広報

令和2（2020）年 2月20日

第38回 台東区善行青少年表彰
表彰式を行いました

第 1247 号 （6）

氏名・団体名

区では、日頃からその行動が他の模範となると認められ
る青少年および団体を表彰しています。令和元年12月17
日に表彰式を行い、
次の方々に褒状と記念品を贈りました。
※本事業は、
平成30年度まで「台東区青少年をほめる運動」
として行っていた事業です。
▷氏名等 右表のとおり（敬称略）
▷問合せ 子育て・若者支援課 TEL （5246）1341

活動内容

日本堤消防少年団に入団以来、積極的に活動に参加、皆勤を続けている。応急救護・
初期消火・通報・ロープワーク等の訓練を通じて地域の防火防災に貢献している。今 日本堤消防署長
山本来樂
年度、少年団の隊長または副隊長に任命され、指導者からの信頼も厚く、団の牽引役 中田浩靖
山室瑠優友 となっている。
阪部こと美
坂泰河

吉田雅所

浅草消防少年団に入団以来、積極的に活動に参加し、高齢者施設の慰問、火災予防運
浅草消防署長
動等の区民への防火防災意識高揚の呼びかけを行い社会奉仕活動に努めてきた。今
阿部雅俊
年度は防災リーダーとして低学年団員を指導している。

遠藤柊晴
村尾美音

上野消防少年団入団以来、防火防災に対する知識と技術を習得し、準指導者として積
極的に団員を指導するなどし、チーム力向上に貢献してきた。周囲からも頼られ、消
防少年団員として他の模範であり、かかせない存在である。
上野消防署長
上野消防少年団入団以来、防火防災に対する知識と技術を習得し、防災フェアなど多 手塚徳
くの活動に積極的に参加し、地域防災意識の高揚に貢献している。今年度から副隊長
として、隊長を補佐し、団員の指導育成にも努めている。

木村友貴

田中礼子
長濱りん

西三筋町会防犯部の活動の一環である清掃活動に継続的に参加し、町の環境美化に 西三筋町会長
貢献している。また、一緒に参加している未就学児のリーダー的な役割をしている。 黒田好一

平原元気

児童館の学習支援活動を自ら提案をし、平成29年度から毎週水曜日に「スタディた
社会福祉事業団
いム」を実施。小学生の学習サポートをしている。小学生の学習意欲向上につながり、
理事長 生沼正篤
児童館の学習応援に貢献している。

中川千咲季

スズキジャパンカップ2019 第36回全日本総合エアロビック選手権大会東京都大会 都立忍岡高等学校
東京都知事賞（大会最優秀賞）
校長 岡島まどか
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子育て心理相談（予約制）

申込方法

30

①３月 日㈬ ② 日㈫
午前９時 分～ 時 分
分程度）
区内在住で就学前の子供

選考試験
日時 ・ 場所
選考試験
内容

30

▽日程
▽時間
（１人
▽対象

選考試験
受験対象

田中詩子

定員

子育て・教育

場所

・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
▽日時 ３月１日㈰午前９時 分
～午後０時 分、５月 日㈰午
前９時 分～午後１時 分
▽場所 生涯学習センター（車で

時間

夜の部
夜の部
上級
養成
5月～3年3月の水曜日
4月下旬～3年3月の月曜日
（全40回）
（全40回）
午後6時45分
午後6時45分～8時45分
午後2時～4時
～8時45分
松が谷福祉会館※変更の場合あり
各20人程度
15人程度
※いずれも選考試験合格者
各6,000円程度
（テキスト代等）
区内在住か在勤 ･ 在学
区内在住か在勤 ･ 在学で、手
で、手話講習会上級を
話講習会中級を修了か同程度
修了か同程度の技術を
の技術を持ち、手話通訳者を
持ち、受講後に手話通
目指す方（台東区 ･ 他自治体
訳者として区内で活動
で上級を修了した方を除く）
できる方
4月18日㈯午後1時
4月12日㈰午後1時
松が谷福祉会館
松が谷福祉会館
面接
手話表現･読み取り
※途中退室不可
※途中退出不可
申請書（下記問合せ先へ請求）に記入し郵送か持参
※中級・上級を受講中の方は講習時に申請書を配布
3月2日㈪～16日㈪
〒110−8615 台東区役所障害福祉課「手話講習
会」担当（区役所2階⑩番） TEL （5246）1058

の来場不可）
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の前日

期間

昼の部

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

※昼の部と夜の部の同時申込はできません。受講者には4月下旬までに案
内を送付します。
※養成クラスの講習回数が30回から40回に増えました。

部
クラス

ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

夜の部
中級
初級
中級
5月～3年3月の火曜日（全40回）
午後2時～4時
午後6時45分～8時45分
松が谷福祉会館※変更になる場合があります
区内在住か在勤･在学の16歳以上で、下記に該当し、
年間を通して受講できるな方
原則、手話経 初級を修了か 原則、手話経 初級を修了か
対象 験のない方 同程度（手話 験のない方 同程度（手話
（手話講習会 経験1年以内）
（手話講習会 経験1年以内）
入門コース受 の技術を持つ 入門コース受 の技術を持つ
講の方も可） 方
講の方も可） 方
定員（抽選）
40人
30人
40人
30人
費用
各3,000円程度（テキスト代等）
往復はがきに、住所･氏名（ふりがな）
・性別・年齢・電
話番号・希望クラス・手話受講歴（カルチャースクール
申込方法
等含）
、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地・
電話番号を書いて、下記問合せ先へ
申込締切日
4月6日㈪（必着）
〒110－0004 台東区下谷
〒110－8615 台東区役所
1－2－11 台東区社会福祉
障害福祉課「手話講習会」
協議会台東ボランティア・
問合せ
担当（区役所2階⑩番）
地域活動サポートセンター
TEL （5246）1058
TEL （3847）7065

