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区の世帯と人口（4月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

119,584（＋345）

人

200,003（＋261）

口
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平 成 か ら 令 和 へ〜平成のできごと〜
平成28（2016）年
国立西洋美術館が世界文化遺産に登録決定

令和

平成28（2016）年
「花の心 たいとう宣言」告示
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平成21（2009）年
東京23区初の区立病院
「台東病院」開設

平成13（2001）年
台東区循環バス「めぐりん
（現 北めぐりん）
」運行開始

平成19（2007）年
台東区発足60周年

平成9（1997）年
台東区発足50周年
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平成元（1989）年
ジュエリーブリッジ（上野駅前
ペデストリアンデッキ）開通
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平成29（2017）年
台東区発足70周年

平成24（2012）年
®
24
」の開業にあわせて、
「東京スカイツリー
「浅草文化観光センター」がリニューアルオープン
23

平成13（2001）年
生涯学習センター開設

浅草駅周辺

平成元年
の風景

平成
上野駅周辺

谷中ぎんざ

平成31年3月27日台東区の人口が20万人を超えました
台東区の人口が、3月27日時点で、200,062人となり、約42年ぶりに20万人を超えました。区の人口は、戦後、増加を続け、昭和35（1960）
年には最多となる約32万人に達しました。以降、高度経済成長期からバブル経済期を経て一貫して減少傾向で推移を続け、平成7（1995）年には
昭和35（1960）年の半数程度となる約15万人にまで減少しましたが、平成7（1995）年から平成12（2000）年にかけては、人口の都心回帰を受
けて、約40年ぶりに増加に転じ、以降、一貫して増加傾向で推移を続けています。
人口が20万人を超えた台東区は、「世界に輝く ひと まち たいとう」の実現を目指して、今後も区政を展開していきます。
広報「たいとう」5月5日号（№1228）の発行日は、5月8日㈬になります

平成31（2019）年 4月20日

き ごう

講演を行った際に揮毫した
「飛翔」

児童手当、子ども医療費助成の申請（※）

お知らせ

区役所代表
1階
☎（5246）1111
⑤番窓口 から各担当へお問合
せください
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1日
券の販売
母子健康手帳の交付

住 民 税 の 納 税 は、 便 利 な
口座振替をご利用くださ
い

▽納期（口座振替日）
・期別納付の場合
第１期 ７月１日㈪
第２期 ９月２日㈪

☎（５２４６）１１１４

介護保険サービスの給付、利用者負担の軽減についての
2階
介護保険課
相談および申請
③番窓口 ☎（5246）1249

※他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務、住民基本台帳ネットワークを利用した業
務は、取り扱いできない場合があります。詳しくは、各担当へお問合せください。

区では、区有施設について受動
喫煙防止対策に関する方針を定め
ました。区有施設を原則禁煙（一
部施設を除く）とし、区民をはじ
めとする利用者の受動喫煙防止を
図っていきます。
受動喫煙防止の取り組みに、ご
理解・ご協力をお願いします。
▽方針の概要

介護保険サービスの利用についての相談

①区有施設は、屋内・屋外のいず
れも禁煙（敷地内禁煙）を原則
とし、喫煙室の撤去や閉鎖など

金婚・ダイヤモンド婚

おめでとうございます

金婚は結婚 周年（ダイヤモン
●金婚
・吉田猛・澄江（松が谷３）
ド婚は 周年）を迎えたご夫婦で、
・笹子直彦・悦子（日本堤２） 平成 年２月までに申請した方を
。
・ 原宣昭・千惠子（日本堤１） 掲載しています（申請順 敬･称略）
●ダイヤモンド婚
掲載を希望する方は、左記へご

60

・日下部邦夫・通子（元浅草２） 連絡ください。
・本山達也・玲子（上野４）
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
・小松禎次・祥子（入谷２）
階⑥番 )
・丸山三代次・タケ子（松が谷４） ☎（５２４６）１２２１

⑤二輪車の交通事故防止
▽問合せ 交通対策課

☎（５２４６）１２８８

隅田川花火大会（７月
日㈯）市民協賛者募集

台東リバーサイドスポーツセンター
1口のみ
野球場（団体席）

50,000円

22人

100口程度

▽特典 特設観覧席へご招待

500口程度

▽方針の実施時期 ７月１日㈪か
ら
※個々の区有施設の対応について
は、各施設に直接お問合せくだ
さい。
▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１１７８

