
広告 遺産相続に強い弁護士への無料相談
※ご相談内容によっては税理士等の専門家もご紹介しております。

050-7586-2223
東京都千代田区平河町２丁目７番４号　砂防会館別館Ｂ棟５階 直法律事務所

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 
月日 当番医・薬局 所在地 電話番号

４
月
７
日

内科 菊嶋クリニック 蔵前3－13－13　NRビル3階 （3851）3281
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 山本歯科医院 寿1－1－3 （3844）7553
薬局 薬局ユアーズ 蔵前3－13－13 （3851）4193
薬局 オーラム薬局 上野桜木1－10－11 （5842）1454

４
月
14
日

内科 島田クリニック 寿3－16－14　浅草寿ビル2階 （3843）5356
内科 織田消化器科クリニック 下谷3－7－2 （3871）0822
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 米山薬局 下谷3－8－9 （3872）3381

４
月
21
日

内科 元浅草いけだクリニック 元浅草4－7－22 （3841）2121
内科 サンライズクリニック 東上野1－7－2　2階 （3836）3321
歯科 ことぶきわたなべ歯科医院 寿2－3－6 （3845）8020
薬局 山村薬局 上野5－26－16 （3831）9312

４
月
28
日

内科 本宮形成・整形外科 寿4－10－11　生井ビル2階 （3841）4361
内科 城所医院 北上野2－26－5 （3844）0510
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433

４
月
29
日

内科 磯野外科内科 駒形1－5－17 （3843）5631
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 はじめ歯科 寿3－4－4　ラルーチェ寿101 （5827）4618
薬局 コトブキ永生堂薬局 寿3－15－17 （3844）5527
薬局 竹内薬局上野店 北上野1－1－11 （6231）7680

月日 当番医・薬局 所在地 電話番号
４
月
30
日

内科 浅草のもとクリニック 浅草3－7－7 （5603）8808
内科 東京ユニリバースクリニック 上野7－7－7　早稲田ビルヂング2階 （5830）1201
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 富士薬局 浅草3－27－10 （3875）1193

５
月
１
日

内科 おのだ医院 今戸1－3－13　さくらコーポ201 （3876）3818
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3　2階 （5830）3112
歯科 代田歯科医院 寿3－7－10 （3841）2051
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13 （3872）6676

５
月
２
日

内科 浅草ハートクリニック 花川戸1－13－15 （6231）7581
内科 かとう医院 根岸3－12－14 （5603）7161
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
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 レーメイ堂薬局 根岸3－9－18 （3872）5349

５
月
３
日

内科 江戸通り おだ内科・皮フ科 柳橋1－20－4　深代ビル3階 （3862）4188
内科 吉田産婦人科医院 池之端2－5－44 （3821）3915
歯科 はな歯科 寿1－6－7　ユーハイツ伸光202 （3842）8712
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店 浅草橋1－30－9 （5829）8611

５
月
４
日

内科 大塚医院 浅草4－28－13 （3873）2853
内科 飯山医院 入谷1－7－7 （3872）7873
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433

５
月
５
日

内科 行徳内科医院 蔵前4－3－7 （3851）9000
内科 かとう医院 根岸3－12－14 （5603）7161
歯科 五明歯科医院 駒形2－5－3　モチヅキビル2階 （3845）1987
薬局 レーメイ堂薬局 根岸3－9－18 （3872）5349

５
月
６
日

内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6 （5806）3077
内科 武内クリニック 根岸5－16－8 （3873）1202
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 西浅草調剤薬局 西浅草3－2－7 （3841）5816
薬局 平和堂薬局 根岸5－22－11 （3874）4750

５
月
12
日

内科 浅草二天門クリニック 浅草2－34－7　グレイプス浅草2階 （5830）0121
内科 同善会クリニック 三ノ輪2－12－12 （3801）6180
歯科 ひきば歯科医院 蔵前4－33－8　HKビル2階 （3865）3418
薬局 たから薬局浅草店 浅草2－34－7　グレイプス浅草1階 （5827）0365

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
☎ （5272）0303　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター　毎日24時間　☎#7119（プッシュ回線）（ダイヤ
ル回線からは　☎ （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
　（☎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.lg.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　☎ （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

（4月28日～5月6日）
4月28日・29日、5月3日～6日　午前8時45分～午後9時45分
4月30日～5月2日　午後0時45分～9時45分

診療日・受付時間 月～土曜日　午後6時45分～午後9時45分
日曜日・祝日  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　☎ （5812） 2067

ご利用にあたって
※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する場合、

別途「選定療養費」の負担が生じることがあります。こどもクリニッ
クは治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。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。

広報

台東区長賞・台東区長奨励賞の受賞者が決まりました

（3）　平成31（2019）年　4月5日 第1226号

※4月27日㈯～5月6日㉁までの10連休では、記載の当番医・当番薬局以外にも診療等を行っている医療機関があります。
　詳しくは、区ホームページや区民事務所等の窓口に設置している小冊子をご覧ください。

4・5月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

対象 区内在住か在勤（学）で表中の「対象」に該当する方　申込方法 往復はがき（1講座1通）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤
務先（学校）名・所在地・電話番号を書いて各会場へ（抽選）※親子対象の講座は、保護者と子供の氏名（ふりがな）・年齢・性別を書いてください。（原則、1組は保護者・子
供各1人）　 申込締切日 5月8日㈬（必着）　問合せ 各会場へ

