツに親しむ機 れぞれの特産品の販売や観光情報
会を提供するため、スポーツ事業 などを紹介する「ふるさと交流シ
の充実を図っています。また、国 ョップ 台東」につきましては、
内外から多くの来街者が訪れるこ これまでに国内の の自治体に出
とが予想される中、並木通りを朝 店いただくとともに、本年４月に
顔などの花と緑で彩る「おもてな はオーストリア政府観光局にも出
しの庭」が完成するなど、受入環 店していただいています。各自治
境の整備を進めるとともに、江戸 体からは、地域の魅力を発信する
の昔から本区に連綿と受け継がれ 場として広く認知されており、地
ている文化の魅力の発信に取り組 元の皆様にも様々な地域の方との
交流が楽しめる場として親しまれ
んでいます。
これらの取り組みを更に充実さ ています。こうした事業効果を踏
せながら、区議会及び区民の皆様 まえ、本年度末までとしていた開
とともに東京２０２０大会を迎え、 設期間を延長し、今後も事業を展
大会後もレガシーとして継承し、 開していくことで、各自治体と本
本区の一層の活性化と発展に繋げ 区の更なる発展を図ってまいりま
す。
たいと考えています。

２ 都市交流につ い て

にあたります。去る７月には、区

子育て支援の充実や安全安心な
まちづくりといった区民生活の向
上に資する取り組みを推進してま
いりました。今後も、これまでの
取り組みを礎に、一つひとつの施
策を更に充実・発展させ、
「ひと」
も「まち」も輝く魅力溢れる台東
区の実現に向け、全力で区政を推
し進めてまいります。

月 日㈮

台東区に伝わる民話の話
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※同講座、一昨年度までの「糖尿
病予防教室」に参加していない
方のみ申込可
人（先着順）
▽定員
▽持ち物 飲み物
※運動できる服装で参加
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４４０

75

本年は、本区とウィーン市第１
区が姉妹都市提携を結んで 周年

議会議長とともにウィーン市第１ けた取り組みの更なる強化は喫緊
区にて行われた記念式典に出席し、 の課題です。平成 年度から設置
記念すべき年を契機に両区の絆を している要保護児童支援ネットワ
深めていくことを確認しました。 ークにおいて、関係機関との緊密
これからも両区の歴史や文化、価 な連携により、要保護児童及びそ
値観について理解を深めながら、 の保護者の支援に取り組んでいま
友好関係を発展させていきたいと す。さらに、区内各警察署とは今
月新たに協定を締結し、児童虐待
考えています。
加えて、本年は日本とオースト の未然防止と要保護児童の早期発

午前10時30分
～11時15分

10

10

消費者団体による手作り教室
午後1時30分～ ①アクリル毛糸で指編みたわし作り ①台東リサイクルネットワーク
②ペットボトルキャップで簡単マグ ②コープみらいひろば台東
2時30分
ネット作り

問合せ

東京都産業労働局金融部貸金業対策課
日本貸金業協会

10

30

台東保健所生活衛生課食品衛生担当

10 午前11時30分 冷蔵保存のコツ
～正午
11 午後1時30分～
金融トラブル事例と防止策
2時

12

12

ころばぬ先の健康体操

12

10

午後2時30分
～3時30分

10 午前11時30分
～正午
12

実施団体・講師
日時

ころばぬ先の健康体操サポーター
介護予防・地域支援課

午前10時30分
～11時

内容

●イベントコーナーの催し

午前11時～
午後 2 時～
（各20分程度）
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▲パネル展
▲物産販売

11

10

12

▲メタリックヤーンで根付作り ▲手拭でポケットティッシュ作り ▲こどもひろば

台東くんが
登場します

消費者団体による手作り教室
①台東リサイクルネットワーク
①手拭でポケットティッシュケース作り
②みどりの会
②メタリックヤーンで根付作り
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令和元年
第３回 区議会定例会
区長発言 〈要旨〉

令和元（2019）年 9月20日
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第 1237 号 （2）
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相談
ください。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847－3611〉

広報

９月 日㈫～ 日㈪は結
核予防週間です

ん） ②接種日現在、満 歳以
上 歳未満で、心臓・腎臓・呼
吸器障害またはヒト免疫不全ウ

方には、予防接種予診票を発行し
ます。
▽申込方法 台東保健所保健予防
課か浅草保健相談センターへ母

動する制度です。
▽対象 子供の学習支援に関心の
ある 歳以上の方（高校生を除
く）
▽支援内容 主に小・中学生を対
象とした宿題の補助等の学習指
導

支援課ＴＥＬ
（５２４６）１２３７

子育て心理相談（予約制）
▽日程 ① 月 日㈬ ② 日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前まで
の子供を育てている方
▽場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

令和２年４月に中学生に
なる皆さんへ
月上旬
に学校選択票を郵送しま
す
▽対象 区内に住民登録があり、
令和２年４月に中学校に入学す
る児童と保護者
▽選択できる学校 区立中学校全
７校
月上旬に対象者へ
▽選択方法
送付する学校選択票に必要事項
を記入し、下記問合せ先へ郵送
か持参
※期限内に学校選択票が未提出・
希望校が未記入の場合は、通学

の変更受付期間内に限り変更可
※最終選択状況で入学可能者数を
上回る見込みとなる学校は、

月上旬に抽選を実施する場合が
あります。

・就学通知書 令和２年１月上旬
に就学通知書を郵送します。必
要事項を記入し、指定された中

学校に提出してください。
▽問合せ 学務課（区役所６階②
番）ＴＥＬ
（５２４６）１４１２

令和２年度 乳幼児家庭
教育学級の講座運営団体
募集

０～３歳の子供の保護者を対象
にした、家庭教育の学習講座等を
企画・運営する団体を募集します。
▽対象団体 次の全てに該当する
団体 子育て中の保護者の支援
を目的とする、継続的な活動を
区内で行う
（今後予定している）
、
５人以上で構成される営利を目
的としない、特定の宗教・政治
的宣伝・公序良俗に反する活動

をしない
▽委託内容 乳幼児期の子育てに
かかわる学習等をテーマとし、

①５回以上 ②３〜４回の講座

を企画・実施
▽委託期間 令和２年５月～３年
２月末
▽委託団体数 数団体程度

▽運営の委託経費（上限）

① 万円 ② 万円
▽申込方法 申請書に必要事項を

記入し、下記問合せ先へ持参
月 日㈪午後
▽申込締切日時

11

結核は過去の病気と思われがち
ですが、現在でも都内では年間約
子健康手帳を持参
※左記問合せ先へ電話申込可（母
子健康手帳の接種記録を確認し
※活動場所・時間は団体により異
なる
人程度
▽募集人数
▽申込み・問合せ 子育て・若者

