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東京2020オリンピック聖火リレー
7月21日㈫ 台東区内で実施予定！
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オリンピック聖火リレーは、3月26日㈭に福島県でスタートし、日本全国47都道府県を巡ります。
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※実施予定日には、交通規制等を
行う場合があります。決定次第、
区HP等でお知らせします。

神田川

東京2020パラリンピック聖火リレーも
8月22日㈯区内で実施予定！

※ルート等が決定次第、
区HP等でお知らせします。

問合せ

東京オリンピック・パラリンピック担当

TEL （5246）1259

お笑い 旅 芸人 こじま 観光 と、楽しく おもてなし を学ぼう！
●外国人旅行客接遇研修会
「おもてなし講座」 外国人観光客とのポップなコミュニケーション講座
訪日外国人観光客が増加する日本では、
「おもてなし」が重要視されています。明るく楽しくコミュニケーションが取れるよ
う、
実体験に基づくコミュニケーションの話や実際にお悩みのトラブル相談等にもお答えします。
日時 2月8日㈯午後2時〜4時 場所 浅草文化観光センター6階 定員 70人
（先着順）

●外国人旅行客接遇研修会
「おもてなし講座」
〜実践編〜 兎にも角にも喋ってみよう！

講師

こじま 観光

大学卒業後、
JTBに入社し、
数々の旅行企画、
手
配、
添乗までこなすも、
芸人を志し、
退社。
現在は
芸人 こじま観光 としてJTB時代のノウハウや、
自身の20か国以上の渡航経験を活かし、
マルチ
に活動中。
また自己紹介は8か国語を使いこなす。

コミュニケーションで大切なのは「言葉」です。単純でも、間違っていても、ともかく話してみることが大切です。その「ともか
く話す」
ことを実践する講座です。
日時 2月28日㈮午前10時〜正午 場所 浅草文化観光センターおよびその周辺 定員 20人
（先着順）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 参加日時・氏名・人数・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
問合せ 台東区観光課 TEL（5246）
1447 FAX（5246）1515 Eメール taito-omotenashi@city.taito.tokyo.jp
※フリーアドレスは受信できませんので、あらかじめご了承ください。

おわびと訂正

広報たいとう 月 日号１面の
台東区のあらましの﹁台東区の面

係者を訪問して︑調査票に農林業
の経営状況などの記入をお願いし
ます︒

域の実態を明らかにする最も基本
的な調査です︒
１月中旬から調査員が農林業関

事委員会ＨＰ等をご覧ください︒
▽定員
人程度︵先着順︶
▽内容 基調講演︑職員による仕

木・造園﹀
・建築・機械・電気︶
の受験を希望している方
※受験資格等︑詳しくは特別区人

▽対象 令和２年度以降の特別区
職員採用試験・選考受験希望者
であって︑
技術職︵土木造園︿土

事紹介と質問会
▽問合せ 特別区人事委員会事務
局任用課

▽定員 各委員９人程度
▽任期 ２年︵４月１日〜令和４
年３月 日︶
※活動費の一部を支給します︒
▽選考方法 書類選考・面接
▽申込方法 区役所９階⑥番人権
・男女共同参画課︑生涯学習セ
ンター４階男女平等推進プラザ

℡︵５２４６︶１０９２

℡︵５２４６︶５８１６

区議会から
区議会は︑区の政策や予算な
ど区民生活に関わることを審議
し決定しています︒本会議や委
員会は︑どなたでも傍聴するこ
とができます︒ぜひ︑傍聴にお
越しください︒
●令和２年第１回台東区議会定
例会が始まります
▽日程 ２月７
日㈮〜３月

日㈪
※会議予定等︑

▽対象 次の全てに該当する区内
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
④台東区マンション管理組合登録
制度に登録している
▽対象資器材 スタンドパイプ︑
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
ンシーバー︑投光器︑発電機︑
テント︑ブルーシート︑災害時
用トイレ ほか
※食料品・飲料水は対象外
▽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 戸以
上﹀
︶
▽申請期間 ２月 日㈮まで
を
※申請方法等︑詳しくは区
ご覧になるか︑左記へお問合せ
ください︒
▽問合せ 危機・災害対策課
℡︵５２４６︶１０９４

保険・年金

をご覧
詳しくは区議会
ください︒委員会の生中継や
録画中継を見ることもできま

多くの方に傍聴していただけ
るよう︑土曜日に本会議︵代表
質問︶を開催します︒

す︒
●土曜議会を開催します

H
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▽日時 ２月 日㈯午後２時
※当日︑区役所７階区議会事務

区議会事務局
℡︵５２４６︶１４７２

局で傍聴券を配布します︒

15

調査にご理解・ご協力をお願い
します︒
▽問合せ 総務課調査統計係
℡︵５２４６︶１４６２

令和元年度第３回区政サ
ポーターアンケート調査

℡︵５２１０︶９７８７
の結果がまとまりました
台東区人事課人事係
℡︵５２４６︶１０６１
▽テーマ ﹁多文化共生について﹂
およ
﹁消費生活センター及び区民相
男 女 平 等 推 進 プ ラ ザ﹁ は
談室の相談業務について﹂
ばたき ﹂の各種事業の
﹁住宅の耐震化について﹂
運営委員募集
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー︑図書館のほか︑ ▽対象 区内在住か在勤︵学︶の方
﹁区民の声﹂に掲載
区
▽問合せ 広報課
℡︵５２４６︶１０２３

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 ２月 日㈬
午前 時頃
▽放送内容 チャイム＋﹁これは︑

等で配布する応募用紙に記入し
左記問合せ先へ
▽申込締切日 ２月 日㈮
▽問合せ 男女平等推進プラザ

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

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

特別区職員技術職採用フ
ォーラム︵申込不要︶

新成人の皆さんへ 歳に
なったら﹁国民年金﹂
日本に住む 歳以上 歳未満の

国民健康保険に加入の方は２月

●国民健康保険・後期高齢者医療
制度
保険診療にかかる医療費等を記
載しています︒受診内容等の確認
や︑健康管理︑医療費管理にご活
用ください︒

医療費通知を送付します

▽問合せ 区民課国民年金係
℡︵５２４６︶１２６２

に加入している方を除き︑国民年
金に加入し︑保険料を納めること
になっています︒
国民年金は︑老後の生活の保障
だけでなく︑万が一︑病気やけが
で障害が残ったときや︑一家の働
き手が亡くなったときなど︑あな
たや家族を守ってくれます︒
学生や収入が少なく納付が困難
な方は︑
﹁学生納付特例﹂や﹁納
付猶予﹂などの保険料の支払いを
猶予する制度がありますので︑年
金の保険料の支払いが難しい方は
ご相談ください︒免除手続きが遅
れたり︑保険料の納め忘れがある
と障害基礎年金や遺族基礎年金が
受けられなくなったり︑将来の老
齢基礎年金の額が少なくなります︒
※詳しくは︑左記へお問合せくだ
さい︒

全ての方は︑就職して︑厚生年金

問合せ

積﹂に誤りがありました︒正しく
は︑左記の通りです︒
おわびして訂正します︒

︻誤︼
・ 平方メートル
●面積
︻正︼
・ 平方キロメートル
●面積
▽問合せ 広報課
℡︵５２４６︶１０２１

お知らせ
プレミアム付商品券の使
用期限は令和２年２月
日㈯です
使用期限を過ぎると使用できな
くなりますので︑お手元に残って
いる商品券は期限までにご使用い
ただくようお願いします︒
▽問合せ 台東区プレミアム付商
品券コールセンター
℡ ０１２０ １
ｰ２９０４２

経済センサス︱基礎調査
にご協力ください
全国すべての事業所を対象に実
施しています︒
３月までの間に︑調査員が事業
所の活動状態を実地に確認し︑新
たに把握した事業所などには︑調
査票を配布することにより調査を
行います︒
調査にご理解・ご協力をお願い
します︒
▽問合せ 総務課調査統計係

マンションの防災資器材
購入費用の一部を補助し
ます
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℡︵５２４６︶１４６２
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11

年農林業センサ
スが実施されます

異世代・多文化
コミュニテ の交流の場「コ
ィ･カフェ運 ミュニティ･カ
フェ」の企画・
営委員
運営

集合住宅の管理組合等が自主的
に防災資器材を購入する際に︑費
用の一部を助成します︒
※必ず購入前に申請してください︒

10

11

農林水産省が２月１日現在で実

▽日時 ３月７日㈯
午後０時 分〜４時︵予定︶
▽場所 明治学院大学白金キャン
パス２号館︵港区白金台１ ２
︶

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 佐野紗羅（黒門小4年）
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 草ヶ谷心結（台東育英小6年）
▷台東区入選 望月心平（谷中小5年）
▷台東区めいすい賞 小針青空（台東育英小6年）、新田衿麗香（平成小5年）

明るい選挙をテーマにしたポスターコンクールを区内在学の小・中学生を対象に行いました。
小学生85作品、
中学生155作品の応募があり、
審査の結果、
次の14人の作品が入賞しました（敬
称略）
。また、東京都のポスターコンクール審査会で、
選挙管理委員会事務局
問合せ TEL
（5246）1461
松井由夏さんの作品が入選し、全国へ推薦されました。