（土・日曜日・祝休日を除く）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会

昼の部

環境
リサイクル

15

手話講習会 受講生募集

初級

14

・グリーン企業部門
㈱三啓社
▽問合せ 環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１２８１

45

15

ファミリー・サポート・
センター会員募集

15
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コ
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エ

30

令和元年度環境ＭＶＰ受
賞者が決まりました
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331

子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方（提供会

30 11

12

ＴＥＬ
（５８２８）７５４８

部
クラス
期間
時間
場所

17

104

員）を登録し、依頼に応じて提供
会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼

●東京国税局管内納連優秀賞、上野納
連特選
堀込つかさ（柏葉中3年）
服部大希（忍岡中3年）
●東総連会長賞、上野納連特選
遠藤千佳（上野中1年）
髙森大幹（忍岡中2年）
●東京上野税務署長賞、上野納連入選
山本沙和（御徒町台東中2年）
貝塚菫（上野中2年）
●台東区長賞、上野納連入選
山中しほり（上野中3年）
●台東都税事務所長賞、上野納連入選
中村美裕（上野中2年）
●台東区教育委員会賞、上野納連入選
大瀬戸優妃（忍岡中3年）
●上野納連入選
谷本咲和（御徒町台東中3年）
五月女茉由（柏葉中3年）
植松小晴（柏葉中2年）
工藤優大（忍岡中2年）
鈴木まなつ（上野学園中1年）
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と実費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家

●東京国税局長賞、浅草納連特選
細貝愛奈（白鷗高校附属中3年）
●東総連会長賞、浅草納連特選
三間楓子（白鷗高校附属中3年）
菊間葵（白鷗高校附属中1年）
●浅草税務署長賞、浅草納連入選
五十嵐雅人（浅草中1年）
森葉月（桜橋中2年）
●台東区長賞、浅草納連入選
眞島愛実（駒形中1年）
●台東都税事務所長賞、浅草納連入選
松尾香澄（白鷗高校附属中3年）
●台東区教育委員会賞、浅草納連入選
山森今日佳（駒形中2年）
●浅草青色申告会会長賞、浅草納連入
選
生井敦也 （白鷗高校附属中3年）
●浅草納連入選
大坪足日（白鷗高校附属中3年）
内林佑斗（白鷗高校附属中2年）
朝日勇登（白鷗高校附属中1年）
柏琉雅（白鷗高校附属中1年）

庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。
※お泊りサポート（宿泊預かり )
も行っています（利用条件あり）
。
・依頼会員入会説明会（予約制）
▽日時 ３月１日㈰午前９時 分
～ 時 分、４月 日㈬午前９
時 分～ 時 分

上野納連管内の表彰
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「環境フェスタたいとう
２０２０」の実行委員（出

保全・清掃・リサイクルに関す
る自主的な活動を行っている
※出展団体は実行委員としても活
動、出展は企画内容を実行委員
会で検討して決定
▽申込締切日 ４月 日㈮
※詳しくは区ＨＰをご覧になるか
左記へ
▽申込み・問合せ 環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１２８４

問合せ 税務課税務係 TEL （5246）1101

浅草納連管内の表彰

P
T
A

夏の省エネ活動や緑化の取り組
展団体）を募集します
みが優秀な方を表彰しています。
▽開催日時
月 日㈯・ 日㈰
応募総数は、家庭省エネ部門
午前 時～午後４時
世帯１千 人、花とみどりの部門
▽場所 生涯学習センター、金竜
はみどりのカーテンコンテストが
件、地先園芸コンテストが 件、 公園
グリーン企業部門は 社でした。 ▽対象 高校生（ 歳）以上の個
人・団体で、区内において環境

53回目となる今回は、区内の中学生から2,606編の応募があり、応募率は
91.3％と高く、全国的に見ても最高水準となりました。
浅草・上野納税貯蓄組合連合会（浅草納連・上野納連）
、東京納税貯蓄組
合総連合会（東総連）
、東京国税局管内納税貯蓄組合連合会（東京国税局管
内納連）のほか、全国納税貯蓄組合連合会、浅草・東京上野税務署、台東都
税事務所等の審査により、次の方が入賞・入選しました（敬称略）。
※下記入賞・入選作に佳作を加えた「作文集」は区役所3階⑩番税務課でご
覧になれます。

各部門のＭＶＰ受賞者は次のとお
りです（敬称略）
。
・家庭省エネ部門（個人の部）
小林かおり
・家庭省エネ部門（団体の部）
育英幼稚園

・花とみどりの部門（みどりのカ
ーテンコンテスト）
石田順子
・花とみどりの部門（地先園芸コ
ンテスト）

中学生の「税についての作文」
の
表彰式を行いました

令和2年度

推薦者

中村文彌

【高齢者の生活に関する情報】冊子「高齢者の手引き」は、区役所2階⑤番高齢福祉課、各地域包括支援センター、各区民事務所・同分室等で配布しています。
〈高齢福祉課 TEL 5246−1221〉