子育て・教育

子供の学習支援ボランテ
ィ ア（ 子 育 て 地 域 サ ポ ー
ター）募集

10

11

イルスによる免疫機能障害があ
り、身体障害者手帳１級
月１日㈫～令和２
▽接種期間
年１月 日㈮
区協力医療機関
▽接種場所
ます。
）
区内協力医療機関
（要予約）
▽実施場所
▽問合せ 台東保健所保健予防課
▽費用 ２千 円（生活保護世帯
（３８４７）９４７１
・住民税非課税世帯の方は無料）
●子供
「うんどう教室」を実施し
▽対象 区内在住で、平成 年４
ています
月２日～令和元年７月１日生ま
公園の健康遊具を使って足腰を
れの子供（予診票は生後６か月
以上にならないと使えません） 鍛える教室です。
月１日㈫～２年２
月２・ 日、 月６・
▽日時
▽接種期間
日、 月４・ 日の水曜日午
月 日㈯
▽接種場所 区内協力医療機関
後２時～３時
（要予約）
※令和２年１月以降の日程は区ホ
▽助成額 １回２千 円（２回ま
ームページをご覧になるか左記
で、接種料は医療機関によって
へ
異なり、差額は自己負担）
▽場所 山谷堀公園（東浅草１
４ 山谷堀橋〜紙洗橋）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※対象者には予診票を送付します。 ※雨天時は台東リバーサイドスポ
ーツセンター
▽問合せ 台東保健所保健予防課
▽対象 区内在住のおおむね 歳
ＴＥＬ
（３８４７）９４７１
以上の方
▽持ち物 運動できる服装、飲み
献血にご協力を
物
病気やけがで血液を必要とする ▽申込方法 直接会場へ
多くの方のために、献血への温か ▽問合せ 介護予防・地域支援課
いご理解とご協力をお願いします。
ＴＥＬ
（５２４６）１２９５
月 日㈭
▽日時
午前 時～午後４時
▽場所 区役所正面玄関前

日本脳炎の予防接種はお
済みですか

区では、子育て支援関係事業を
支援する方を対象とした「子育て
地域サポーター」制度を開始しま
した。この制度は、区での面接・
登録後、区から登録者情報の提供
を受けた事業実施団体からの依頼

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１
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２千人、台東区内では年間約 人
が新たに結核を発病しています。
台東区は、全国や都と比較して、
結核り患率が高い状況です。
日本では高齢の患者が多く、
歳以上の方が全体の約６割を占め
ています。また、都内では働き盛
りの世代の患者が多いのが特徴的
です。会社や学校・保育園等にお
いて、集団感染の報告もみられて
います。結核は、結核患者の咳で
飛散した結核菌を、周りの方が吸
い込むことで感染、発病します。
誰もがかかる可能性がありますが、
早期発見すれば、通院で治すこと
ができます。
・結核予防・早期発見のための４
か条 ①年に１回、健康診断等で
胸部レントゲン検査を受ける
（ 歳以上の方は、感染症法の
規定により、毎年１回健診を受
けることになっています。
）②
咳・たんの症状が２週間以上続
く場合は、早めに内科や呼吸器
科を受診する ③日頃からバラ
ンスの良い食事をとり、規則正
しい生活を心掛ける ④赤ちゃ
んはＢＣＧ予防接種で結核の重
症化を予防する（定期予防接種
の期間中〈１歳の誕生日の前日
まで〉は、無料で接種できます。

ＴＥＬ
（３８４７）９４７６

生後５～８か月の接種がおすす
めです。
）
▽問合せ 台東保健所保健予防課

インフルエンザ予防接種
費用の一部を助成 し ま す

18 16

平成 ～ 年度にかけて国から
の通知により予防接種予診票の郵
送を中止していたため、平成 年
４月１日までに生まれた 歳未満
の方は接種回数（全４回）が不足
している可能性があります。

５時
※募集要項・申請書は生涯学習セ

ンター５階生涯学習課で配付し
ます（区ホームページからダウ
ンロード可）
。

ＴＥＬ
（５２４６）５８２１

※本事業は、令和２年度予算が可
決されることが前提となります。
▽申込み・問合せ 生涯学習課

（5246）1094

TEL

危機・災害対策課

問合せ

台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
浅草保健相談センター TEL （3844）8172

問合せ

12 10

20

－「いざ」というとき、あなたは－

18

30

区域の学校を指定します。
▽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および
区ホームページと下記問合せ先
で公表
月上旬～中旬
▽選択校の変更

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時
（受付は午前10時〜10時15分）
場所
10月16日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
10月29日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

30
11

清川地区の町会を中心とした総合防災訓練を実施します。訓
練は、午前9時に首都直下を震源とする大地震が起き、区内で
も相当な被害が発生したという想定のもと、サイレンを合図に
行われます。
この訓練は、参加者の皆様に初期消火・応急救護訓練などを
実践してもらい、「いざ」という時のため、冷静な判断力・行
動力を身につけ、近隣の人たちが互いに協力し助け合うこと
で、地域の防災行動力の確立を図ることや、防災機関相互の連
携を深めることを目的としています。
日時 10月27日㈰午前9時～11時30分 場所 台東リバーサイド
スポーツセンター野球場 参加機関 警察署、消防署、消防団、
陸上自衛隊、医師会など 訓練内容 現地災害対策本部運営、初
期消火、応急救護、道路啓開、物資輸送、医療救護、応急給
食、シェイクアウトなど※防災関係機関の啓発・展示コーナー
も設置します。
・災害時の避難方法 自分の身に危険を感じたら、早期に自主避
難することが原則です。避難する場合は、まず一時（いっとき）
集合場所に集まり、周りの状況に応じて、町会ごとに避難する避
難所等を確認するなど、災害への備えをしておくことが大切です。

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
日本堤子ども家庭支援センター
10月1日㈫午前10時～11時
谷中分室
生涯学習センター
10月3日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
台東子ども家庭支援センター
10月9日㈬午前10時～11時
10月11日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
10月17日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
10月18日㈮午前10時～11時
今戸児童館

30

29

11

10

11

−
65

30

10

10

20

を受けて、ボランティアとして活

19

16

11

16

20

令和元年度台東区総合防災訓練

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
10月19日㈯午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
10月23日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所

60

23

300

12

プレママ・パパ交流会（予約制）
「赤ちゃんといる生活ってどんな生活なのかな」「出産に向
けて何を準備したらいいんだろう」など先輩ママ・パパや赤
ちゃん（生後1～3か月）と、情報交換や交流ができます。
日程・場所 10月19日㈯・浅草保健相談センター、10月23日
㈬・台東保健所 時間 午後3時～3時30分 対象 区内在住の
妊婦とそのパートナー 定員 10組程度（先着順）
申込方法 電話で下記問合せ先（開催場所）へ
育児相談
保護者や子供の交流の場にもなっています。 内容 身体測定・
保健師等の相談 持ち物 母子健康手帳

10

23

500

10

31

70

70

65

対象年齢に該当し不足分のある

プレママ・パパ交流会、育児相談

31

24

●高齢者
▽対象 区内在住で次のいずれか
に該当する方 ① 月 日現在、
満 歳以上（予診票は満 歳の
誕生日を過ぎないと使えませ
31

65

29

30

12

10

21

65

65

10

17
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【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。