台東ボランティア・地域
活動サポートセンターか
ら～５月の開所日が変わ
ります～

土曜開所日は、毎月第３土曜日
午前９時～午後５時ですが、５月
は 日㈯に変わります。
また、福祉なんでも相談も同日
午後１時～４時 分に変更します。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（３８４７）７０６５

春の全国交通安全運動

5人

※会場アは第２打上会場を観覧す

るパイプ椅子席、会場イ・ウ・
エは、第１打上会場を観覧する
ビニールシート席です。
※招待人数は、申込代表者を含め
た総人数です。大会当日時点で
満１歳以上の子供は、１人とし

ふりがな

て招待人数に数えます。
▽申込方法 はがき（１グループ
１枚のみ）に希望会場（ア～エ
の１か所のみ）
・協賛口数（ア
のみ記入・最大４口まで）
・代

表者の郵便番号・住所・氏名・
電話番号を書いて左記問合せ先

へ
※当選者には、６月 日㈪までに
振込用紙を送付します。
▽申込締切日 ５月 日㈬（消印
有効）
※詳細は隅田川花火大会公式ホー
ムページをご覧ください。
８６４０ 墨田
▽問合せ 〒
区役所内 隅田川花火大会実行
委員会市民協賛受付墨田事務局
☎（５６０８）１１１１㈹
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浅草芸能大賞区民審査委
員募集

大衆芸能の分野で、東京を中心
に活動している芸能人の実績と最
近の活動状況を踏まえ、一般公募
した区民審査委員が受賞候補者を
推薦します。その結果を参考に、
専門審査委員が決定しています。
▽任期 ６月 日㈪～平成 年３
月 日㈬
▽対象 ４月１日現在、 歳以上
で区内在住の方
人（抽選）
▽定員
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・性別・電話番号を書い
て左記問合せ先へ
※年齢・性別等を考慮して決定し、
６月中旬に決定者にのみ通知
（必着）
▽申込締切日 ５月 日㈮
０００４ 下谷
▽問合せ 〒
台東区芸術文化財
１ ２
団☎（５８２８）７５９１

33

18

マイナンバーカードの申請・交付
特別永住者証明書の申請・交付

第３期
月 日㈭
第４期 平成 年１月 日㈮
・一括納付の場合
７月１日㈪
※第１～４期までの全額が引き落
としとなります。
▽問合せ 税務課税務係

10,000円

15

31

住民税・軽自動車税の納付・還付
※還付額は5万円未満に限る

住民税（特別区民税・都民税）
の普通徴収分を納めるときに、口
座振替（自動払込）を利用すると
大変便利です。

1口のみ

2階
介護保険課
④番窓口 ☎（5246）1245
要介護認定についての相談および申請

の対策を行います。
②路上喫煙や受動喫煙を防止する
ために喫煙場所を確保する観点

130

－

17

戸籍証明（全部・個人事項証明書、身分証明書等）の交
付

31

※荒天等の場合は７月 日㈰に延
期します。延期・中止の場合で
も協賛金は返還しません。

31

－

転入・転出・区内転居・世帯変更等の届出（※）

区有施設の禁煙にご協力
ください

交通事故にあわないために、正
しい交通ルールと交通マナーの実
践を習慣付けましょう。
▽期間 ５月 日㈯～ 日㈪
▽運動の重点
①子供と高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底

1,550口程度

1階
戸籍住民サービス課
⑪番窓口 ☎（5246）1162
戸籍の届出（※）

戸籍住民サービス課
☎（5246）1163

から、区有施設敷地内の喫煙場
所は、公衆喫煙所の形態であれ
ば設置可とします（学校等は不
可）
。
③利用状況等により、①②の対策
が困難な区有施設は、施設専用
の喫煙室等を設置するものとし

④飲酒運転の根絶

5人

台東リバーサイドスポーツセンター

住民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者医療
1階
収納課
保険料・介護保険料の納付相談
⑤番窓口 ☎（5246）1107

昨年７月に健
康増進法の一部
を改正する法律
や東京都受動喫
煙防止条例が公
布され、多くの方が利用する施設
において受動喫煙防止対策が段階

住民票の写し等の交付

1階
⑧⑨番
窓口
印鑑登録証明書の交付

ます。

10,000円

28 ウ 少年野球場

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の
納付
※還付事務の取り扱いなし

的に強化されます。

50

－
11
110
－

1,850口程度

台東リバーサイドスポーツセンター
イ
1口のみ
野球場

原動機付自転車（125cc以下のバイク）の登録・廃車
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く（※）