●小学校の部

上旬︑後期高齢者医療制度に加入
の方は１月下旬に送付します︒
※加入している全ての方に送付す

▽問合せ 国民健康保険課給付係

るものではありません︒

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 石田桃葉（御徒町台東中3年）
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 西原あかり（忍岡中1年）
▷台東区入選 平賀史真（御徒町台東中3年）、平松優季（忍岡中3年）、
松井由夏（御徒町台東中3年・東京都入選）
▷台東区めいすい賞 伊佐恩雅（御徒町台東中3年）、小川育（忍岡中3年）、
小倉玲央（御徒町台東中2年）、服部大希（忍岡中3年）

●中学校の部

●入賞した14作品を展示します

2月3日㈪〜7日㈮※最終日は午後4時まで
区役所1階ロビー

℡︵５２４６︶１２５４

︵区役所２階⑭番︶
℡︵５２４６︶１２５３
国民健康保険課後期高齢者医療
係︵区役所２階⑮番︶

▷対象住宅 当該台風により被災した住宅で、り災証明書を取
得し、
「半壊に至らない」と判定された住宅
※貸家、空き家は対象外
▷補助対象者・要件 現に自己が所有し、かつ自己が居住する
住宅の補修工事を行う者、住民票で居住を確認でき、区民税
を滞納していないこと等
▷対象工事・要件 当該台風の被害に直接関係のある補修工事
（工作物、物品等の補修は対象外）
、3月16日㈪までに工事を
完了し、実績報告書の提出ができること、工事前後の写真を
提出できること
▷補助金額 対象工事費（消費税を除く）の2分の1（上限額30
万円）
※詳しくは、区HPをご覧ください。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品発表

令和元年台風第15号または第19
号により被害を受けた住宅の補
修工事を行う区民に対し、補助
金を交付します

▷期間
▷場所

TEL （5246）1367

住宅課

問合せ

50 50
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【浅草公会堂休館について】 浅草公会堂は、大規模改修工事により、令和3年2月から12月まで施設の利用ができません。ホールの予約については浅草公会堂管
理事務室（ TEL 3844−7491）にお問合せください。ご理解・ご協力をお願いします。〈区民課区民施設係 TEL 5246−1123〉

広報

（3） 令和2（2020）年 1月20日

第37回台東区民の意識調査の結果がまとまりました

落書き消去、
花壇の手入れなど
の環境浄化

17.3

無回答

防犯に関する
各種キャンペーン

10.1

3.9

無回答

10.5

n=1,176 （％）0
※nは回答者数

6.5

n=1,176

16.6

その他

2.0

10

20

30

40

11.7
（％）

過去５回の推移
第3位

第4位

第5位

保育・子育て支援
28.9

防災対策
26.7

平成
29年度

高齢者福祉
38.9

防犯・生活安全対策
31.7

保育・子育て支援／健康・医療
31.4

防災対策
28.2

平成
27年度

高齢者福祉
43.7

防犯・生活安全対策
35.9

健康・医療
30.1

保育・子育て支援
27.3

防災対策
24.4

平成
25年度

高齢者福祉
40.3

防犯・生活安全対策
30.9

健康・医療
30.2

保育・子育て支援
29.1

防災対策
25.7

平成
23年度

高齢者福祉
41.5

防災対策
29.0

防犯・生活安全対策
27.2

保育・子育て支援／健康・医療
29.6

（％）

n=1,176

愛の手帳１ ２度をお持ちの寝
たきり状態にある方がいる世帯

・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
支援センター︑老人福祉センタ
ー︑老人福祉館︑公衆浴場で配

31

布︶に記入し︑ 円切手を貼っ
て左記問合せ先へ郵送

20

63

65

･

高齢者ふれあい入浴券の
新規申込みを受付けます

20

福祉

65

・

▽対象 区内在住の 歳以上で︑
次のいずれかに該当する方︵特

50

・

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
枚
▽入浴券配付枚数
▽配付時期・方法 ３月下旬・簡

〒110−8615 台東区役所交通
対策課自転車対策担当
TEL （5246）1305

31

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 ①２月 日㈭︵消
印有効︶ ②令和３年３月 日
㈬
▽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

への譲渡・貸与等は不可
▷当落選通知発送日 3月2日㈪
▷名称（所在地）
①日暮里駅西口谷中霊園口（谷中7−16先
および21先）
②日暮里駅西口（谷中7−15地先）
③三ノ輪（三ノ輪2−15地先）
④厩橋（駒形2−1地先）
⑤隅田公園（花川戸1−1）
⑥上野駅中央口前（上野7−1地先）
⑦上野駅浅草口前（上野7−3地先）
⑧上野駅地下鉄本社前 (東上野3−19地先）
⑨上野駅南（上野6−7地先）
⑩池之端（池之端1−1）
⑪上野駅西（上野6−16地先）
⑫上野駅東（東上野3−18地先）

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︑高齢者ふれあい入浴
券１枚と 円を支払い
▽利用期間 ４月１日㈬〜令和３
年３月 日㈬
※通年で利用可
▽申込方法

自転車置場利用者募集

65

で︑その他の構成員も身体障害
者手帳または愛の手帳をお持ち

前回の販売会の様子▶

︵高齢・障害等︶

問合せ 障害福祉課 TEL （5246）1206

で︑日中の介添えが得られない
③身体障害者手帳１ ２級または
愛の手帳１ ２度をお持ちで︑
寝たきり状態にある方がいる世

陶芸小物等の販売

障 害 者 寝 具 乾 燥 消 毒 サー
ビスをご利用ください

布草履、さをり織り、紙すき製品、

帯で︑乾燥場所が不備である
※ 歳以上で高齢福祉課の寝具乾
燥消毒サービスに該当する方は

内容 革小物、布小物、コーヒー、焼き菓子、

月１回︑布団や毛布の乾燥消毒
サービスが利用できます︒

（上野6−15−1）

対象外
▽費用 所得に応じて実費の１割
相当額または無料

地下1階イベントスペース

・

･

▽申込方法 身体障害者手帳また
は愛の手帳・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 ︶
℡︵５２４６︶１２０１

上野マルイにご協力いただき、販売会を行います。ぜひお越しください。

・

▽対象 区内在住の住民税が非課
税または均等割のみ課税されて
いる世帯で︑次のいずれかに該
当する方

等

①身体障害者手帳１ ２級または
愛の手帳１ ２度をお持ちで︑
ひとり暮らしで寝たきり状態に
ある
②身体障害者手帳１ ２級または

③

日時 2月8日㈯・9日㈰午前11時〜午後7時

問合せ

15.6

健康・医療
29.7

障害のある方々が福祉作業所等で作ったオリジナル製品です。区内の福祉

▷利用期間 4月1日㈬〜3年3月末
▷利用手数料 年間3,000円
▷申込方法 往復はがきの「往信」裏面に希
望置場名称（①〜⑫）
・住所・氏名・電話
番号・区主催の自転車安全利用講習会受講
の有無、在勤（学）の方は、勤務先（学校）
名・所在地、
「返信」表面に住所・氏名を
書いて、右記問合せ先へ（抽選・電子申請
可）
※法人は不可。1人1枚1か所のみ。往復はが
き以外・重複申込み・記入不備は無効。記
入不備についての問合せは行いません。
※区主催の自転車安全利用講習会受講者、区
内在住の方を優先
※必要に応じて本人確認書類等で住所の確認
を行う場合あり
▷申込締切日 2月3日㈪（当日受信・消印
有効）
※4月以降も空きがあれば、随時受付
※利用は申込者本人のみで、家族を含む他者

