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元旦号

広報

友好都市南会津町から「会津高
原だいくらスキー場ふれあいス
キーツアー」

期間2月15日㈯～16日㈰　対象区内在住
か在勤（学）の方　定員60人（先着順）　
費用一般18,500円、小学生12,000円、
未就学児9,000円※宿泊代（1泊2食）、交
通費、リフト券（2日分）、保険含む※1人
での参加は相部屋※詳しくは、区HPか区
役所1階ロビー・9階①番都市交流課、区
民事務所・同分室等で配布するチラシをご
覧ください。　申込締切日時1月31日㈮午
後5時　申込み・問合せみなみやま観光㈱
TEL 0120（915）221　南会津町商工
観光課 TEL 0241（62）6200　台東区
都市交流課 TEL（5246）1016

ムスリム・ベジタリアン対応講
習会

飲食・宿泊事業者向けの内容です。
日時2月7日㈮午後2時～4時　場所台東区
民会館　定員100人（先着順）
申込方法氏名・電話番号を電話かファッ
クスで下記問合せ先へ
問合せ観光課 TEL（5246）1447
FAX（5246）1515

江戸たいとう伝統工芸館
「交流！匠サロン」

日時1月18日㈯午後6時30分～8時
場所江戸たいとう伝統工芸館
問合せ産業振興課 TEL（5246）1131

割引券付パンフレット「演芸・
舞台を観に行こう！」（1月～6
月の催し）を作成しました

区内の演芸場で行われる演劇、落語、漫才、
講談、浪曲、レビュー等の催しを掲載して
います。　配布場所区役所1階アートギャ
ラリー、区民事務所・同分室、地区センター、
生涯学習センター、図書館ほか
問合せ文化振興課 TEL（5246）1328

下町風俗資料館特別展
「江戸風俗人形」の世界～建物
・人形・小物の三位一体の妙～

期間2月24日㉁まで　時間午前9時30分
～午後4時30分（入館は4時まで）
入館料一般300円、小中高生100円
休館日月曜日（祝休日の場合は翌日）
問合せ下町風俗資料館
TEL（3823）7451

一葉記念館から

●展示替えのため臨時休館します 期間1
月27日㈪～31日㈮　場所・問合せ一葉記
念館 TEL（3873）0004

ママオト
「親子で楽しむ音楽会2020」

日時3月1日㈰午後1時開場、1時30分開演　
場所生涯学習センターミレニアムホール
入場券（全席指定）一般2,500円、3歳～小
学生1,000円※0～2歳の膝上観覧は無料、
大人1人につき子供1人まで　販売場所チ
ケットぴあ（ TEL 0570－02－9999、P

コード165-708）　問合せママオトコン
サート事務局 TEL（5685）6290
台東区芸術文化財団 TEL（5828）7591

旧東京音楽学校奏楽堂
日曜コンサート

日程第1・3日曜日「チェンバロ」、第2・
4日曜日「パイプオルガン」　時間午後2時、
3時（各30分程度）　出演東京藝術大学音
楽学部学生・院生ほか　入館料一般300
円、小中高生100円※未就学児入場不可
場所・問合せ旧東京音楽学校奏楽堂
TEL（3824）1988

VR認知症体験会～認知症の人
の世界を感じ、理解する～

日時1月31日㈮午後2時～3時30分
場所区役所10階会議室　対象区内在住か
在勤（学）の方　定員50人（先着順）
講師㈱シルバーウッドVR事業部
申込み・問合せ介護予防・地域支援課
TEL（5246）1225

区登録手話通訳者認定試験

日時 2月23日㈷午前9時30分～午後5時
30分　場所松が谷福祉会館　対象障害福
祉に理解と熱意を持ち、手話経験が3年程
度あるか各種手話講習会等を修了し、手話
通訳者として区内で活動できる18歳以上
の方　選考方法手話表現、読み取り（筆
記）、社会福祉に関する問題、面接　　　　
申込方法応募用紙（区HPからダウンロー
ドか下記問合せ先で配布）に記入し提出
申込締切日 1月31日㈮
問合せ障害福祉課（区役所2階⑩番）
TEL（5246）1058

成年後見制度無料相談会

日時2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 1月30日㈭
場所・申込み・問合せ台東区社会福祉協議
会 TEL（5828）7507

NPOのための個別相談

日時会計・税務相談は2月18日㈫、労務
相談は19日㈬、法律相談は25日㈫
時間午後2時～4時　対象地域で活動する
非営利の団体　定員各2組（先着順）
申込方法希望日・団体名・参加者全員の
氏名・電話番号を電話かファックスまたは
メールで下記問合せ先へ　申込締切日 各
開催日の1週間前　場所・問合せ台東区社
会福祉協議会 TEL（5828）7012　
FAX（3847）0190 
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

マンション管理セミナー・マ
ンション耐震セミナー

日時2月1日㈯午後1時30分～4時
場所区役所10階会議室　対象区内のマン
ション所有者　テーマ①やってみたら意
外に良かった耐震化～事例でみる耐震化の
メリット　②台東区マンション実態調査か
ら見る法律諸問題　講師①森本伸輝氏（一
級建築士 NPO法人耐震総合安全機構）

②荒木耕太郎氏（弁護士 鹿田法律事務所）
申込方法住所・氏名・電話番号を電話か
ファックスで下記問合せ先へ（区HPから
申込可）　問合せ住宅課
TEL（5246）1468　 FAX（5246）1359