環境
リサイクル

ＴＥＬ
（３８３１）８８５８
深井喜代子氏
ＴＥＬ
（３８２１）５３１９
清水充子氏
ＴＥＬ
（３８３１）７５９８
針谷修氏
ＴＥＬ
（３８７５）２９３７
・特設行政相談所を開設します

募集します。入賞者は、賞金と東
京インターナショナルギフトショ
ーに出品する権利が得られます。
▽応募資格 ＴＡＳＫ５区（台東
・荒川・足立・墨田・葛飾）の
事業者（企業もしくは個人）が
主たる製作者である製品
▽対象製品 平成 年 月～令和
元年 月 日までに開発した
（試作・改良品も可）生活提案
製品
▽応募方法 応募用紙（左記問合
せ先で配布、ＴＡＳＫホームペ
ージからダウンロード可）に記
入し、製品の写真を添えて、郵
送か持参
月 日㈫（必着）
▽申込締切日
▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）ＴＥＬ（５２４６）１１４３

福祉
（高齢・障害等）

軽減制度に協力する事業所のサ
ービスを利用した場合、介護サー
ビス費の利用者負担および食費・
居住費（滞在費）の４分の１（老
齢福祉年金受給者は２分の１）を
軽減します。生活保護受給者で特

ＴＥＬ
（５２４６）１１６４

地や家屋等）がない
⑤負担能力のある親族等に扶養さ
れていない
⑥介護保険料を滞納していない
▽対象サービス 訪問介護・通所

介護・短期入所生活介護、特別
養護老人ホームにおける施設サ
ービス等
※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 介護保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

高齢者位置確認システム
をご利用ください

高齢者に端末機を携帯してもら
い、所在不明となった場合に、居
場所を電話またはインターネット
でご案内します（端末機には、電
話やメール機能等はついていませ
ん）
。
▽対象 認知症のある区内在住の
高齢者を日常的に在宅で介護し、
居場所を確認した後、迎えに行
ける方
▽申込方法 端末機を携帯する予
定の高齢者の介護保険証、申請
者（介護者）の本人確認できる
物、印鑑を左記問合せ先へ
▽費用 月額 円（消費税別）
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

認知症高齢者等早期発見
ステッカーを配布してい
ます

絡先等を記入します。

※申込内容は、地域包括支援セン
ター・区内警察で情報共有しま
すので、ご了承ください。
※行方不明時は、
希望に応じて
「高

齢者見守りメールマガジン」で

捜索協力依頼情報を配信します。
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

家族介護慰労金を給付し
ます

▽対象 次の全てに該当する方を
介護している家族 ①要介護４

または５の方で、介護保険サー
ビスを利用せずに在宅での生活
期間が１年以上 ②介護を受け
ている本人とその介護者が、介
護保険料を滞納していない ③
介護者および本人の世帯全員が
住民税非課税
※３か月以上継続して入院してい
た場合は、入院期間の前後で在
宅期間が１年以上あれば対象
※対象期間内での７日以内のショ
ートステイを除く
※福祉用具の貸与は介護保険サー
ビスに含む
万円
▽給付額
▽申込み・問合せ 介護保険課
（区役所２階③番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

高齢者マッサージサービ
ス利用券の申込みを受付
けています

警察等に保護された際、靴のか
かとに貼る通し番号入りステッカ
利用券１枚につき１千円の負担
ーで、すぐに身元を確認できます。 で、マッサージ（ 分程度）
・はり
・きゅういずれかの施術を受けら

に所属する利用券取扱場所

▽利用期限 令和２年３月 日㈫
▽申込方法 本人確認できる物

月～令和２年３月分の申請を
９月下旬から受付けます。継続し
て利用する方は、申請が必要です。
▽対象 区内在住でストマ用装具
を使用している方
▽費用 令和元年度の区民税所得

ストマ用装具（蓄便袋・
蓄尿袋・紙おむつ）給付
券の更新申請を受付けま
す

周囲に配慮を必要としていること
を知らせ、援助を得やすくなるよ
う、作成したマークです。ヘルプ
マークを入れるホルダーとあわせ
て配布しています。
▽配布場所 障害福祉課、松が谷
福祉会館、台東保健所保健予防
課等
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０６

援助や配慮を必要としているこ
とが外見からは分からない方が、

ヘルプマーク・ヘルプマ
ークホルダーを配布して
います

階⑤番高齢者総合相談窓口）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２２

（健康保険証・運転免許証等）
、
印鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２

31

先（学校）名を書いて左記問合
せ先へ申込むか、左記二次元コ
ードから電子申請で申込み
▽申込締切日
月
日㈫（必着）
▽問合せ 都市交流課
ＴＥＬ
（５２４６）１２６４
（５２４６）１１４７

指定保養施設の年末年始
の利用について

▽日時
月 日㈮・ 日㈯午前
時～午後４時（ 日は３時
分まで）
▽場所 区役所 階大会議室（台
東区消費生活展会場内）
▽対象 区内在住か在勤の方
・定例行政相談
▽日時 第２ ４木曜日午後１時
～４時（受付は３時まで）
▽場所 区役所１階区民相談室
※東京行政評価事務所「行政苦情
番」でも相談に応じます。
ＴＥＬ０５７０（０９０ １
) １０
▽問合せ くらしの相談課区民相
（５２４６）１０２５
談室 ＴＥＬ

区内在住の満 歳以上で、運転
免許証を自主返納した方に、左記
の記念品を差し上げます。
▽記念品
・台東区循環バス「めぐりん」専
用回数券（ 回分の乗車券）
・区立文化施設５館共通入館券

別養護老人ホームの個室を利用す
る方は、居住費（滞在費）を全額
免除します。
▽対象 次の全てに該当し、区が

介護サービスの利用料の
一部が軽減されます（社
会福祉法人等による利用
者負担額軽減）

機器点検のため、マイナンバー
カードを用いた証明書（住民票・
印鑑登録証明書）のコンビニ交付

▽申込方法 東京都公安委員会発
行の「運転免許証の取消通知
書」か「運転経歴証明書」を左
記問合せ先へ持参

コンビニでの証明書交付
サービスが停止します

サービスが停止します。ご理解・
ご協力をお願いします。
月 日㈯終日
▽期間
▽問合せ 戸籍住民サービス課

生計困難と認めた方
①世帯全員の住民税が非課税
②世帯の前年の収入（仕送りや手

高齢者運転手の皆さんへ
～免許返納を考えてみま
せんか～

12

びんの出し方に注意して
ください

びんを資源に出す際は、中を水
洗いして、決められた場所に出し
てください。薬品のびん、洗って
も汚れの落ちないびん、グラス類、
哺乳瓶等は「燃やさないごみ」で
す。
飲食店で不要になったびんは、
民間業者に処理を依頼してくださ
い。排出量が少量の場合は、区の
収集に出すことができますので、
透明または半透明の袋に入れて、
容量に応じたごみ処理券を貼って
出してください。
▽問合せ 清掃リサイクル課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１８