64.7

n=1,176

50

第2位

作業所等では、食品や雑貨など、さまざまな自主製品の製作・販売をしています。

令和2年度

40

防犯・生活安全対策
30.2

ティング、デザイナー等による自主製品の高付加価値化支援） ②工賃向上講習会の開催

場所 上野マルイ

30

第１位

①コンサルティング（中小企業診断士による経営コンサル

④その他、自主製品の高付加価値化に関する支援

7.9
20

高齢者福祉
38.8

取り組みを行う福祉作業所等を支援しています。

●自主製品販売会

10

令和
元年度

喜びや達成感を得ながら、地域における自立した生活の実現を目指せるよう、工賃向上への

●自主製品とは

（％）0

（図5）施策の要望

防犯講習会

無回答

17.3

2.1
2.9
（％）

無回答

その他

18.6

地域住民の
防犯パトロール

9.5

実践していない

地域内の危険箇所
の点検

10.0 14.0

（図4）食品ロス削減のための
取り組み状況

16.7

防災訓練の日程、
場所

30.3

19.0

できる範囲で
簡単なことは
実践している

通学路での児童の
見守り活動

7.2

n=1,176
23.0

消火器など
防災資器材の
取扱い方法
34.9

44.7

30.4

区の防災の
取り組み

（図1）参加したい防犯活動

18

その他

お住まいの地域の
防災の取り組み

どちらでもよい

41.2

20 18 18

開催時期を
ずらせるなら︑
歳とするのが良い

避難所の開設・
運営方法や備蓄品
の種類など

法律に合わせて
歳とするのが良い

42.2

区では、区内の福祉作業所等（就労継続支援Ｂ型事業所など）で働く障害者が、働くことの

仕事の受注に関する支援

48.9

避難所などの場所

福祉作業所等工賃向上支援事業
●福祉作業所に対する支援内容

20

地震、
洪水等の
被害想定

広報課 TEL （5246）1023

地域での声かけ、
あいさつ運動

（図3）成人式の対象年齢
歳は受験勉強と
重なるため
歳とするのが良い

問合せ

（図2）防災に対して知りたい情報

本格的に
実践している

2,000人 調査方法 調査票を郵送し、郵
送で回収（ただし、300件は区職員が訪
問回収） 調査期間 令和元年7月8日〜29日
回答者数 1,176人 回収率 58.8％
◆調査内容 継続調査の「定住性」
、
「区
政への関心と要望」の他に、
「生活安全」
、
「災害対策」
、
「食品ロスの削減」など、18
テーマについて調査しました。
◆調査結果（一部抜粋）
●生活安全（図１）
参加したい防犯活動では、
「地域での声
かけ、あいさつ運動」が3割半ばとなりま
した。
●災害対策（図2）
防災に対して知りたい情報では、
「地
震、洪水等の被害想定」が5割近くとな
りました。
●成人式（図3）
成人年齢が18歳に引き下げられます
が、成人式を実施するのに適当と考える
対象年齢では、
「今までどおり20歳とす
るのが良い」が4割半ばとなりました。
●食品ロスの削減（図4）
食品ロス削減のための取り組み状況で

は、
「できる範囲で簡単なことは実践し
ている」が6割半ばとなりました。
●施策の要望（図5）
◆その他
結果報告書は、区役所3階⑦番区政情
報コーナー、
区立図書館のほか、
区HP「区
民の声」でご覧になれます。

今までどおり
歳とするのが良い

区では、区民の皆さまの意見や要望を
把握し、区政に反映させるため、
「台東区
民の意識調査」を隔年で実施しています。
調査結果は、今後の区政の貴重な資料と
して活用します。
◆調査の概要 対象 無作為抽出法により
抽出した、区内在住の満18歳以上の個人

第 1245 号

【入谷区民館休館について】 入谷区民館は改築工事のため、3月28日㈯から休館となります。それに伴い、4月1日㈬より入谷地区センター仮移転事務所は、根
岸3−1−19YSビル6階で業務を行います。改築工事の詳細については、決定次第お知らせします。〈区民課 TEL 5246−1123〉
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24

17

24

15

−

16

−
22

−

場所

区役所10階
東京上野 2月3日㈪・4日㈫ 1002会議室
税務署管
金杉区民館
内の方
2月6日㈭・7日㈮
1階第2集会室

11
30

30

2月4日㈫・5日㈬

浅草税務 （年金受給者など）
台東区民会館
署管内の 2月6日㈭・7日㈮
8階第2会議室
方
（小規模納税 者
など）

本人確認書類
①マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード（個人番号カード）
②マイナンバーカードをお持ちでない方
身元確認書類
番号確認書類

・通知カード
・住民票の写しまたは住
民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載
があるものに限る）
などのうちいずれか1つ

31

おめでとうございます

11

金婚・ ダイヤモンド婚

・

50

婦で︑令和元年 月までに申請
した方を掲載しています︵申請
順・敬称略︶
︒
掲載を希望する方は︑左記へ
お問合せください︒
▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉
課︵区役所２階⑤番 )
℡︵５２４６︶１２２１

11

●金婚
石井孝信・鎭子︵谷中１︶
西田哲男・栄美子︵東上野４︶
中川豊・節子︵今戸２︶
●ダイヤモンド婚
上木淳也・千惠子︵東上野５︶
金婚は結婚 周年︵ダイヤモ
ンド婚は 周年︶を迎えたご夫

30

10 15

健康

時 分〜６時 分
▽場所 清島温水プール

▽対象 区内在住の小中学生
人︵抽選︶
▽定員
▽申込方法 左記問合せ先で配布
する参加希望調査票に記入し郵
送か持参
▽申込締切日 ２月 日㈮
▽問合せ 台東保健所保健予防課
℡︵３８４７︶９４９２
30

30

子育て・教育

医師・看護師が付き添い︑水泳
指導員が泳力別に指導します︒初
めての方も︑安心して参加できま

25

30

喘息児水泳教室

﹁子供や家族のことでイライラ
してしまう﹂
﹁自分と︑子育てに
自信がもてない﹂
﹁出産後︑気分

す︒
▽日時︵全 回・予定︶ ５ ６月
︵前期︶
︑ ・ 月︵後期︶の水
曜日︵５月６日を除く︶午後４

19

11

子育て心理相談︵予約制︶

が落ち込みがち﹂などの相談に︑
専門カウンセラーが応じます︒
▽日時・場所 ①２月 日㈬・浅
草保健相談センター ② 日
㈫・台東保健所
▽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
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
℡︵３８４４︶８１７２
②台東保健所保健サービス課
℡︵３８４７︶９４９７
30

60

＋

・運転免許証
・公的医療保険の被保険
者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ

添付が必要です︒

い︒引き落としの確認は︑預貯金
通帳の記帳でお願いします︒
▽問合せ 税務課税務係

℡︵５２４６︶１１１４

問合せ

できます︒
※国税庁ホームページの﹁確定申

日程

30

30

●確定申告書作成会場の開設︑申
告書等の郵送先について

が必要です︒税務署では申告書を
提出する際に︑本人確認を行いま

すので︑申告する本人の本人確認

書類︵下図︶の提示または写しの

台東区の確定申告書作成会場は︑ 告書等作成コーナー﹂では︑所
得税の確定申告書をスマートフ
左記の期間中︑上野合同庁舎２階
ォンでも作成できます︒
に開設します︒
▽期間 ２月 日㈪〜３月 日㈪ ▽問合せ ｅ︲Ｔａｘ・作成コーナ
ーヘルプデスク
︵土・日曜日・祝日等を除く︶
℡ ０５７０︵０１︶５９０１
※２月 日㉁︑３月１日㈰は東京
●税理士による無料申告相談では
国税局で相談・受付
▽受付時間 午前８時 分〜午後 申告書を作成できます
４時︵提出は５時まで︶
▽相談時間 午前９時 分〜午後
５時
※会場が混雑している場合は︑早
めに受付を終了する場合があり
ます︒なるべく早めにお越しく
※郵送で提出する場合は︑本人確
ださい︒
認書類の写しを添付してくだ
▽場所 上野合同庁舎２階︵東京
︶
さい︵マイナンバーカードは両
上野税務署 池之端１ ２
※浅草税務署内には会場はありま
面︶
︒
せん︒
※自宅等からｅ︲Ｔａｘで送信する
▽時間 午前９時 分〜正午︵受
▽申告書等の送付先
場合は︑本人確認書類の提示ま
８６５５ 池之端１ ２
︑午後１時
付は 時 分まで︶
〒
たは写しの提出は不要です︒
上野合同庁 舎﹁ 税 務 署
〜４時︵受付は３時 分まで︶
東京上野税務署
事務処理センター﹂宛
▽対象 年金受給者︑給与所得者︑
℡︵３８２１︶９００１
浅草税務署
●確定申告書の作成は︑国税庁ホ
小規模納税者など︵土地・建物
℡︵３８６２︶７１１１㈹
ームページを利用すると便利です
・株式などの譲渡所得がある方
国税庁ホームページの﹁確定申
や税理士に依頼されている方を
●住民税︵特別区民税・都民税︶
告書等作成コーナー﹂では画面の
除く︶
第４期分の納期限は１月 日㈮で
案内に従って金額等を入力すれば ※混雑している場合には︑受付を
す
税額などが自動計算され︑所得税
早めに締め切る場合があります︒
お近くの金融機関・コンビニエ
及び復興特別所得税︑贈与税︑個
いずれも車での来場不可︒申告
ンスストア︵バーコードが印字さ
人消費税等の申告書や青色申告決
書の提出のみの方は︑税務署に
れている物に限る︶
︑区役所︑区
算書などを作成できます︒
直接持参するか︑郵送で提出し
民事務所・同分室で忘れずに納め
※申告期間中は︑ 時間︵メンテ
てください︒
︵上記送付先参照︶
てください︒また︑納付の際は
ナンス時間は除く︶利用可
●マイナンバーの記載や本人確認
﹁ 領 収証書﹂
︵コンビニエンスス
書類の写しの添付等は︑申告書等
トアはレシートも発行されます︶
の提出の都度必要です
を受け取り︑大切に保管してくだ
所得税及び復興特別所得税・個
さい︒口座振替︵自動払込︶を利
人消費税等・贈与税の申告書には︑
用する方は︑残高にご注意くださ
マイナンバー︵個人番号︶の記載