手続きは、口座のある金融機関、
区民事務所・同分室、区役所３階
⑩番税務課へ通帳と届出印鑑を持
参し、 預｢金口座振替（自動払込）
依頼書 で
｣ お申込みください。
納期の最終日に、指定した口座
から自動的に振り替えて納税する
ことができます。
※平成 年度第１期分からの振り
替えを希望する方は、５月 日
㈮までにお申込みください。

20

通知カード、マイナンバーカードの券面変更・再交付申
1階
戸籍住民サービス課
請
⑥番窓口 ☎（5246）1164

31

27

1人

4口まで

ア 墨田区側両国親水テラス

25

住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る
※交付は平成30年度課税（平成29年分）以前の証明に
限る

振興課☎（5246）1153

1階
子育て・若者支援課
⑫番窓口 ☎（5246）1232

ださい。 場所 区役所1階台東
アートギャラリー 問合せ 文化

問合せ
窓口番号
取扱業務

を展示しています。ぜひ、ご覧く

50

6,000円

エ

4月27日㈯から5月6日㉁にかけ10連休となるため、下記のとおり臨時に窓口を開庁し、
一部業務を実施します。
第23回台東区福祉大会で、記念

総募集口数

申込可能
協賛金額
招待人数
口数
※1口あたり ※1口あたり

場所

30

11

5月2日㉁午前9時～午後5時に区役所本庁舎の
一部窓口を開庁します
台東アートギャラリーに
書家 金澤翔子さんの作品を展示しています

印鑑登録・廃止

32 31

国民健康保険の加入、喪失の届出（※）
※給付事務の取り扱いなし

10

10

軽自動車税納税証明書の交付
※有効期限が2019年5月30日までのものに限る

31

第 1227 号 （2）
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相談
ください。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847－3611〉

広報

健康

生活安全推進課
☎（5246）1044

ます。

や区役所にご連絡ください。

練中の旅費・食費は実費
※給付後の飼育・管理・治療にか

不審な電話がかかってきたら、迷
わず110番または、最寄りの警察署

10

④世帯全員の所得税額合計の月平
均額が７万７千円未満

・金融機関・銀行協会・大手百貨
店・家電量販店・警察官などか
ら「新しいカードに作り替えな
いといけない」と言われた。
◎ご注意ください！
金融機関や警察官などが、キャ
ッシュカードを受け取りに来るこ
とはありません。

かる一切の経費は自己負担
※介助犬・聴導犬は、待機者が今
年度の予定頭数を上回っている

カードをだまし取る手口

31

⑤借家の場合は家屋の所有者から
盲導犬の飼育許可を得られる
⑥盲導犬との宿泊訓練（４週間）

・区役所などの職員を名乗る人か
ら「還付金があります」という
電話があった。
・銀行などのATMへ行くように
指示された。
◎ご注意ください！
ATMで還付金を受け取ることは
できません。

18

都では盲 導 犬 を給 付して
います

還付金詐欺（ATMから犯人
の口座に送金させる手口）

理券を貼って出してください。
▽拠点回収 区の施設などの拠点
に出すことができます。回収日

区内で「振り込め詐欺」の被害が
多発しています。電話で次のような
「お金の話」が出たら、詐欺です。

水防訓練を実施し ま す
～５月は水防月間 で す ～

燃やすごみの量を減らすために
は、雑がみの分別が大切です。
雑がみとは、家庭から排出され
た紙類のうち「新聞」
「雑誌」
「段
ボール」
「紙パック」以外の、資

源になる紙類です。

▽雑がみの例
トイレットペーパー
ラップなどの芯

区と第六消防方面本部の合同で、
水防訓練を実施します。

女性医師による女性のた
め の 健 康 相 談「 婦 人 科 」
（予約制）

パンフレット類

「振り込め詐欺」
にご注意ください

問合せ

消防署・消防団による「積土の
う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを利用した「住宅浸水

お菓子・ティッシュ
などの空き箱

が可能
ため、申込受付は行いません。
頭（東 ※申込方法等、詳しくは左記へお
▽ 年度給付予定頭数
京都全体）
問合せください。
※審査や待機者がいるため、申請 ▽問合せ 障害福祉課（区役所２
後すぐに給付を受けられません。 階⑩番）
▽費用 訓練等の費用は無料、訓
☎（５２４６）１２０１

（※1）空調機器や照明器具等、幅広い機器が対象。詳しくは右記へお
問合せください。
（※2）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みど
りの条例の適用を受ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外
（※3）プランター等容器・花苗・土・肥料の購入費等が対象