お知らせ

・かんぽの宿 伊豆高原
月 日㈭～令和２年１月４日
㈯は利用できません。
ＴＥＬ０５５７（５１）４４００
・鬼怒川観光ホテル
月 日㈮～令和２年１月４日
㈯は利用できません。
ＴＥＬ０２８８（７７）１１０１
・ホテル・サンミ倶楽部
月 日㈫～令和２年１月３日
㈮は利用できません。
（０５５７）８１８０００
ＴＥＬ
※料金・利用方法等、詳しくは各
区民事務所等で配布する利用案
内をご覧ください。
▽問合せ 区民課
ＴＥＬ
（５２４６）１１２３

30

※免許証を返納してから１年以内
にお申込みください。
▽問合せ 交通対策課（区役所５

※障害者紙おむつ購入補助券の更
新申請は、 月から受付けます。
▽申請方法 身体障害者手帳、印
鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）ＴＥＬ（５２４６）１２０１

いない方でも、令和元年度の税
額により対象となる場合があり
ます。

割額に応じて自己負担あり。非
課税世帯は無料。
※前年度所得超過で助成を受けて

10

26

月７日㈪～ 日㈰は
行政相談週間です

階②番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２８８

▽対象 認知症で行方不明になる
おそれのある区内在住の高齢者
▽申込方法 対象者の本人確認で
きる物（介護保険証等）
、本人
の写真（できるかぎり）を左記
申込場所へ持参
▽申込場所 下記問合せ先、地域

15

27

12

12

ＴＡＳＫものづくり大賞
製品募集

れる利用券を差し上げます。
▽対象 ９月 日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年９月 日
以前生まれ）の方
※特別養護老人ホーム入所者は除
く
▽配布枚数 １人年間２枚
▽利用場所 台東区三療師連合会

21

31

11

10

・

65

11

優れた技術や新しいデザイン・

包括支援センター
※申込みの際、体の特徴や緊急連

30

12

30

当、非課税年金等を含む）が、
単身世帯で 万円以下（世帯員
が１人増えるごとに 万円加算）
③世帯の預貯金等の額が、単身世
帯で 万円以下（世帯員が１人
増えるごとに 万円加算）
④自宅以外に活用できる資産（土

10

15

10

機能を取り入れた生活提案製品を

73

12

年金・保険・福祉など、国や特
殊法人の仕事に関する苦情や意見
は、行政相談委員にご相談くださ
い。
・行政相談委員
安井高明氏

10

800

10

110

FAX

10

12

日本オーストリア友好
周 年 交 流 推 進 事 業「 オ ー
ストリア料理の世 界 」

20

29

50

10

13

10

100

30

16

29

150

11

30

10

350

16 11

500

10

150

▽講座名 ①ワイン講習会 ②料
理教室 ③お菓子教室
▽日時 ① 月 日㈪午後６時～
７時 分 ② 日㈯午前 時～
午後１時 分 ③ 日㈯午後１
時 分～４時
▽場所 ①浅草文化観光センター

20

15

13

30

30

②社会教育センター ③谷中防
災コミュニティセンター
▽対象 区内在住か在勤（学）で
① 歳以上の方 ②③ 歳以上
の方
▽定員（抽選） ①③ 人 ② 人
▽費用 ①１千 円 ②③１千円
▽申込方法 ファックスで希望講
座名・住所・氏名・人数（２人
まで）
・電話番号（ファックス
番号）
・在勤（学）の方は勤務

令和元（2019）年 9月20日

12

10

第 1237 号 （4）
広報

【老人保健施設千束 介護職員募集】 ▷対象 介護福祉士などの資格をお持ちで、経験を活かしてスキルアップしたい方、介護の仕事に関心をお持ちの方など※詳しくは、
台東病院ホームページをご覧いただくか、右記へご連絡ください。
〈台東病院総務課 TEL 5824－3548〉

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
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～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〉