・ｅ︲Ｔａｘで手続完結
ＩＤ・パスワード方式を利用し
て︑ｅ︲Ｔａｘで送信すれば申告が
完了します︒
※ＩＤ・パスワード方式とは︑税
務署でＩＤとパスワードを受け
取るだけでｅ︲Ｔａｘを利用で
きる方式です︒従来の方式のｅ
︲
Ｔａｘについても︑引続き利用

−
22
−

30
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税の申告に関するお知らせ

令和2（2020）年 1月20日

子ども家庭支援センター
会計年度任用職員募集
業務内容 0〜18歳未満の子供と家庭に関

する相談・対応（ケースワーク業務）
対象 児童相談業務に関する知識・実務
経験を有する方（大卒以上）
任用期間 4月1日〜令和3年3月31日
勤務形態 月17日・午前9時〜午後5時
給与（月額）252,900円※交通費別途支給
（上限あり）
、社会保険あり 選考方法 書
類選考後、面接 申込締切日時 2月21日㈮
午後5時（必着） 申込方法 履歴書（顔写
真貼付）
、作文（自筆 題名「子ども家庭
支援センターの子育て相談で相談員とし
てできること」400字詰め原稿用紙3枚
以内）
、宛名を書いた返信用封筒（84円
切手貼付）を下記問合せ先へ郵送か持
参※詳しくは、子ども家庭支援センター
HPをご覧になるか、下記へお問合せく
ださい 問合せ 〒110−0021 台東区日
本堤2−25−8 台東区日本堤子ども家
庭支援センター TEL （5824）2535

松が谷福祉会館会計年度任用職員募集
①障害者相談（成人対象）
職務内容 心身障害者（児）に対する相談・計画作成、
児童通所支援の申請受付 対象 社会福祉士・介護
福祉士・介護支援専門員・国または東京都の相談
支援従事者研修修了者またはそれと同等と認めら
れた方 勤務形態 月16日・午前9時〜午後5時15分
※遅番あり 募集人数 1人 給与（月額）227,223円
②看護師（成人対象）
職務内容 心身障害者の健康管理・介助・喀痰吸引・
経管栄養等の医療的ケア 対象 看護師・准看護師
の資格をお持ちの方（実務経験があることが望ま
しい） 勤務形態 月20日・午前9時40分〜午後3時
40分 募集人数 1人 給与（月額）261,128円
③障害者生活介護（成人対象）
職務内容 心身障害者の日中活動支援・日常生活介助
（重度心身障害者の移乗介助を含む）
対象 大学・短期大学または専門学校で教育・心理
または福祉を専攻し卒業した方・社会福祉士・介
護福祉士・介護支援専門員・看護師・准看護師・
保育士・介護職員初任者研修修了者・ホームヘル
パー2級以上・社会福祉主事の任用資格をお持ち

募集人数 各1人 給与 Ⓐ（日額）時給4,000円×実働
の方 勤務形態 月20日・午前9時40分〜午後3時40
分※早番、遅番あり 募集人数 同性介助のため男性 5時間 Ⓑ（月額）269,238円
1人 給与（月額）225,540円
⑦作業療法士（重度心身障害者対象）
対象 作業療法士の資格をお持ちの方（実務経験が
④臨床（発達）心理士（幼児対象）
（※）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への心
あること） 勤務形態 年42回・午前10時〜午後4時
募集人数 1人
給与（日額）時給4,000円×実働5時間
理相談・発達評価・指導（集団・個別） 対象 臨床
（発達）心理士の資格をお持ちの方（実務経験があ ⑧作業療法士（脳卒中等中途障害者対象）
対象 作業療法士の資格をお持ちの方（実務経験が
ること） 勤務形態 月16日・午前8時30分〜午後4
時45分 募集人数 2人 給与（月額）269,238円
あること） 勤務形態 年96回（火・木曜日）午前9
⑤言語聴覚士（幼児対象）
（※）
時30分〜午後3時30分 募集人数 1人
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への言
給与（日額）時給4,000円×実働5時間
語機能訓練・相談・指導（集団・個別） 対象 言語
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
聴覚士の資格をお持ちの方（実務経験があること） 雇用期間 4月1日〜令和3年3月31日（勤務実績等に応じて
再度の任用あり）※別途交通費支給、⑦を除く
勤務形態 月16日・午前8時30分〜午後4時45分
募集人数 1人
給与（月額）269,238円
申込方法 封書に希望職種を朱書きし、履歴書（写真貼
⑥作業療法士（幼児対象）
（※）
付）
、返信用封筒（長形3号・94円切手貼付）
、志望動
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への作
機（※）の職種のみ、資格証明書の写しを下記問合
業機能訓練・相談・指導 対象 作業療法士の資格 せ先へ郵送か持参※書類選考合格者のみ面接選考実
をお持ちの方（乳幼児の実務経験があること）
施。詳しくは、館HPをご覧になるか下記へお問合せ
勤務形態 Ⓐ年96回・午前9時15分〜午後3時15分
ください。 勤務地・問合せ 〒111−0036 台東区松
Ⓑ月16日・午前8時30分〜午後4時45分
が谷1−4−12 松が谷福祉会館 TEL （3842）2671

【環境ふれあい館ひまわり環境学習室事務補助登録者募集】事務補助候補者として登録していただき、必要に応じて仕事をお願いします（必ず採用を約束するもので
はありません）
。詳しくは、区HPをご覧になるか右記へお問合せください。
〈環境ふれあい館ひまわり TEL 3866−8098〉

広報

▽申込書配布期間 ２月３日㈪〜

29万円
助成対象事業
対象
助成回数
マンション管理ア
マンション管理・修繕相談員派遣制度
ドバイザー制度
【A
同一年度
コース
（講座編）
・ 区内の、分譲マン 内 に 1 つ
Bコース
（相談編）
】ションの管理組合 のマンシ 専門家（マンション管理士・一級建築士）
マンション建替え または賃貸マンシ ョンで各 を理事会等に派遣します（資料代・会
コース1
・改修アドバイザ ョン所有者
場費等は利用者負担）。 対象 分譲マン
回
ー 制 度【 A コ ー ス
ションの管理組合、賃貸マンションの
（入門編）】
区内の築30年以
派遣回数 同一年度内に1回
1 つ の マ 個人所有者
マンション建替え
上の、分譲マンシ
ンション （2時間）まで 申込締切日 派遣を希望す
・改修アドバイザ
ョンの管理組合ま
で 1 回 限 る日時の2〜3週間前までに区に申請※
ー 制 度【 B コ ー ス
たは賃貸マンショ
り
（検討書の作成）】
ン所有者
利用後、派遣の結果報告の提出が必要

②世帯全員が住民税を滞納して
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

19万円

101戸以上

10

80

り︑金融機関の定める保証を受

100戸以下

給排水調査

日㈬︵閉庁日を除く︶
▽申込書配布場所 区役所１階戸

67万円

令和２年度台東区食品衛
生 監 視 指 導 計 画︵ 案 ︶ へ
のご意見募集

44万円

101戸以上

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

30万円

51〜100戸

りのアドバイスをしています︒
▽調査内容 室内の空気環境測定︑
水道水の残留塩素濃度測定︑ダ
ニアレルゲン調査等
▽申込み・問合せ 台東保健所生

50戸以下
建物調査

H
P

ける 保(証料は申込者負担︶
※現在︑本融資を受け返済してい

助成限度額

来年度の台東区食品衛生監視指
導計画︵案︶を公表しています︒

住宅戸数

活衛生課

調査項目

・

℡︵３８４７︶９４５５

（公財）東京都防災・建築まちづくりセ
ンターが実施するマンション管理アド
バイザー制度か、マンション建替え・
改修アドバイザー制度を利用する場合
に派遣料を全額助成します。※利用前
に申請が必要※派遣料全額を一度自己
負担していただき、後日区から派遣料
全額を指定口座に振り込みます。

H
P

▽日時 ２月 日㈮
午後１時 分〜４時
▽場所 台東保健所６階研修室

マンションアドバイザー利用助成制度

・

る場合は申込みできません︒
▽融資あっせん額 工事費の パ
ーセント以内で︑ 万円以上
万円以内

マンションの個人オーナー
助成対象工事 マンションの共用部分・敷
地内における段差の解消・手すりの取り
付け※工事内容は「東京都福祉のまち
づくり条例の施設整備マニュアル」に
準じること 助成額 工事費の3分の1以内
（限度額50万円）※工事に関する総会議
決や工事着手前に申込み等が必要
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籍住民サービス課・５階⑩番住
宅課︑区民事務所・同分室︑地
区センター
から
※東京都住宅供給公社
ダウンロード可
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター

区内のマンションの、大規模修繕の計画
的な実施や長期修繕計画を作成するため
に、建物や設備の共用部分の調査を実施
する場合、調査費の一部を助成します。
※過去10年以内に同じ調査項目の助成を
受けていないこと等の要件あり
対象 ①分譲マンションの管理組合（台東
区マンション管理組合登録制度に登録し
ている・これから登録する） ②賃貸マ
ンションを所有する個人・法人（社宅・寮・
公的住宅は除く） 調査項目 建物調査、給
排水調査 助成額 調査費の3分の1か、下
表の助成限度額のいずれか少ない額