子供から高齢者まで学べる 生涯学習ラーニングスクエア

●根岸社会教育館　〒110－0003　台東区根岸5－18－13　☎（3876）2103
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

自分も相手も大切にするコミュニ
ケーション～傾聴入門～ 月 8 5月20日～7月8日

午後6時30分～8時30分 16歳以上
20人 無料

やさしいお箏（こと）
～雅な音色を楽しみましょう～ 水 8 5月22日～7月10日

午後2時～4時 15人 3,000円

親子木工工作
～自分だけの椅子を作ろう～ 日 6 5月19日～6月23日

午前10時～正午
4～7歳の子
供と保護者 12組 2,000円

シニアライフセミナーくらし～力
いらず・安全に・快適な住まいの
お手入れ～

火 8 5月21日～7月9日
午後2時～4時 55歳以上 30人 2,000円

●今戸社会教育館　〒111－0024　台東区今戸2－26－12　☎（3873）4140
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

はじめての和裁～大人の女性用
ゆかたづくり～ 木 10 5月23日～7月25日

午後6時～8時

16歳以上

12人 無料

やさしい囲碁 金 8 5月31日～7月19日
午後2時～4時 20人 500円

らくらく気功 月 8 5月20日～7月8日
午後4時～6時 10人 無料

シニアライフセミナーこころ～笑お
う！見つけよう！大人のあそび心～ 水 8 5月22日～7月10日

午前10時～正午 55歳以上 20人 無料

●谷中区民館  ※こちらの申込み・問合せは〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課☎ (5246) 5821
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

楽しく描こう～鉛筆で描く、は
じめての自画像と肖像画～ 月 6 5月27日～7月1日

午後6時30分～8時30分 16歳以上 20人 1,500円

●社会教育センター　〒110－0015　台東区東上野6－16－8　☎（3842）5352
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

基本の料理教室
～一汁三菜を食卓に～ 木 5 5月23日～6月20日

午後6時30分～8時30分

16歳以上

16人 5,000円

古典文学に描かれた歴史上の人物た
ち～〈偽作〉されたキャラクター～ 金 8 5月24日～7月12日

午後6時30分～8時30分 30人 300円

占い入門～あなたにもできる！
数秘タロットと手相占い～ 水 8 5月22日～7月10日

午前10時～正午 16人 240円

●千束社会教育館　〒111－0032　台東区浅草4－24－13　☎（3874）5450
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

はじめての茶の湯 火 8 5月21日～7月9日
午前10時～正午

16歳以上

20人 4,000円

初めてのパッチワーク～ティッシュケース・
ポーチ・トートバッグを作りましょう～ 金 8 5月24日～7月12日

午後2時～4時 20人 2,500円

楽しく優雅に
～はじめてのベリーダンス～ 日 8 5月19日～7月14日※6月9日を除く

午前10時～正午 25人 無料

●小島社会教育館　〒111－0056　台東区小島1－5－2　☎（3861）5063
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

ヴォイストレーニング～気持ち
よく歌うためのい・ろ・は～ 木 8 5月23日～7月11日

午後2時～4時 16歳以上
20人 1,000円

デジタルカメラ入門
～写真の基礎を楽しく学ぼう～ 月 8 5月20日～7月8日

午後6時30分～8時30分 20人 3,000円

やさしい親子空手 日 7 5月19日～6月30日
午前10時～正午

4～7歳の子
供と保護者 15組 無料

　区では、昭和56年度から東京藝術大学生の優秀な
日本画、油絵・版画の卒業作品制作者に「美術分野
における台東区長賞」、平成20年度から彫刻や工芸・
デザインの分野で学ぶ学生の育成・支援のため「台
東区長奨励賞」を、平成29年度からは音楽分野の実
技専攻者の中で優秀な成績をのこした卒業・修了生に

「音楽分野における台東区長賞」を授与しています。
平成30年度は次の作品に決定しました（敬称略）。
●美術分野における台東区長賞　4月14日㈰～6月
7日㈮まで区役所１階台東アートギャラリーで展示
します。　 作品名・氏名 日本画「中心に在る」・田尻
周也、油画「雪の日」・高橋穂
●台東区長奨励賞　上野中央通り地下歩道内（C4

出口付近）で2020年2月頃まで展示しています。
作品名・氏名 彫刻「Vortex shell」・常見龍太郎、彫
刻「ポートレート　旧友」・猪俣友莉、工芸「Play
ground for Humans」・高田ちさと、工芸「opening-
ending」・速水紫乃、デザイン「コンプレッサー」・

◀︎「雪の日」
　 高橋穂

◀︎「中心に在る」
　 田尻周也

山越真衣、デザイン「衣替え」・松元悠馬
●音楽分野における台東区長賞　8月24日㈯に旧東
京音楽学校奏楽堂で記念演奏会を開催する予定で
す。　 専攻・氏名 ピアノ専攻・開原由紀乃、古楽専
攻・宮㟢賀乃子

問合せ 文化振興課☎（5246）1153