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

日程1月21日㈫、2月18日㈫　時間午後1
時～4時（受付は3時まで）　場所区役所4
階401会議室　対象区内に空き家等を所
有している方　定員各3組（1組60分程
度・先着順・予約優先）※予約に空きがあ
れば当日受付可　相談員宅地建物取引士・
建築士ほか　申込み・問合せ住宅課
TEL（5246）1468

発明教室参加者募集

日時2月2日㈰午後2時～3時　場所生涯学
習センター　対象区内在住か在学の小・
中学生とその家族　定員 70人（先着順）
講師金井正雄氏（おもちゃのまちバンダ
イミュージアム顧問）
問合せ生涯学習課
TEL（5246）5815

ほのぼの寄席

日時1月30日㈭午後1時30分～3時
出演桂伸治、桂伸べえ、桂伸ぴん
対象区内在住の60歳以上の方
場所・問合せ橋場老人福祉館
TEL（3876）2365

ゆとり教養講座

日程・内容 ①1月14日㈫・お茶の水周辺
について　②31日㈮・隅田川上流、鐘ヶ
淵～梅若伝説の残る木母寺　③2月5日㈬・
北斎の名作「冨嶽三十六景」を読み解く　
④18日㈫・小塚原刑場跡と旧日光街道　
⑤22日㈯・駒込六義園と染井吉野発祥地　
時間午後1時30分～3時
場所①入谷老人福祉館　②橋場老人福祉
館　③④老人福祉センター　⑤三筋老人福
祉館　対象区内在住の60歳以上の方
定員各40人（先着順）　講師今野秀司氏
（歴史・自然）、斉藤陽一氏（絵画）
必要な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）
問合せ老人福祉センター
TEL（3833）6541
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（音声読み上げ対応※） 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 TEL  （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 TEL#7119（プッシュ回線）
ダイヤル回線からは TEL（3212）2323

・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（ TEL
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.l .jp/m/
●台東区準夜間・休日こどもクリニック
場所 永寿総合病院内　東上野2－23－16　 TEL（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・受付時間 月～土曜日午後6時45分～9時45分、日曜日･祝日･年始（1月1日～3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　 TEL（5812）2067
ご利用に
あたって

※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。お薬は原則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。

●休日診療当番

月日 　当番医・薬局 所在地 電話番号

1
月
1
日

内科 菊嶋クリニック 蔵前3－13－13　NRビル3階 （3851）3281
内科 藤本クリニック 上野桜木1－10－22　中銀上野パークマンシオン1階（5685）2151
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 薬局ユアーズ 蔵前3－13－13 （3851）4193
薬局 恵愛堂薬局 上野桜木1－10－23 （5814）4193

1
月
2
日

内科 堀内科クリニック 浅草橋1－24－3　杉木立ビル3階 （3861）8937
内科 吉田産婦人科医院 池之端2－5－44 （3821）3915
歯科 安田歯科醫院 花川戸1－15－1 フェスタ花川戸201（6802）7196
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1－25－10 （3865）5322

1
月
3
日

内科 磯野外科内科 駒形1－5－17 （3843）5631
内科 桜木内科クリニック 上野桜木1－10－11　地下1階 （3827）8401
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 コトブキ永生堂薬局 寿3－15－17 （3844）5527
薬局 オーラム薬局 上野桜木1－10－11 （5842）1454

1
月
5
日

内科 梅澤医院 千束2－20－2 （3872）8230
内科 上野なかのクリニック 北上野1－9－13　高松ビル1階 （5828）3007
歯科 キヅキ歯科医院 浅草1－37－3 （3843）9567
薬局 はるか薬局 千束2－19－2 （5824）8921
薬局 竹内薬局上野店 北上野1－1－11 （6231）7680

1
月
12
日

内科 あさくさ田原町内科クリニック 寿2－10－11　MS田原町ビル2階 （3841）1181
内科 つちやファミリークリニック 入谷2－25－2 （3873）1375
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 田原町薬局 雷門1－7－3 （3843）8565
薬局 めぐみ薬局 入谷2－25－3 （5603）1193

1
月
13
日

内科 浅草ハートクリニック 花川戸1－13－15 （6231）7581
内科 金井クリニック 下谷2－4－2 （3875）2761
歯科 ナカデンデンタルオフィス 花川戸1－2－6　中傳ビル6階 （5826）0227
薬局 浅草わかば薬局 花川戸1－13－16　濱松ビル1階 （6231）7066
薬局 西村薬局 下谷2－3－5 （3873）4735

1
月
19
日

内科 菊嶋クリニック 蔵前3－13－13　NRビル3階 （3851）3281
内科 竜泉協立診療所 竜泉3－1－2 （3873）4373
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 みどり薬局 蔵前4－21－9 （3851）0054
薬局 ドテのクスリヤ森田薬局 千束4－38－10 （3875）5381

1
月
26
日

内科 蔵前協立診療所 三筋2－13－3 （3865）0139
内科 飯山医院 入谷1－7－7 （3872）7873
歯科 石川歯科医院 雷門2－1－11 （3843）6480
薬局 みすじ薬局 三筋2－18－12 （5825）0970

2
月
2
日

内科 椿診療所 日本堤1－6－11 （3876）1718
内科 桜木内科クリニック 上野桜木1－10－11　地下1階 （3827）8401
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 町の薬局 日本堤1－5－3 （5808）7944
薬局 オーラム薬局 上野桜木1－10－11 （5842）1454

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 

1・2月の夜間・休日診療当番医・当番薬局