30

皆さんのご意見・ご質問をお寄せ
ください︒
▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所３階⑦番区政情報コーナ

対象 分譲マンションの管理組合、賃貸

喫煙可能室を設置した︵設
置予定の︶飲食店の方へ

マンション計画修繕調査費助成制度

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 台東保健所保

マンション共用部分バリアフリー化支援

℡︵３４９８︶８８９４
▽問合せ テレホンサービス

各制度の詳細は、住宅課で配布するパンフレットか区HPをご覧ください。

※返済期間は金額により異なる
▽利率 令和元年度契約利率１パ
ーセント︵本人負担０ ５パー

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番） TEL （5246）1468

H
P

℡︵６４１８︶５５７１

75

ー︑台東保健所︑浅草保健相談
センター︑区民事務所︵区
でも閲覧可︶

20

次の条件を全て満たした飲食店
は喫煙可能室︵※︶を設置できま

▽応募締切日 ２月 日㈮
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
14

健予防課
℡︵３８４７︶９４９２

す︒設置後は保健所に届出をして
ください︒
①令和２年４月１日現在︑すでに

℡︵３８４７︶９４６６

住宅課から

女性医師による女性のた
めの健康相談﹁婦 人 科 ﹂
︵予約制︶

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

住宅
まちづくり

●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
2月19日㈬午前10時〜11時30分
浅草保健相談センター
2月25日㈫午前10時〜11時30分
台東保健所

10

台東区住宅課
セント︑区負担０ ５パーセン
℡︵５２４６︶１３６７
ト︶
▽申込期限 工事着手１か月前
台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
※工事着手後の申込不可
あっせん制度
※詳しくは︑左記問合せ先で配布
をご
区が住宅リフォーム資金の融資
するパンフレットか区
覧ください︒
を指定の金融機関にあっせんし︑
▽問合せ 住宅課︵区役所５階⑩
利子の一部を負担します︒
番︶℡︵５２４６︶１２１７
▽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︶
▽主な申込資格 ①区内に１年以
上住所を有する 歳以上の方で︑
返済完了時の年齢が 歳未満

●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
2月4日㈫午前10時〜11時
ター谷中分室
生涯学習センター
2月6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
2月12日㈬午前10時〜11時
2月14日㈮午前10時〜11時
寿子ども家庭支援センター
2月20日㈭午後1時30分〜2時30分 金杉区民館
2月21日㈮午前10時〜11時
今戸児童館

20

都営住宅入居者募集
︵東京都公募︶

●1〜3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
2月15日㈯午後1時30分〜3時30分 浅草保健相談センター
2月26日㈬午後1時30分〜3時30分 台東保健所

▽募集住宅 家族向︵ポイント方
式︶
︑単身者向・シルバーピア
︵抽選方式︶
※申込みできる世帯が限定されて
います︒詳しくは︑下記へお問
合せください︒

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 2月15日㈯・浅草保健相談センター、2月26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

営業している
▽日時 ２月 日㈪午後２時〜４ ②客席面積が 平方メートル以下
時︵１人 分程度︶
である
▽場所 台東保健所４階
③個人または資本金５千万円以下
▽対象 区内在住か在勤の女性で︑ の企業が経営している
更年期や月経障害・不妊などで ④従業員を雇用していない
お悩みの方
※喫煙可能室とは施設の一部また
▽申込み・問合せ 台東保健所保
は全部でたばこの喫煙および飲
健サービス課
食が可能な部屋
℡︵３８４７︶９４９７
▽問合せ 東京都受動喫煙防止対
策相談窓口
℡ ０５７０ ０
‑ ６９６９０
台東保健所生活衛生課
℡︵３８４７︶９４０１

プレママ・パパ交流会、育児相談

結露を防止しまし ょ う
〜快適な居住環境をめざ
して〜

冬は結露が発生しやすくなりま
す︒結露は︑室内の湿った空気が
壁や窓ガラスなどで冷やされて︑
空気中の水分が水滴となる現象で
す︒放置すると建材や壁紙を傷め
たり︑カビを発生させたりします︒

・結露を防止するポイント
①調理中や炊飯時は︑必ず換気扇
を回す
②入浴後は浴室の戸を閉め︑浴室

の換気扇や窓を利用し換気する
③洗濯物をなるべく室内に干さな
い

④夜間は室温が下がって結露が発
生しやすくなるので︑就寝前に
換気する

・室内環境診断を実施します
保健所では︑住まいの室内環境

診断を実施し︑快適な居住環境作
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2月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
TEL（3844）
8171
3・4か月児健康診査 4 ･ 27日午後1時〜1時45分
21 ･ 26日
TEL (3847) 9447
（令和元年10月生）
午後1時〜１時45分
1歳6か月児健康診査 13日午後1時〜1時45分
19日
TEL (3847) 9447
（平成30年7月生）
午後1時〜１時45分
２歳児歯科健康診査
14日午後1時〜2時
TEL (3847) 9449
（予約制）
３歳児健康診査
18日午後1時〜1時45分
5 ･ 12日
TEL (3847) 9447
（平成29年1月生）
午後1時〜1時45分
4･25日 (個別) 午前9時〜10時30分
19日（個別）
発達相談（予約制） 27日 (集団) 午前9時30分〜11時
午前9時30分〜10時30分
TEL （3847）9497
産婦歯科健康診査
26日午前9時〜10時
TEL (3847) 9449
（予約制）
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
区内在住の方（予約制） TEL (3847) 9449
※予約は左記
5日午後1時30分〜3時
こころの健康相談
12日午前10時30分〜正午
3･17日午後1時15分〜2時45分
区内在住・在勤の方
26日午後3時〜4時30分
27日午前9時45分〜正午
(予約制・前日までに) TEL
(3847) 9497
発達障害個別相談
17日午前9時30分〜11時30分
10日午前9時30分〜11時30分
（成人向け・予約制） TEL (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）
予約専用電話 TEL (3843) 5751
7・17日午前10時〜午後3時30分
栄養相談（予約制） 27日午前10時〜正午
TEL (3847) 9440
日程等、詳しくは区HPまたは冊子「赤ちゃんを迎える方へ」をご
ハローベビー学級
覧になるか右記へ 台東保健所 TEL （3847）9447 浅草保健相
（両親学級・予約制）
談センター TEL （3844）8171

【台東つばさ福祉会 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
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〉

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HPを

広報
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催 し も の など
姉妹・友好都市の文化・観光施
設を割引料金で見学できます
期間 3月31日㈫まで

対象都市 宮城県大

崎市、長野県諏訪市、栃木県日光市、福島
県南会津町、大分県豊後大野市、山形県村
山市

対象 区内在住の方※利用の際、各

第 1245 号
て下記問合せ先へ

30分〜午後4時

申込締切日 2月12日㈬（消印有効）

料が必要

申込み・問合せ 〒151−0061

議会アジアの伝統・アジアの現代コンサー
ト係 TEL （6276）1177

台東デザイナーズビレッジ展示
・販売イベント

場所 環境ふれあい館ひまわり、精華公園

入館料 一般500円、小中高生250円

①花の寄せ植えをしてみよう

場所・問合せ 〒110−0003

100人（先着順）

台東区根岸

定員 各日

②丸太切りをやってみよう ③どんぐりス

2−10−4 書道博物館

Eメール info@jfc.gr.jp 問合せ 台東区文
化振興課 TEL （5246）1146

プラリーや抽選会も行います。 日時 2月
29日㈯、3月1日㈰午前10時〜午後3時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

