広報

バイクなどの廃 車 手 続き
はお早めに

不審な電話がかかってきたら、
迷わず 番または、最寄りの警察
署や左記へご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
ＴＥＬ
（５２４６）１０４４

②身近な植物でハーバリウ 3月22日㈰
ムを作ってみよう！
午後2時～4時

区内在住・在学の小学生
（2年生以下は保護者同伴必須）

15人
3月29日㈰
午後2時～4時

区内在住・在学の小学生
（2年生以下は保護者同伴必須）

12人

多くの方のために、献血への温か
いご理解と、白血病等の血液難病
者への骨髄等提供のために、骨髄
バンクへの登録にご協力をお願い
します。
▽日時 ３月 日㈪
午前 時～午後４時
▽場所 区役所正面玄関前

15人
④バードウォッチングで鳥 3月31日㈫午前10時 区内在住・在学・在勤の小学
となかよくなろう♪
30分～午後0時30分 生以上

軽自動車税種別割は、４月１日
現在、原動機付自転車（ ｃｃ
まで

健康
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

３月は東京都の
自殺対策強化月間です

ＴＥＬ
（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
・東京いのちの電話
ＴＥＬ
（３２６４）４３４３
・東京自殺防止センター
ＴＥＬ
（５２８６）９０９０
・東京都夜間こころの電話相談
ＴＥＬ
（５１５５）５０２８
・東京都ＬＩＮＥ相談「相談ほ
っとＬＩＮＥ＠東京」
（ＬＩ
ＮＥの「公式アカウント」か
ら検索するか、
コードから
友達登録をして
利用できます）
●暮らしとこころの総合相談会
専門相談員、保健師、弁護士
が一同に集まった相談会です。
仕事が見つからない、ローンが
返済できない、眠れず体調がす
ぐれないなど、さまざまな生活

による相談）
台東保健所保健サービス課

台東区の自殺死亡率は、都内でも高い状況です。自殺は、
個人的な問題だけではなく、健康・家庭・経済・生活問題
など、さまざまな要因が複雑に絡み合った末に起こると言
われています。自殺は、本人が発するサインに気付き、適
切な対応をとれば、防ぐことができます。

●こころのＳＯＳ
自殺者の多く

は、自殺する前
にＳＯＳを出し
て い ま す。
「死
んでしまいた
い」と深く悩ん
でいると同時に
「助けてほしい」
と周囲に訴えている場合があり
ます。この気付きが自殺防止の
第一歩です。
●こころのＳＯＳに気付いたら
①声をかける 周りの友人や家
族・同僚の悩みがありそうな
様子に気付いたら、体調のこ
と等を切り口に、一言声をか
けてみましょう。
②話をよく聴く 今まで何とか
乗り切ろうと頑張ってきた人
です。本人を責めたり、励ま
したり、世間一般の常識を押
し付けたりすることは避けま
しょう。相手の話を受け止め

て、思いやりの気持ちを伝え
てみてください。また、可能

であれば自殺をしない約束を

してください。自殺予防に有
効です。

③相談機関へつなげる ひとり

ⓒBANDAI

のバイクやミニカー）やオートバ
イ・四輪の軽自動車・小型特殊自
動車を所有している方に課税され
ます。廃棄や譲渡・盗難等で現在
所有していない場合は、廃車の届
出を行ってください。警察署に盗

麻しん・風しん（ＭＲ）
定期予防接種第２期はお
済みですか

10人
①キャップをつなげて★イ 3月20日㈷
モムシづくり
午後2時～3時30分

３月１日 ～８日 は「 女 性
の健康週間」です
「子宮頸がん予防」をテーマに
区施設４か所（区役所・台東保健
今年度の接種期限は３月 日㈫
です。
接種が済んでいない子供は、早
めに接種しましょう。予防接種予
診票が手元にない場合は、左記へ
お問合せください。
▽対象 平成 年４月２日～ 年
４月１日生まれの子供
▽接種回数 １回
区内協力医療機関
▽実施場所
▽問合せ 台東保健所保健予防課
ＴＥＬ
（３８４７）９４７１

区内在住・在園の4歳以上の
幼児（保護者同伴必須）

③レンジで簡単☆草木染め

難届を出していても、廃車の届出
は必要です。
※盗難の場合、廃車日は盗難届の
届出日にさかのぼります。
所・浅草保健相談センター・生涯
学習センター）で展示とリーフレ
ット等の配布を行います。ぜひお
立ち寄りください。
▽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