広報
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催 し も の など

第 1237 号
曲目 チェロ協奏曲（ドヴォルザーク）ほか

の月」
（瀧廉太郎）
、
「城ヶ島の雨」
（山田耕

歳以下は無料、会員とその家族は別料金

②したやウィンドアンサンブル～いつの世

筰）ほか 問合せ 国立音楽大学附属図書館

申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の

も 変わらぬ珠玉の名曲集 パート2～

TEL 042（536）0799 旧東京音楽学校
奏楽堂 TEL （3824）1988

氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏名・

日時 11月24日㈰午後1時開場、1時30分

友好都市日光市
「日光鹿革展」

開演 曲目 吹奏楽のための第1組曲（ホル
スト）ほか

野生のニホンジカの革を有効利用したレ
ザークラフト作品の展示およびワーク

③上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～
（ベト＋ブル）×４＝？？？～ 日時 12月

朝倉彫塑館 特別展「朝倉彫塑館
の白と黒 CONTRAST：Color,
Material and Texture」

ショップを行います。 日時 10月5日㈯・

1日㈰午後1時開場、1時30分開演

期間 12月15日㈰まで

6日㈰午前10時～午後3時 場所 浅草文化

曲目 交響曲第4番（ベートーヴェン）ほか

30分～午後4時30分（入館は4時まで）

観光センター7階 問合せ 日光市農林課
TEL 0288（21）5104

台東区都市交流

課 TEL （5246）1016

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 ①旧東京音楽学校奏楽堂

公会堂

第20回谷中まつり

②③浅草

入場料（全席自由） ① ③1,500

後4時（小雨決行） 場所 防災広場「初音

さいたま市南区南

さいたま営業所 台東区勤労者サービスセ
ンターバスツアー申込係

館時は靴を脱ぎ靴下着用

休館日 月・木

曜日（祝休日の場合は翌日）
場所・問合せ 朝倉彫塑館

下記財団事務局で販売

申込み 〒336－0018

本町2－20－15－205 国際急行観光㈱

TEL 048（832）3101

TEL （3821）4549

所9階④番文化振興課、生涯学習センター、

申込締切日 10月9日㈬（必着）

問合せ 台東区勤労者サービスセンター

前売券 チケットペイ、浅草公会堂、区役

日時 10月12日㈯・13日㈰午前10時～午

名、会員の方は会員番号を書いて下記申込
先へ

入館料 一般500円、小中高生250円※入

円（未就学児入場不可） ②1,000円

谷中のイベントキャラクターも出演します。

開館時間 午前9時

電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）

TEL （5829）4123

第4回革小物手作り教室
「携帯シューホーン（靴べら）」

浅草ものづくり工房
「第7回施設公開」

日時 11月16日㈯午後1時30分～3時30分

入居者アトリエ公開、商品販売、ワーク

対象 区内在住か在勤（学）の小学5年生以
上の方※小学生は保護者同伴 定員 10人

はがきに希望公演名（②・③）
・住所・氏名

ショップなどを行います。 日時 10月18

（抽選） 講師 アリマ製靴所 有馬頼之氏（も

館付設展示場）
、谷中五重塔跡こども広場、

・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学

日㈮～20日㈰午前10時～午後5時

のづくり工房）

岡倉天心記念公園

校）名・所在地を書いて下記問合せ先へ

販売内容 バッグ、靴、革小物など※詳しく

サービスセンター会員は500円）

徒や谷中で活動する団体等による踊りや演

申込締切日 10月10日㈭（必着）

は、浅草ものづくり工房ホームページをご

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

奏等、ヒーローショー、大道芸、地元団体

問合せ 〒110−0004

覧になるか下記へ

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

の森」
、谷中防災コミュニティセンター、

区内在住か在勤（学）の方を抽選で5組
10人ご招待（②・③のみ）

谷中小学校、旧吉田屋酒店（下町風俗資料
内容 園児・児童・生

による模擬店、姉妹都市物産コーナー等
問合せ 谷中まつり実行委員会事務局（西

部区民事務所谷中分室内）
TEL （3828）9291

台東区観光ボランティアガイド
による谷中フリーガイド

ふりがな

台東区下谷1−2

−11 台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

奏楽堂日本歌曲コンクール
30周年記念コンサート
～コンクールを彩った日本歌曲
傑作選～

場所・問合せ 浅草も

先（学校）名・所在地、会員は会員番号を

問合せ 台東区産業研修センター

書いて下記問合せ先へ

TEL （3872）6780

26日㈯（必着） 場所・問合せ 〒111−

勤労者サービスセンターの催し
●生涯セミナー「考えよう 人生100年時
代の資産運用」 日時 10月29日㈫午後6時

センター TEL （3872）6780

第41回寿作品展示会

30分～8時

時30分受付）
、午後2時（1時30分受付）

入場料（全席自由）3,000円※未就学児入

の方、勤労者サービスセンター会員とその

～午後4時

集合場所 谷中防災コミュニティーセン

場不可

家族

車での来場不可

（ TEL 0570−02−9999、Pコ ー ド163

区観光ボランティアの会事務局（浅草文化

−382）
、東京文化会館チケットサービス

観光センター内） TEL （3842）5599

楽堂

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」
日程・在館者（業種） 10月5日㈯・6日㈰

磯貝克実（江戸べっ甲）
、12日㈯～14日
㈷櫻井悠子（江戸手描提灯）
、19日㈯・
20日㈰川勝新市（東京くみひも）
、26日㈯
・27日㈰山田恵美（型染め） 時間 午前
11時～午後5時