渋谷区初

台1−19−4−101（一社）日本作曲家協

費用 100円※別途入館

トラップ・やじろべえを作ろう ④サシェ

TEL （3872）2645

重要無形文化財「雅楽」
特別公演「宮中雅楽の夕べ」

（匂い袋）を作ろう ⑤落ち葉や押し花で
しおりを作ってみよう ⑥クリップの種か
ざり・小物を作ろう ⑦ハーブティの試飲

日時 2月8日㈯午後3時30分開場、4時開

コーナー ⑧作品・写真展示・園芸相談

証等）を提示※割引対象施設・観覧料等、

日時 2月6日㈭〜8日㈯午前10時〜午後6

演

⑨再生土の無料配布

詳しくは、区HPをご覧になるか、下記へ

時 場所 台東デザイナーズビレッジ

出演 宮内庁式部職楽部

内容 6日・7日はバイヤー向け展示会、8

海（管絃）
、萬歳楽（舞楽）ほか

施設に住所が確認できる証明書（運転免許

お問合せください。 問合せ 都市交流課

日は一般の方向け販売会※3日間限定で入

TEL （5246）1016

居者によるオープンアトリエも実施

TOKYO酒屋魂
（酒屋角打ちフェス）
携都市や地域限定のお酒を紹介します。
期間 2月8日㈯〜10日㈪午前11時〜午後7

時、11日㈷午前11時〜午後6時
野公園

場所 上

問合せ TOKYO酒屋魂実行委員

会（東京小売酒販組合内）

第3回台東・鳥越まちゼミ
期間 2月1日㈯〜29日㈯

場所 おかず横丁

（鳥越本通り商盛会）
・佐竹商店街振興組
合・末広会商店街周辺エリアの各開催店舗
費用 無料※材料費が必要な場合あり
申込方法 パンフレット（下記問合せ先で

TEL （3851）8201

台東区都市交流課 TEL （5246）1264

やさしい日本語講座
外国人と日本語で話すコツ
日時 2月29日㈯午前10時〜午後0時30分

演目 催馬楽伊勢

入場料（全席指定）1階席5,000円、2階席

4,000円、3階席3,000円

問合せ 産業振興課 TEL （5246）1143

区内の酒販店が数多く出店し、姉妹友好連

場所 浅草公会堂※未就学児入場不可

⑩ブルーベリー苗木無料配布

日時 2月

29日㈯午後2時 定員 100人（先着順）
⑪花苗無料配布 日時 3月1日㈰午後2時

販売場所 チケ
ッ ト ぴ あ（ TEL 0570−02−9999、P

※①〜⑨の時間等詳細は下記問合せ先へ、

コード164−581）
、浅草公会堂、区役所

材料がなくなり次第終了

9階④番文化振興課、下記財団事務局で販

問合せ 環境課 TEL （5246）1323

売 問合せ 台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

定員 100人（先着順）

第14期グリーン・リーダー募集
緑化の推進のため普及啓発などの活動を行

重要文化財で聴く
心に寄り添う日本の歌

う、ボランティア組織です。 対象 区内
在住でみどりやボランティア活動に関心が

配布、区HPからダウンロード可）記載の

日時 2月15日 ㈯ 午 後1時30分 開 場、2時

各開催店舗へ電話で申込み

30分開演 場所 旧東京音楽学校奏楽堂

あり、積極的に参加できる方 定員 50人
（抽選） 活動内容 区が行う緑化事業への

問合せ 産業振興課（区役所9階⑤番）

出演 Jソロイスツ（女声アンサンブル）
、

参加・協力（緑化イベント、花壇植替え

TEL （5246）1142

藪内俊弥（バリトン）、
田山萌絵（フルー

等）
、花とみどりに関する知識の普及・啓

歌舞伎文字「勘亭流書道」作品
展

ト）、山口佳代（ピアノ） 曲目 日本唱歌

発等の活動（花と緑のふれあい広場の開

四季のメドレー、ゴンドラの歌、見上げて

催、花苗配布等）※活動は原則平日

ごらん夜の星をほか

任期 2年（4月1日〜令和4年3月31日）

在勤（学）の方、日本語学習支援サークル

日時 2月8日㈯〜11日㈷午前9時〜午後8

入場料（全席指定）3,200円（当日券4,000

申込方法 往復はがきに「グリーン・リー

で活動中の方 定員 40人（先着順）

時（最終日は5時まで） 場所・問合せ 浅

円）※未就学児入場不可

ダー応募」
・住所・氏名・年齢・電話番号

申込み・問合せ 区民課

草文化観光センター7階展示スペース

販売場所 日本声楽家協会（ TEL 3821−

TEL（5246）1126（区HPから申込み可）

TEL （3842）5501

5166）
、右記問合せ先

場所 区役所10階会議室

対象 区内在住か

台東区の子供たちが制作した映
画の上映会

問合せ 台東区芸

術文化財団 TEL （5828）7591

朝倉彫塑館から
●常設展示内特集「
『墓守』110年 朝倉文

浅草芸能大賞区民審査委員募集

を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月28日㈮（必着）
問合せ 〒110−8615

台東区役所環境課

TEL （5246）1323

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室 「エコ工作」

多文化共生をテーマにした映画を鑑賞後、

夫の苦悩」 期間 3月4日㈬まで

任期 4月1日〜令和4年3月31日（2年間）

参加者で意見交換を行います。 日時 3月
2日㈪午前10時〜正午 場所 区役所10階

●建築ツアー（申込不要） 日時 2月5日・
12日・26日の水曜日午後2時（30分程度）

対象 4月1日現在、18歳以上で区内在住の
方 定員 50人（抽選） 申込方法 はがきに

日時 土曜日午後3時〜4時

会議室 定員 20人（先着順）

●バックヤードツアー（要申込） 日時 2

住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書い

着順）※未就学児は保護者同伴、第3土曜

申込み・問合せ 区民課

月5日・12日・26日、3月4日・11日 の

て下記問合せ先へ※4月初旬に決定者にの

日は大人向けエコ工作を行います。

水曜日午前9時25分（10分程度） 定員 若

み通知

干数

問合せ 〒110−0004

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環
境学習室 TEL （3866）2011

TEL （5246）1126（区HPから申込可）

台東区江戸創業事業所
顕彰パネル展
期間 2月14日㈮〜28日㈮

時間 午前9時

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 ◆
館は4時まで） 入館料 一般500円、小中
高生250円

文化観光センター7階展示スペース

の場合は翌日）※入館時は靴を脱ぎ、靴下

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」
日程・在館者（業種） 2月1日㈯・2日㈰宮

川久美子（東京手植ブラシ）
、8日㈯・9日
㈰茂上豊（江戸指物）
、22日㈯・23日㈷

着用

休館日 月・木曜日（祝休日

申込み・問合せ 〒110−0001

台

東区谷中7−18−10 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

体験教室「旧奏楽堂のパイプオ
ルガン・チェンバロを弾いてみ
よう！」

田部井稔（金銀砂子画）
、29日㈯・3月1

日時 2月24日㈷①午前10時

日㈰石井寅男（木版画彫刻） 時間 午前11

講師 大塚直哉氏（東京藝術大学音楽学部

時〜午後5時
伝統工芸館 TEL （3842）1990

教授） 費用 ①1,000円

問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

しもう ②パイプオルガンやチェンバロを

場所・問合せ 江戸たいとう

アジアの伝統・アジアの現代
2020「第40回奏楽堂トーク
&コンサートシリーズ」

②午後1時

②3,000円

内容 ①パイプオルガンやチェンバロに親

弾いてみよう

申込締切日 3月16日㈪（必着）

台東区下谷1−2−

11 台東区芸術文化財団

開館時間 午前9時30分〜午後4時30分（入

〜午後8時※最終日は3時まで 場所 浅草
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

ふりがな

申込方法 申込用紙（HPか

定員 15人（先

リサイクル

TEL （5828）7591

たいとう地域活動メッセ2020
〜ココからつながる〜

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー
クをやってみよう」 日時 2月15日㈯午後
2時〜4時 場所 金杉区民館第3集会室

団体ブースで地域活動団体の取り組みをご

定員 10人（先着順） 費用 100円（材料費）

紹介します。※詳しくは、台東区地域活

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

動支援サイトをご覧ください。 日時 2月
16日㈰午前11時〜午後3時 場所 隅田公

TEL （3866）8050
●フリーマーケット出店者募集 日時 ①2

園リバーサイドギャラリー

問合せ たい

月2日㈰午前9時〜午後3時 ②9日㈰午前

とう地域活動メッセ2020実行委員会事務

10時〜3時 ③16日㈰午前9時〜午後4時

局（台東区社会福祉協議会）

④24日㉁午前8時〜午後3時 場所 花川戸

TEL （5828）7012

公園※車での来場不可、天候により中止の

やってみよう！ HACCP（ハサ
ップ）〜安心安全な食を目指し
て〜
グループワークを通して、お店や家庭で具

場合あり

出店数 ①30店

30店 ④20店

②20店 ③

出店料 ①②③2,000円※

③は区民は会HPから予約で1,500円 ④
1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

らダウンロード可）
に必要事項を記入して、

体的に実践できる食の衛生管理方法を学び

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

郵送・ファックスで下記問合せ先へ

ます。 日時 2月20日㈭午後2時〜4時

前9時〜午後6時） TEL 048（268）8711

申込締切日 2月6日㈭（必着） 問合せ 旧東
京音楽学校奏楽堂 TEL （3824）1988

場所 台東保健所3階大会議室 対象 区内在
住か在勤（学）の方 定員 50人（先着順）

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

日時 2月21日㈮午後6時開場、6時30分開

演 場所 旧東京音楽学校奏楽堂

FAX （3824）1989

講師 ㈱舟和本店

③リサイクル推進友の会（午前10時〜午

入場券（全席自由）3,300円

申込方法 催し

名・人数・住所・氏名・電話番号を電話か
メールで右記申込先へ

書道博物館から
●特別展「生誕550年記念 文徴明とそ

持ち物 筆記用具

申込み・問合せ 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9466

〜花の心プロジェクト〜
第26回花と緑のふれあい広場

区内在住か在勤の方を抽選で25組50人
ご招待

の時代」 期間 3月1日㈰まで 時間 午前9

はがきに「奏楽堂&コンサート」
・住所・氏

●ワークショップ「博物館で書き初めを

グリーン・リーダーが中心となって開催す

名・電話番号、在勤の方は勤務先名を書い

！」 日時 1月19日㈰、2月4日㈫午前9時

る花と緑に親しむイベントです。スタン

時30分〜午後4時30分（入館は4時まで）

〜午後5時） TEL 050（3616）3300
後4時）※HPか当日会場で申込み
TEL （3412）6857

④里彩くるカエル倶楽部（午前10時〜午
後7時） TEL 090（3068）3534
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