献 血と骨 髄 バンクへの 登
録にご協力を
病気やけがで血液を必要とする

申込方法 催し名・住所・氏名・学年（年齢）
・同

円 ③④100円

31

26

持ち物 筆記用具、

③④4階ワークショップルーム、精華公園ビオトープ
場所 ①②7階集会室

▲キャップをつなげて★イモムシづくり

FAX （3866）8099

TEL （3866）2011

村井方遠

定員（先着順）
日時
催し名

すみだ北斎部門

23

25

23

▽廃車届出場所

▽問合せ 税務課
ＴＥＬ
（５２４６）１１０１

「還付金詐欺」にご注意く
ださい

三輪・四輪の軽自 軽自動車検査協会東京主管事務所足
動車 （排気量660 立支所（足立区宮城1−24−20）
TEL 050（3816）3102
cc以下）

10

環境学習室「春のさくらまつり2020」
●公募型イベント

台東区に息づく江戸のこころや文化を題材にした川柳
・川柳賞（最優秀賞）
月の松 弁天堂を指呼にして
安田蝸牛
・審査員特別賞（優秀賞）
吉宗の祈りを繋ぐ空の華
水曜
江戸さがし まずは上野のお山から
好日郎
川柳横丁柳は太く高くなり
美智子
・秀作
浅草で江戸を味わう異邦人
一雄
雷門ことばの渦の車引き
ヨシ江
台東区花に親しむ心意気
ゆきだるま
徳川の御代から響く時の鐘
よしはな
天海に吉野桜の礼を言い
にごじゅう
子規愛す根岸の里の絹豆富
陽子
寺町の猫も見上げる築地塀
和巳
おとりさま客を熊手でかき集め
かすが
北斎と令和が結ぶ江戸の四季
淳一
宵越しの銭は持たねぇキャッシュレス
祥太

125

東京運輸支局足立自動車検査登録事
排気量125ccを超
務所（足立区南花畑5−12−1）
えるバイク
TEL 050（5540）2031

区役所などの職員が、
「医療費
や保険料の還付金」
「給付金」な
どの手続きのために、次のような
電話をすることはありません。

で不安や心配事を抱え込まず
に、相談できる窓口があるこ

とを伝えてください。さまざ

まな専門の相談機関がありま
す。
●１人で抱え込まずに相談を

・こころの健康相談（精神科医

面の問題やこころの健康につい
て悩みや不安をお持ちの方は、

相談にお越しください。専門家

と一緒に解決に向けた歩みを始
めましょう。

▽日時 ３月５日㈭・６日㈮午

後１時～５時（受付は４時
分まで）
▽場所 台東保健所３階大会議
室

台東保健所保健予防課

ＴＥＬ
（３８４７）９４０５

30

原動機付自転車
小型特殊自動車

●ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現
金自動預払機）の操作を求める
●取引銀行や口座番号などの個人
情報を照会する
●手数料などの振り込みを求める
また、法務省等を騙った架空請
求はがきが届いても連絡先に電話

江戸たいとう部門

Q
R

相談・
問合せ

届出場所

区役所1階⑤番戸籍住民サービス課・
3階⑩番税務課税務係
※小型特殊自動車・ミニカーは税務
課税務係のみで受付
税務課税務係 TEL （5246）1101

しないでください。

葛飾北斎没後170年を記念し、令和元年7月5日～9月25日の約3か
月間にわたって、江戸や北斎にちなんだ川柳を募集しました。厳正な
る審査の結果、
「江戸たいとう部門」
・
「すみだ北斎部門」それぞれ北
斎賞・川柳賞各1句、審査員特別賞
文化振興課
各3句、秀作各10句を決定しました。 問合せ
TEL （5246）1153
受賞作品は以下のとおりです。

「北斎と川柳」受賞作品

対象

飲み物、タオル、持ち帰り用の袋等※汚れても良い服装で参加、④は長袖長ズボン 費用 ②150

先へ※①は大人1人につき子供1人まで、②③は大人1人につき子

伴者の有無・電話番号を電話かファックスまたは直接下記問合せ

供2人まで（対象未満の入室はできません）

問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室

北斎とその作品などを題材とした、または、連想させる川柳
・北斎賞（最優秀賞）
富士越しの龍は世界を駆け巡る
知美
・審査員特別賞（優秀賞）
北斎も刺激が欲しい転居癖
青鹿一秋
8Kが描く浮き世の北斎忌
さねかずら
御前へと駆ける鶏足の竜田川
四迷亭
・秀作
北斎の生命線も描く絵筆
夏舟
遠眼鏡覗いた先の蛸と海女
芳雄
赤富士は今日も生きろと美しい
しらさぎ郷
奔放に生きて北斎美を残す
フーマー
北斎の絵から聞こえる江戸の声
湘路
紙屑の中で眠っている小判
雅生
江戸の世でハンドルネーム彩なして
香をり
にんげんを打つ北斎の波飛沫
充衣
一筆で世界へ届く波飛沫
俊宗

百回に七つ足りずに終の宿

種別

110

墨田区・台東区文化交流事業
北斎没後170年記念

第 1247 号
（5） 令和2（2020）年 2月20日

【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HP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 TEL 5246－1213〉