（ TEL 5685−0650）
、旧東京音楽学校奏

場所・問合せ 江戸たい

出演 歌唱部門上位入賞者

曲目 四

定員 30人（抽選） 講師 森島和也氏

（
〈公社〉
日本証券アナリスト協会認定会員）

日程 本選大会12月7日㈯

日程（全2回）11月15日㈮・22日㈮

堂

問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

審査料 3,000円

場所 浅草公会

支払方法 現金書留、持

参、振込※振込希望者には応募用紙提出後
に連絡

対象 区内在住か

会員とその家族 定員 30人（抽選）
講師 小西宏和氏

部門 ボーカル部門、バンド部門

会員を中心とする高齢者の作品約600点、
きるスポーツコーナーや手作り体験コー

在勤（学）の方、勤労者サービスセンター

第39回浅草JAZZコンテスト
参加者募集

展示作品 シニアクラブ

児童・園児の絵画など約150点※体験で

母のこゑ（山田耕筰）ほか
TEL （3824）1988

場所 区役所10階大会議室※

●健康セミナー「姿勢改善メソット」
時間 午後6時30分～8時

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

日時 10月16日㈬・17日㈭午前9時30分

申込締切日 10月10日㈭（必着）

つの夕暮の歌（林光）
、
淡彩抄（別宮貞雄）
、

とう伝統工芸館 TEL （3842）1990

発見！匠ツアー

対象 区内在住か在勤（学）

申込締切日 10月

0023 台東区橋場1−36−2 産業研修

日時 11月30日㈯午後3時開演

ター 定員 各20人（先着順） 問合せ 台東

ふりがな

のづくり工房 TEL （3876）3720

日時 10月12日㈯・13日㈰午前11時（10

チケット販売場所 チケットぴあ

費用 1,000円（勤労者

費用 1,000円（サービ

ナー、販売コーナー等もあります。
問合せ 健康課 TEL （5246）1214

リサイクル活動室出前講座
「毛糸編みでボランティア体験」

スセンター会員とその家族は500円）

日時 10月19日㈯午後2時～4時

申込締切日 10月17日㈭（必着）

道区民館第2集会室 定員 10人（先着順）

場所 馬

●スマホ・タブレット講座～入門から活用

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

編～

TEL （3866）8050

日時（全2回）11月12日㈫・14日

㈭午後6時30分～8時30分

場所 フォー

ティネットパソコンスクール（浅草2−2
−1 森田ビル2階） 対象 区内在住か在勤

リサイクル
●フリーマーケット出店者募集

日時 ①

申込方法 応募用紙（下記問合せ

（学）の方、勤労者サービスセンター会員

伝統工芸職人の工房を案内します。

先で配布、台東区芸術文化財団ホームペー

とその家族で、スマートフォンやタブレッ

㈰午前8時～午後3時 場所 花川戸公園※

日時 10月26日㈯午後1時～5時

ジからダウンロード可）に記入し、審査料

トをお持ちの方 定員 20人（抽選）

車での来場不可、天候により中止の場合あ

内伝統工芸工房ほか 定員 8

・応募曲2曲（ボーカル部門5分以内、バ

講師 フォーティネットパソコンスクール

り 出店数 ①30店 ②20店

人（抽選） 申込締切日 10月

ンド部門6分以内）を録音したCD・写真（メ

費用 2,000円（受講料・会員とその家族は

出店料 ①2,000円※区民は会ホームペー

11日㈮

申込み・問合せ産業

ンバー全員）を添えて下記問合せ先へ書留

別料金） 持ち物 スマートフォンかタブ

ジから予約で1,500円 ②1,500円

振興課 TEL （5246）1131

で郵送か持参※詳しくは、台東区芸術文化

レット

場所 区

財団ホームページをご覧ください。

申込締切日 10月11日㈮（必着）

10月26日㈯午前9時～午後4時 ②27日

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

①リサイクル推進友の会（午前10時～午

申込締切日時（必着）ボーカル部門は10月4

申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住

後4時）※ホームページか当日会場で申込

日㈮午後5時、バンド部門は11日㈮午後5

所・参加者全員の氏名・年齢・電話番号、

み TEL （3412）6857 ②里彩くるカエ

日時 10月19日㈯午後1時30分開場、2時

時

会員の方は会員番号を書いて下記問合せ先

ル倶楽部（午前10時～午後7時）

開演

−2−11 台東区芸術文化財団

邦楽フレッシュコンサート
2019邦楽が誘う和の世界
場所 生涯学習センターミレニアム

ホール
科

出演 東京藝術大学音楽学部邦楽

入場料（全席自由）一般2,000円、小

学生～高校生1,000円※未就学児入場不
可

演目 創作曲「須磨の浦」
、尺八「尺

問合せ 〒110−0004

台東区下谷1

へ

TEL （5828）7591

コンサート 大正から昭和時代に
遺されたピース譜から

場所・問合せ 〒111−0056

台東区

TEL 090（3068）3534

問合せ 清掃リ

小島2−9−18 台東区中小企業振興セン

サイクル課 TEL （5246）1291

ター 台東区勤労者サービスセンター

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

TEL （5829）4123

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

●日帰りバスツアー「あしかがフラワーパ

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

ークと湯葉料理の旅～日本三大イルミネー

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

イ、生涯学習センター、浅草公会堂、区役

京音楽学校奏楽堂

ション見学～」 日時 11月17日㈰午前10

パネルに掲示しています。
ご利用ください。

所9階④番文化振興課、下記財団事務局で

入場料（全席自由）4,000円※未就学児入場

時区役所前出発、午後8時頃区役所前帰着

ゆずります ベビーベッド、マットレス、

販売

不可

予定（雨天決行） 行先 道の駅うつのみや

室内物干し

八五重奏曲 涼」ほか

入場券 チケットペ

問合せ 台東区芸術文化財団

日時 10月20日㈰午後6時30分

場所 旧東

チケット販売場所 チケットぴあ（ TEL

ゆずってください オーブンレンジ、自転

0570−02−9999、Pコード163−151）
、

（買い物）
、
料亭月山
（昼食）
、
いわふねフルー

旧東京音楽学校奏楽堂、宮地楽器国立音楽

ツパーク（ミニトマト狩り・食べ放題）
、

車（大人用）
、将棋盤セット

大学店（ TEL 042−537−8200）

あしかがフラワーパーク（見学） 対象 区

※上記の情報は9月1日現在の内容です。

①上野浅草室内管弦楽団～秋の夜長に室内

出演 青木髙志（ヴァイオリン）
、江澤聖子

内在住か在勤（学）の方、勤労者サービス

詳しくは、下記へお問合せください。

楽はいかがでしょうか？～ 日時 11月16

（ピアノ）
、小泉惠子・品田昭子（ソプラ

センター会員とその家族 定員 80人（抽

問合せ 環境ふれあい館ひまわり3階リサイ

ノ）
、宮西一弘（テノール） 曲目 「荒城

選） 費用 9,900円※食事・座席が不要な2

クルショップ TEL （3866）8361

TEL （5828）7591

第23回下町大音楽市

日㈯午後5時30分開場、6時開演

【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 9月20日
～花の心プロジェクト～園芸講
習会「秋を彩るハンギングバス
ケットを作ってみよう！」

第 1237 号 （6）

●室内ゲーム大会～介護予防・転倒防止

名・電話番号を電話かファックスまたは

に！～

メールで下記問合せ先へ

日時 11月29日㈮午前10時～午

在住の60歳以上の方 定員 80人（抽選）

会福祉協議会 TEL （3847）7065

の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番
号を書いて左記各問合せ先へ

場所・問合せ 台東区社

FAX （3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

定員 20人（抽選） 講師 樺澤智江氏（日本

に記入し提出

申込方法 往復はがき（1人

番号を書いて下記問合せ先へ
（電子申請可）
申込締切日 10月15日㈫（必着）
問合せ 環境課 TEL （5246）1323

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「まわるんピック2020」

氏名・年齢・性別・電話番号、在勤（学）

開催日の1週間前

費用 500円（弁当代） 申込方法 老人福祉

費用 3,000円

ふりがな

後4時 場所 老人福祉センター 対象 区内

センター・老人福祉館で配付する申込用紙

1枚）に催し名・住所・氏名・年齢・電話

（1枚1講座）に講座名（①か②）
・住所・

申込締切日 各

日時 11月2日㈯午前10時 場所 区役所10
階会議室 対象 区内在住か在勤の方

ハンギングバスケット協会本部講師）

定員 各30人（抽選） 申込方法 往復はがき

申込締切日 11月1日㈮

申込締切日 10月20日㈰（必着）

●私たちのまちのオリンピックレガシー

無料建替え相談会（清川区民館）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時（全4回）10月25日～11月15日の金

問合せ 老人福祉センター

浅草北部地区の防災性の向上のため、一級

曜日午前10時～正午※11月1日は午前10

TEL （3833）6541

建築士・ファイナンシャルプランナー等に

時30分～正午 対象 区内在住か在勤（学）

よる建替え相談会を実施します。

で16歳以上の方 定員 20人（先着順）

講 座・相 談 会 など

日時 10月26日㈯講演会は午前10時30分

場所・申込み・問合せ 根岸社会教育館

～11時、相談会は11時10分～午後3時（1

TEL （3876）2103

人30分程度、予約優先、受付は午前10時

産業研修センターの催し

文化財講座
「台東区内の遺跡について」

～午後2時30分） 場所 清川区民館

●ファッション・マーケティング講座

対象 次の地区に木造建築物を所有している

オリンピックやパラリンピック競技を体験

日時 10月30日㈬午後6時30分～8時

方 竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、

日時 11月2日㈯午後2時～4時

し、スポーツとエコについて考えます。

対象 区内在住か在勤（学）の方 定員 30
人（先着順） 内容 2020年春夏ニューヨー

今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2丁

学習センターほか 定員 20人（抽選）※

日時 随時（休館日以外） 場所・問合せ 環

目、清川１・2丁目、日本堤１・2丁目

区内在住の方優先

境ふれあい館ひまわり環境学習室

クコレクション報告とニューヨーク・ヨー

申込み・問合せ 地域整備第二課

区文化財保護調査員） 申込方法 往復はが

ロッパのグッズトレンド速報

TEL （5246）1366

き（1人1枚）に講座名・希望人数（2人

TEL （3866）2011

講師 布矢

千春氏（ファッションジャーナリスト）
、

図書館のこども室から

ふりがな

の住所・電話番号を書いて下記問合せ先へ

●あかちゃんえほんタイム 日時 10月16

ター） 費用 1,000円（別途資料代300円

日㈬午前10時15分、11時

場所 生涯学

程度） 申込方法 講座名・住所・氏名・年代

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

対象 区内在住の平成30年4

・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学

TEL （5246）1468

習センター

日時 10月3日㈭、
11月7日㈭午後1時～4時

ふりがな

講師 小俣悟氏（台東

まで）
・参加者全員の氏名・年齢・代表者

無料建築相談室

鈴木雅子氏（ファッショングッズディレク

場所 生涯

申込締切日 10月18日㈮（必着）
問合せ 〒111−8621

生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5828

月16日～31年4月15日生まれの子供と保

校）名・所在地をはがきかファックスまた

護者 定員 各10組※子供1人につき1回ま

はメール（kensyuusenta@jcom.home.