【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2（2020）年 1月20日

第 1245 号 （6）

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

（1人1枚1教室）に教室名・希望クラス・

事プロデューサー） 申込方法 氏名、電話

をおいしく健康に〜

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

住所・氏名（子供と保護者）
・電話番号・

番号、託児（1歳以上の未就学児）希望の

後2時〜3時30分 講師 東京都消費者啓発

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

泳力レベルを書いて下記問合せ先へ※往復

方は子供の氏名・年齢を電話か直接下記問

員

パネルに掲示しています。ご利用ください。

はがき返信後に来館手続きあり

合せ先へ

ゆずります スキー靴（子供用）
、ハンド

申込締切日 2月10日㈪（必着）

託児の申込締切日 2月22日㈯

場所 生涯学習センター

ミキサー、一人掛けソファ（2脚）

場所・問合せ 〒110-0015

申込受付開始日 1月23日㈭

在勤（学）の方

場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

③32人※託児あり（6か月以上の未就学

ゆずってください レコードプレイヤー
※上記の情報は1月4日現在の内容です。
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ TEL （3866）8361

台東区東上野

6−16−8 清島温水プール

氏名・電話（ファックス）番号、
在勤（学）

「息子介護」を考える〜知って
ほしい「介護」の現実〜

日時 2月18

の方は勤務先（学校）名、託児希望の方は
子供の氏名・年齢・性別を電話かファッ
クスで下記問合せ先へ（電子申請可）

日時 1月28日㈫〜31日㈮午前10時〜午後

日㈫午前10時15分、11時
習センター 対象 区内在住の平成30年8月

4時30分（最終日は3時30分まで）

18日〜令和元年8月17日生まれの子供と保

（先着順）※託児あり（1歳以上の未就学児

問合せ くらしの相談課

場所 生涯学習センター

護者 定員 各10組（先着順）※子供1人に

・要申込） 講師 平山亮氏（東京都健康長

TEL （5246）1144

つき1回まで、各回とも同内容

寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研

FAX （5246）1139

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ※申

究チーム〈介護・エンドオブライフ研究〉

込みは保護者に限る

研究員） 申込方法 氏名、電話番号、託児

場所 生涯学

問合せ 学務課

TEL （5246）1416

ミレニアムホールふれあいコン
サート「おとあそび♪親子音楽
会」
日時 3月14日㈯午後2時〜3時30分
場所 生涯学習センターミレニアムホール
対象 0歳〜小学校3年生の子供とその家族
定員 300人（先着順） 出演 東京藝術大学

おとあそび♪音楽隊ほか

曲目 おはながわ

㈫

申込開始日 2月4日

日時 2月15日㈯午後2時〜4時

TEL （5246）5911

老人福祉センターの催し
●スマートフォン講習会

料）※生涯学習センター1階情報コーナー

●ゆとり教養講座「シニアメイクを学ぶ」

で、2月8日㈯から販売開始（第1・3月曜

日時 2月26日㈬午後1時30分〜3時

日を除く午前9時〜午後5時）
、窓口販売の

定員 40人
（抽選） 講師 渡辺みどり氏
（ポー

み 問合せ 生涯学習課

ラエステティシャン）

㈯午後1時30分〜3時30分※終了後、個

場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

別相談可

工作教室「木箱づくり」

日時 2月29日㈯午後2時〜4時 対象 区内
在住か在勤（学）の方 定員 25人（先着順）
パネリスト 林

対象 区内在住の60歳以上の方

田なぎ氏、溝呂木俊介氏、舩造俊介氏

必要な物 本人確認できる物（老人福祉使用

申込方法 催し名・住所・氏名・電話番号を

日時 2月23日㈷午後1時30分〜3時30分

登録証、健康保険証等） 申込方法 老人福

電話かファックスまたはメールで下記問合

場所 生涯学習センター

祉センター、各老人福祉館で配布する申込

せ先へ

対象 区内在住か

テーマ マンション内における

実例を通して〜 場所 区役所10階会議室

市民活動シンポジウム「タイト
ーーク！台東区の人・街の魅力
を語り合おう！」

コーディネーター 谷浩明氏

申込締切日 2月21日㈮

対象 区内の分譲マンションの理事長、理事
申込締切日 2月27日㈭※要事前登録、登

録済の方には別途案内を郵送
申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

学校保健研究発表会特別講演
こころの声が言葉になる〜院内
学級の子どもたちが教えてくれ
た大切なこと〜
日時 2月20日 ㈭ 午 後2

用紙に記入し提出

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

時40分〜3時50分

申込締切日 2月14日㈮

TEL （3847）7065

場所 生涯学習センター

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

場所・問合せ 老人福祉センター

FAX （3847）0190

ミレニアムホール

住所・氏名・電話番号・学校（園）名・学

TEL （3833）6541

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

定員 150人（先着順）

在学の満5歳〜小学4年生
選） 費用 300円（材料費・保険料）

定員 20人（抽

ふりがな

年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月13日㈭（必着）
問合せ 〒111−8621 生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

スポーツひろば
●大正小ボッチャ体験教室
日時（全4回）1月31日〜2月21日の金曜

講 座・相 談 会 など
グリーフケア
「喪失からのスタート」
かなしみと共に生きる
日時 2月22日㈯午前10時〜正午

自殺予防講演会「今を生きる若
者の生きづらさの背景」

の氏名・年齢を電話で下記問合せ先へ

日時 2月21日㈮午後

場所 台東保健所3階大会議室

対象 区内在住か在勤の方

定員 60人（先

着順） 講師 宮島謙介氏（かながわレイ
ンボーセンターSHIP・臨床心理士）

場所 大正小学校地下体育館※エレベーター

学児・要申込） 講師 本郷由美子氏（グリー

申込み・問合せ 台東保健所保健予防課

の利用可、車椅子でも入場可

フパートナー 歩み代表）

TEL （3847）9405

在住か在勤（学）の方 講師 佐藤勝枝氏

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢

日時 2月17日㈪・20日㈭午後7時20分〜
8時40分（7時開場） 場所 金竜小学校校

を電話か直接下記問合せ先へ

日時 2月6日㈭、3月5日㈭午後1時〜4時

託児の申込締切日 2月15日㈯

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

申込受付開始日 1月23日㈭

TEL （5246）1468

対象 区内在

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ
申込期間 1月27日㈪〜2月14日㈮

◆ 以降上記記事の共通項目 ◆
※学校行事等により変更・中止の場合あり
持ち物 運動できる服装・靴（ボッチャは

場所 三ノ輪福祉センター※動きやすい服

TEL （5603）2228

日時 2月18日㈫午前10時30分〜正午

ゆとり時間を手に入れる
時短家事セミナー

講師 （一社）日本食品添加物協会

②伝統食品お味噌のはなし〜お味噌を比べ
てみよう〜 日時 2月19日㈬午後2時〜3時

日時 2月29日㈯午前10時〜正午

ケット（貸出しあり)

問合せ スポーツ振

人（先着順）※託児あり（1歳以上の未就

30分 講師 マルコメ㈱味噌アンバサダー

興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・

学児・要申込） 講師 本間朝子氏（知的家

③大人の実験教室「油」を考える〜食用油

定員 30

祝日を除く午前9時〜午後5時）

清島温水プール水泳教室
「第4期 親子で幼児水泳教室」
日時（全3回）3月1日〜15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歳の未就学児と
保護者 定員 各20組（抽選） 講師 野村不
動産ライフ＆スポーツ 費用 3,900円（3
回分・保険料含む） 申込方法 往復はがき