で、いずれの回・会場とも同内容

ne.jp）で下記問合せ先へ

申込方法 中央図書館こどもとしょしつで

月23日㈬（必着）

直接申込むか、電話で下記問合せ先へ※申

●ファッションデザイン画4日間講習

日時 10月19日㈯午後1時30分～4時15分

午前10時～正午 場所 生涯学習センター

込みは保護者に限る

日時（全4回）11月6日～14日の水・木曜日

対象 区内のマンション所有者

対象 区内在住か在勤の15歳以上の方（学

午後6時30分～8時30分 対象 区内在住か

護士か一級建築士

在勤（学）の方

㈬

申込開始日 10月2

日㈬ 問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

保育園対象家庭教育学級
子どもの幸せな自立をサポート
するために
日程 ①11月2日㈯

②10日㈰

時間 午前

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

申込締切日 10

定員 25人（先着順）

日時（全3回）11月12日〜26日の火曜日

相談員 弁

生を除く） 定員 20人（抽選）

申込締切日 10月16日

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所

ほか※パソコンは各自持参、貸出あり※ワ

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・
所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

コムペンタブレット（デザイン画用のタブ
レット）の貸出あり 講師 鄭貞子氏

日程 ①10月15日㈫

10時～正午 場所 生涯学習センター

・住所・氏名・電話番号、在勤（学）の方

時間 午後1時～4時（受付は3時まで）

対象 区内の保育園、保育所、こども園（長

は勤務先（学校）名・所在地をはがきか

場所 ①区役所6階603会議室

時間保育）に通う園児の保護者※2回参加

ファックスで下記問合せ先へ

議室

ふりがな

方

申込締切日 10月23日㈬（必着）

ふりがな

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

5階⑩番） TEL （5246）1468

内容 フォトショップでデザイン画を描く

費用 5,000円（4回分） 申込方法 講座名

可能な方 定員 30人
（抽選）
※託児あり
（未

生涯学習センタースマートフォ
ン講座

申込締切日 10月30日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621

生涯学習センター

生涯学習課 TEL （5246）5821

②11月19日㈫

若手経営者サポートセミナー
経営者の心構え“醸成”コース

②10階会

対象 区内に空き家を所有している
定員 各3組（1組60分程度・先着順

日程（全5回）11月26日、12月17日、令和

就学児） 講師 ①菅原裕子氏 ②福田積子

●第6回CAD入門講座「Root Pro CAD」

・予約優先）※予約に空きがあれば当日受

2年1月28日、2月18日・25日の火曜日

氏

申込方法 区ホームページから申込み

日時（全2回）11月12日㈫・13日㈬午後6

付可 相談員 宅地建物取引士・建築士ほか

時間 午後7時～9時（2月25日のみ午後6時

※10月21日㈪以降に、抽選結果をメール

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

でお知らせします。

申込締切日 10月20

日㈰ 問合せ 生涯学習課

（学）で全日程受講可能な方
選） 講師 清水直人氏

定員 4人（抽

申込み・問合せ 住宅課

45分～8時45分） 場所 区役所10階会議

TEL （5246）1468

室 対象 企業の後継者や、事業を始めたば

費用 3,000円（2

回分） 申込方法 往復はがきに講座名・住

TEL （5246）5821

ふりがな

老人福祉センターの催し

かりの新人経営者等 定員 60人（先着順）

オリンピック・パラリンピック
生涯学習講座

所・氏名・年代・電話番号、在勤（学）の

講師 二条彪氏（経営コンサルタント）
費用 10,000円（5回分）

申込方法 下記

方は勤務先（学校）名・所在地を書いて下

●地域で役立つおもてなし語学～簡単な会

問合せ先で配布する申込用紙（台東区産業

●ほのぼの寄席 日時 11月6日㈬午後1時

記問合せ先へ

話と道案内～

振興事業団ホームページからダウンロード

30分～3時 場所 老人福祉センター

着）

①英語

可）に記入しファックスかメールで下記問

出演 神田すみれ、瀧川鯉橋、すみれ亭千鳥、

田辺凌天
●健康カラオケ教室

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111−0023

日時（全10回）11月

6日～令和2年1月22日の水曜日（12月11
日、2年1月1日を除く）午前10時30分～
正午

申込締切日 10月23日㈬
（必

場所 橋場老人福祉館

対象 区内在

台東区橋場

場所・問合せ 〒110−0003

1−36−2 産業研修センター
TEL（3872）6780

日時（全5回）11月5日～12月3日

合せ先へ

の火曜日午前10時～正午
台東区根岸

FAX （5829）4127

TEL （3876）2103

②中国語

NPOのための個別相談

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

日時（全5回）11月18日～12月

16日の月曜日午後2時～4時

住の65歳以上の方 定員 30人（抽選）

日程 会計・税務相談は10月10日㈭、労務

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

相談は23日㈬、法律相談は25日㈮

使用登録証、健康保険証等）
、84円切手

時間 午後2時～4時 対象 地域で活動する
非営利団体 定員 各2組（先着順）

TEL （3873）4140

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

配付する申込用紙に記入し提出

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

対象 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方

申込締切日 10月18日㈮

●スマートフォン講習会
日時（全4回）11月14日～12月5日の木

曜日午前10時～正午 場所 入谷老人福祉
館 対象 区内在住の60歳以上の方
定員 16人（抽選） 講師 NPO竹箒の会

催し名
パパ・ママタイム
エアフュージョン

使用登録証、健康保険証等） 申込方法 老
人福祉センター・老人福祉館で配付する申
込用紙に記入し提出
日㈮

申込締切日 10月18

場所・問合せ 〒111−0024

台東区今戸
<10月>

2−26−12 今戸社会教育館

12・13日

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象（保護者同伴）

定員

10月19日㈯
区内在住の3歳まで 30組
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)

薬の話

10月23日㈬
午後2時～2時45分

ぽかぽか手作りの日
10月15日㈫
～ペットボトルのおもち
午前10時30分～11時
ゃ作り～

区内在住の3歳まで 35組
の子供
(先着順)
区内在住の3歳まで 10組
の子供
(先着順)

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。

谷中まつり（谷中地域）、谷

中菊まつり（大圓寺）
18日

子ども家庭支援センターの催し

日時

アニメーションで楽しむ 10月21日㈪
区内在住の3歳まで 100組
歌とダンス
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

TEL （5829）4124

5−18−13 根岸社会教育館

FAX（3871）9525

問合せ 台東区産業振興事業団

申込開始日

菊供養会・金龍の舞（浅草寺）

場所・申込み・問合せ
日本堤子ども家庭支援センター
9月27日
「にこにこひろば」
㈮
TEL （5824）2535
台東子ども家庭支援センター
9月27日
「わくわくひろば」
㈮
TEL （3834）4577
寿子ども家庭支援センター
9月27日
「のびのびひろば」
㈮
TEL （3841）4631
日本堤子ども家庭支援センター
9月27日
谷中分室「ぽかぽかひろば」
㈮
TEL （3824）5532

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

の新常識
月５日㈯
▽日時
午後１時 分～２時 分
▽講師 西村信一（耳鼻咽喉科部

午後２時～３時 分
▽対象 がん患者と家族
▽内容 第１部「副作用時の食事
の工夫」
、第２部「おしゃべり
会」
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽場所 三井記念病院外来棟７階
講堂（千代田区神田和泉町１）
▽申込み・問合せ 三井記念病院
ＴＥＬ
（３８６２）９１１１㈹
●馬道地区健康推進委員主催
「秋のウォーキング大会」

小島に集合！なんだか楽しいラ・
ラ・ランド♬」
子供（バレエや空手）からシニ
アまで、小島社会教育館利用サー
クルが、舞台発表・作品展示・体
験会・傾聴カフェ・ハワイアンカ
フェ等を行う楽しいお祭りです。
月 日㈰
▽日時
午前 時～午後４時
※ピラティスの体験会は午前 時
分～正午（予約優先）
▽場所・申込み・問合せ 小島社
会教育館
ＴＥＬ
（３８６１）５０６３
●ヨハネ福祉バザー（日用雑貨・

所支援センター
ＴＥＬ
（５２１１）２９１２

育所支援センターホームページ
から申込み
▽問合せ 東京都保育人材・保育

※履歴書不要、服装・入退場自由、
相談会からの参加可
▽申込方法 東京都保育人材・保

区・文京区・荒川区・足立区・
葛飾区・江戸川区の民間保育園
がブース出展

−

月 日㈰
▽日時
午前９時受付開始、 時出発
（雨

25

天中止）

音声読み上げ機能が利用

社が参加します。
月 日㈮午後１時 分
▽日時
～３時 分（受付は０時 分～
３時）
▽場所 台東区民会館９階ホール
▽持ち物 履歴書・職務経歴書
（複数持参）
▽問合せ ハローワーク上野
ＴＥＬ
（３８４７）８６０９
台東区産業振興課
ＴＥＬ
（５２４６）１１５２
●保育士就職支援研修・相談会
月 日㈰①就職支援研
▽日時
修会は午前 時～午後 時 分
②就職相談会は午後２時 分～
４時
▽場所 タワーホール船堀（江戸
川区船堀４ １ １）
▽対象 保育士資格をお持ちの方
（資格取得見込み含む）
▽内容 ①今日求められる保育士
像の講義や先輩保育士の体験談
など、就職に役立つ話 ②台東
10 27

台東区町会連合会（三浦敏明会
長）の定例会が９月５日に開催さ

食料品・福引など）
月 日㈰
▽日時
正午～午後２時
▽場所 浅草聖ヨハネ教会（蔵前
２ ７ ６）
▽問合せ ヨハネバザー実行委員
（３８５１）９５２１
会 ＴＥＬ

会 員 募 集
●将棋・ＡＩ将棋「ひょうたん駒
の会」
（園児～大人、初心者歓迎）
▽日時 第１ ３日曜日
午前 時～正午
▽場所 東上野宮元町会会館（東
２）ほか
上野３
▽会費 月額１千円（教材費含む）
▽問合せ 栗田（午前中）
ＴＥＬ
０８０（３４８４）７３６６
●親子で剣道「黒門剣友会」
（初
心者・親子歓迎、見学可）

TEL （5246）1021

▲Android用︎ ▲︎iPhone用
※通信費は利用者負担

問合せ 広報課

15

45

31
#

30

れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
令和元年度赤い羽根共同募金の
お願いについて ほか８件
▽場所 千束公園（集合）～汐入
公園
▽持ち物 動きやすい服装・履き
なれた靴・飲み物
▽問合せ 馬道地区健康推進委員
堀内
ＴＥＬ
０９０（３５７０）００７０
●第 回かっぱ橋道具まつり
月８日㈫～ 日㈷
▽日時
午前 時～午後５時（抽選所は
６時まで）
▽場所 かっぱ橋道具街全域、生
涯学習センター、金竜公園
、
▽内容 大抽選会（８～ 日）
蔵払いたたきゅうりかっぱ市・
健康生活マルシェ・良いもの厳
選かっぱ市・商店街スタンプラ
、東
リー・道具供養祭（ 日）
京消防庁パレード・白鷗中学校
和太鼓演奏（ 日）ほか
▽問合せ 東京合羽橋商店街振興
（３８４４）１２２５
組合 ＴＥＬ
●秋のチャペルコンサート

▽日時 毎週日曜日
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 黒門小学校体育館ほか

▽会費 ６か月６千円、入会金１
千円
▽問合せ 田中トシ子
０９０（４５３９）８２３６

●たいとう就職面接会
正社員中心の求人で区内企業約

できます。

2

30

30 10

20

27

・

10言語での翻訳機能や

10

30

30

「久米小百合・
（久保田早紀）ゴス
ペルコンサート」
月 日㈰午後２時
▽日時
▽定員
人（先着順）
▽場所・問合せ ウェスレアン・
ホーリネス教団浅草橋教会（柳
）
橋２
ＴＥＬ
（３８５１）３７４６
●小島社会教育館指定管理者主催
「第五回小島フェスタ 令和だよ！

10

広報「たいとう」が
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！
−

11
30

15

10

10

−

10

30

14

−

6

14

13

−
27
−

14

10

10

220 10

17

▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041
10月20～26日
10月6～12日
Ａ ●台東区産業フェア2019【開催PR番組】
●こんにちは区長です（5分）
（14
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分 分）
B
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●浅草並木通り「おもてなしの庭」
（14分）
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
午前9時34分
のお知らせ
●くらしに役立つ講座「意外と知らない冷凍
●革とモノづくりの祭典 浅草エーラウンド
（6分）
午前9時48分
B 食品の世界」
2019【開催ＰＲ番組】（14分）
●旧作品
台東区児童館紹介（6分）
●旧作品 はじめての離乳食（初期編）
（20分）
午前9時34分
午前9時54分
●旧作品 第8回 浅草地域帰宅困難者及び外 10月27～31日、11月1～2日
国人観光客対応訓練（6分） 午前9時54分 ●第7回 下町こどもまつり（14分）
B
10月13～31日、11月1～2日
●台東区江戸創業事業所 紹介②（6分）
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
午前9時34分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●旧作品
気付く！学ぶ！つながる！
PTA家庭 10
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
C
教育学級（14分）
のお知らせ
●旧作品
見たい知りたい文化財「上野恩賜公
10月13～19日
B 園の桜」
●第40回 台東薪能（40分）
（6分）
午前9時54分

10

13

36

10

−
16
−
10

FAX

10

30

長）
・治療と仕事の両立支援セミナー
「がん患者さんに聞く！治療と仕
事の両立のはなし」
月 日㈭
▽日時
午後７時～８時
▽講師 近藤明美氏（特定社会保
険労務士）
、がん患者の方
・がん患者と家族が語り合う場
「いずみサロン」
月９日㈬
▽日時

◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。

催しものなど

10・11月の区役所制作番組案内

30

YouTube 台東区
公式チャンネル▶︎
○ 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

11ch

●三井記念病院から
・クイズで学ぶみみ・はな・のど

令和元（2019）年 9月20日
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第 1237 号 （8）
広報

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。

【家庭の省エネヒント】夏の冷房時に外から室内に伝わる熱の7割以上が窓からです。外出時は昼間でもカーテンやブラインドで日差しをカットしたり、よしずやすだ
れを活用することも効果的です。
（出展 東京都「家庭の省エネハンドブック」
）
〈台東区環境課 TEL 5246－1281〉