定員 10人（先着順）

①知っていますか？食品添加物のこと

TEL （5246）5816

催し名

対象 ボランティアや介護の仕

事に関心のある方

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

室内履き）
、飲み物、タオル※テニスはラ

TEL （5246）5853

装で参加

申込締切日 3月3日㈫

2月のくらしに役立つ講座

（生涯学習センター４階）

申込み・問合せ 学務課
TEL （5246）1413

日時 3月4日㈬午前10時〜午後3時45分

無料建築相談室

場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

申込締切日 2月10日㈪

高齢者施設ボランティア育成講
座

●金竜小ソフトテニス初心者教室

住か在勤（学）の中学生以上の方

研究科准教授） 申込方法 氏名・電話番号、

ついて考えます。

人（先着順）※託児あり（1歳以上の未就

庭※保険は各自任意で加入

▲副島賢和氏

託児（2歳〜小学3年生）希望の方は子供

日午後7時15分〜8時30分（7時受付）
対象 区内

講師 副島賢和氏（昭和

大学大学院保健医療学

若者の生きづらさ解消のヒントや支援に
6時〜8時
定員 30

日時 2月29日

住民同士のつながりを考える〜元理事長の

TEL （5246）5816

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

TEL （5246）5812

さまざまな立場の関係者を招き、事例紹介
と意見交換を行います。

定員 16人（抽選）

講師 NPO竹箒の会

マンション理事長等連絡会

託児の申込締切日 2月8日㈯

（生涯学習センター4階）

らった、さんぽほか 費用 500円（子供無

託児の申込締切日 各開催日の一週間前

氏名・年齢を電話か直接下記問合せ先へ

日時（全4回）3月7日〜28日の土曜日午前

10時〜正午

定員 30人

（１歳以上の未就学児）希望の方は子供の

申込み・問合せ 中央図書館

対象 区内在住か

定員（先着順）①②40人

児、各6人程度） 申込方法 講座名・住所・

TEL （5246）5816

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

特別支援学級合同作品展

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

（生涯学習センター4階）

TEL （3842）5353

日時 2月21日㈮午

日時

子ども家庭支援センターの催し
対象
（保護者同伴） 定員

申込開始日

＜2月＞
3日

節分（浅草寺ほか）
、福聚の舞（浅

草寺）
、うけらの神事（五條天神社）
8日

針供養（浅草寺淡島堂）
場所・申込み・問合せ

育児講座〜子どもの自 2月20日㈭
区内在住の3歳ま 15組 1月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
立を育むお片付け〜
午前10時45分〜11時30分 での子供
(先着順)
㈪
こにこひろば」 TEL （5824）2535
パパも一緒にわっしょ 2月15日㈯
区内在住の3歳ま 100組 1月27日 台東子ども家庭支援センター「わく
い！music camp
午前10時45分〜11時30分 での子供
(先着順)
㈪
わくひろば」 TEL （3834）4577
のびのびタイム「体育 2月19日㈬
館で遊ぼう」
午前11時〜11時30分
やさしいアロマLife
「ハートの石鹸作り」

2月14日㈮
午前11時〜11時30分

区内在住の3歳ま
での子供

なし

なし

寿子ども家庭支援センター「のびの
びひろば」 TEL （3841）4631

日本堤子ども家庭支援センター谷中
区内在住の3歳ま 10組 1月27日
分室「ぽかぽかひろば」
での子供
(先着順)
㈪
TEL （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。

バル（無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館第４・５会
議室
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ トイーク 清水
ＴＥＬ
０５０（５２１８）７２９３
あみ
●国際カスパリー編作品展および
マフラー講習会
▽日時 ２月 日㈬正午～午後４
時、 日㈭・ 日㈮午前 時～
午後４時
▽場所 台東区民会館８階
▽費用 １千 円（材料費）

※作品展は無料
▽問合せ 大橋
ＴＥＬ
（３７６５）０３６８
●竹町地区健康推進委員主催「第
回 インドアペタンク」
ボーリングとカーリングを一緒

にしたようなゲームです。簡単な
ルールですぐにゲームに参加でき
ます。
▽日時 ２月 日㈯
午後１時 分受付
▽場所 台東一丁目区民館
▽問合せ 竹町地区健康推進委員
リーダー 粟國
ＴＥＬ
（３８３６）４８４６
台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７
●ボーイスカウト台東第２団
「１日体験入隊」
▽日時 ２月 日㈰
午後１時～３時
▽場所 正定寺明和会館（松が谷
２ １ ２）
▽対象 ５歳～小学６年生
▽内容 テント体験、工作、ポイ
ントラリー（要予約）
、キャン
プゲーム、お菓子作り等
※保護者対象の説明会あり
▽申込み・問合せ ボーイスカウ
ト台東第２団（正定寺）
ＴＥＬ
（３８４１）１８５３
●第 回台東区囲碁大会
▽日時 ３月８日㈰午前９時 分
～午後５時（小学生以下の級位
者は０時 分から）
▽場所 台東一丁目区民館

分 ②２時 分 ③３時 分
（各 分程度）
※鉄道業務により中止の場合あり
▽場所 旧博物館動物園駅駅舎
※内部階段を利用
▽定員 各 人（抽選）
▽会費 中学生以上 円（東京歴

15

史まちづくりファンドへ寄付）
▽申込方法 往復はがきに催し
名・希望時間（①～③）
・人数（２
人まで）
・代表者の住所・電話
ふりがな
番号・全員の氏名を書いて左記
問合せ先へ
※東京都ＨＰから申込可
▽申込締切日 ２月 日㈫（消印
有効）
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都都市整備局緑地景観課
ＴＥＬ
（５３８８）３３５９

会 員 募 集
●女声合唱団「粋」
▽日時 第２ ４火曜日
午後２時～４時
▽場所 千束社会教育館ほか
▽会費 月額４千円
▽問合せ 黒田
ＴＥＬ
（３８７２）７８９０
●気功太極拳
▽日時 木曜日
午後３時 分～４時
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 １千円（３回分）
▽問合せ 高橋
ＴＥＬ
０９０（３８７７）５２０７

●にせ税理士・にせ税理士法人に
ご注意ください
税理士資格のない者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をする
ことは、法律で禁じられています。
専門知識が欠けている等のため、
依頼者（納税者）が不測の損害を
被るおそれもあります。税理士は

ジを着用しています。
※詳しくは、東京税理士会ＨＰを
ご覧ください。
▽問合せ 東京税理士会事務局綱

紀監察課
ＴＥＬ
（３３５６）４４７６
●たいとう就職面接会
正社員中心の求人で区内企業約

社が参加します。
▽日時 ２月 日㈮午後１時 分
～３時 分（ 受付は０時 分
～３時）

▽場所 区役所 階会議室
▽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
●老齢年金を受けている方に「令
和元年分公的年金等の源泉徴収
票」を送付します
日本年金機構から支払う年金を
受給している方に、１月中旬から
下旬にかけて源泉徴収票を送付し
ます。確定申告や源泉徴収の還付
を受ける際に必要となります。
紛失した場合は再発行できます
ので左記へお問合せください。
※障害年金や遺族年金は非課税の
ため、源泉徴収票は送付されま
せん。
▽問合せ 日本年金機構ねんきん
ダイヤル

ＴＥＬ
０３（６７００）１１６５

ＴＥＬ
０５７０（０５）１１６５
０５０から始まる電話からは

上野年金事務所
ＴＥＬ
０３（３８２４）２５１１

広告

45 15

31

500

18

21

30

税理士証票を携帯し、税理士バッ

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。

−

10

15

30

163

30

特別区職員採用試験の受験を
考えている方向けに、区の概
要説明や区職員との個別相談
を行います。 日時 2月10日㈪
午 後1時30分 ～4時15分（ 入
退場自由） 場所 区役所10階
会議室 問合せ 人事課
TEL （5246）1061

−

▽対象 区内在住か在勤（学）で、
棋力 級以上の方
▽費用
（実費含む） 一般１千 円、

500
15

・

19
中学生・小学生以下の有段者
１千円、小学生以下の級位者
円
▽申込締切日 ２月 日㈯
▽申込み・問合せ 大橋
ＴＥＬ
（３８２１）５０６３
●歴史的建造物保存のチャリティ
イベント「講演と見学会」
▽日時 ３月 日㈯①午後１時
15

15

15

14

10

30

16

30

11

12

14

700

15

台東区職員採用相談会
（事務職）

30
500

−

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

C

27

15

FAX

10

13

催しものなど

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041

10

●子どもゆめ基金助成事業「伝統
的なおもちゃや動くおもちゃをつ

2月の区役所制作番組案内

11ch

くろう！」
（無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館１～３会議
室
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ ファンアクションプロ
ジェクト 清水
ＴＥＬ
（６８０３）０１２８
●浅草パズル＆ゲームフェスティ

令和2（2020）年 1月20日

11

2月2～8日
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分
●令和元年度 第38回 善行青少年表彰 表彰
B
式（6分）
●見たい知りたい文化財 台東区の文化財（建
築編）
（14分）
午前9時26分
●浅草保健相談センター 新施設紹介 (14分)

2月16～22日
B
●令和2年度 予算案プレス発表（14分）
●はじめての離乳食（中～後期編）
（20分）
午前9時34分
●旧作品 はつらつサービス 有償ボランティ
ア募集中（6分）
午前9時54分
2月23～29日
B
●台東区江戸創業事業所 紹介③（6分）
●ファミリーサポートセンターの仕組みと利用
の仕方（14分）
午前9時26分
●旧作品 見たい知りたい文化財「上野恩賜
C
公園の桜」
（6分）
●旧作品 みんなが主役の通いの場づくり（14
分）
午前9時46分
特別編成 2月28日 再 2月29日 午後1時～午後5時
●令和2年 第1回定例会 所信表明＋代表質問
●旧作品 環境ふれあい館 環境学習室の紹介
（6分）
午前9時54分
2月9～29日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
のお知らせ
2月9～15日
○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B
●新成人を祝う会（14分）
B 午前9時20分 C 午前9時40分
●中学生の「税についての作文」表彰式・ズー 《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
ムイン税（14分）
午前9時34分 午後5時台と午後9時台
●オープンウォータースイミング 新倉みなみ
選手（6分）
午前9時48分 ◇番組に対するご要望・ご感想を
お待ちしています。
●旧作品 自転車ルール・マナーの普及啓発に
ついて（6分）
午前9時54分 YouTube 台東区公式チャンネル▶︎

第 1245 号 （8）
広報