紙袋・包装紙

や実施施設は、各家庭へ配布し
▽対象 区内在住で満 歳以上の
た「ごみ出しカレンダー」や、
在宅の方で、次の全てに該当す
区ホームページでご確認くださ
る方
い。店舗や会社から出る事業系 ①身体障害者手帳
（視覚障害１級）
のものは出せません。
を持っている
▽集団回収 町会や管理組合など、 ②盲導犬を使用することで社会活
地域の皆さんが、各家庭から出
動への参加が可能になる
③都内におおむね１年以上居住

①１平方メートルあたり3万円×助成対象
面積 ②助成対象経費（※3）（消費税を除
く）×50％
※①と②のいずれか低い額（上限5万円）

▽日時 ５月７日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階

プランター設置（玄関先
や店先に花や緑を植えた
プランターを置く場合）
（※3）

防止対策」なども行います。
また、ＶＲ防災体験車を会場内
に配置し、臨場感のある疑似防災
体験もできます。ぜひ、会場にお

民間貸駐車場緑化（駐車 ①１平方メートルあたり1万円×助成対象面積
場に植込地を作り、緑化 ②工事費用（消費税を除く）×50％
をする場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

り次第、受付終了）
▽対象 区内の建物に導入する方
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８１

地先緑化（建物の周り等 ①１メートルあたり1万円×助成対象緑化延長
に植込地を作り、樹木を ②工事費用（消費税を除く）×50％
植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）
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第 1227 号

る資源を集め、回収業者に引き
渡しています。回収日や回収場
所は、町会や管理組合にお問合
せください。区では、回収量に
応じた報奨金（１キログラムあ

壁面緑化（建物の壁面に
①１平方メートルあたり5千円×助成対象面積
ネット等を取り付け、つ
②工事費用（消費税を除く）×50％
る性植物等で緑化する場
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）
合）
（※2）

▽対象 区内在住か在勤の女性で、
更年期や月経障害・不妊などで
お悩みの方

①１平方メートルあたり2万円×助成対象面積
屋上緑化（建物の屋上を
②工事費用（消費税を除く）×50％
緑化する場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限30万円）

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

本体、付属機器の購入費および設置費用の合
計（消費税を除く）×50％（１台の上限５万円、
2台まで申請可）

30

たり６円）を支給しています。
店舗や会社から出る事業系のも
のは出せません。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１

雨水タンク設置

30

11

11

環境
リサイクル

窓、外壁等の遮熱・断熱 工事費用（消費税を除く）×20％（上限15万
改修
円）

※申請方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、下記へ
お問合せください。
▽期間 通年受付（予算が無くな

①１平方メートルあたり2千円×助成対象塗布
面積 ②工事費用（消費税を除く）×50％※
①と②のいずれか低い額（上限15万円）

30

「平成 年度みどりの実態
調査」の結果が出ました

高反射率塗料施工

30

※紙についている大きな金属やビ
ニールは取り外してください。
※個人情報は塗りつぶすか切り取
ってから出してください。
▽リサイクルできない紙類の例

出力1キロワットあたり5万円（戸建住宅は上
太陽光発電システム設置 限20万円、共同住宅共用部・事業所は上限
50万円）

カーボン紙
（複写伝票など）

省エネ機器等の導入に対して助成を行っています

省エネ効果が認められる 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
機器への入れ替え（※1） 万円）※事業所のみ

においのついた紙

住宅や事業所へ省エネ効果のあ
る機器等を導入する場合、助成を
行っています。機器をお得に導入
し、省エネに取り組みましょう。

共同住宅共用部用LED照 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
明改修
万円）※共同住宅のみ

汚れた紙

平成 年度に、区内のみどりの
状況を把握するため、みどりの実
態調査を実施しました。
調査結果は区ホームページに掲
載しています。
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１３２３

福祉

（高齢・障害等）

手 話 通訳 者 が待 機してい
ます
助成額

家 庭 用 燃 料 電 池（ エ ネ
14万円（1台まで）※家庭のみ
ファーム）設置

17

まだまだできるリサイク
ル

▽雑がみの出し方
①箱類は中を空にして平らにする
②メモ紙など小さな紙片は、使用
済みの封筒などに入れる
③散乱しないように、紙袋などに
入れて紐でしばる

④集積所での資源回収や集団回収
に出す
●資源回収にご協力ください

聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が、区役所の窓口で
円滑な手続きや日常生活の相談等
ができるよう、手話通訳者を配置

しています。
▽日時 毎週水曜日
（閉庁日除く）
午後３時～７時
▽場所・問合せ 障害福祉課 区(
役所２階⑩番）
☎（５２４６）１０５８
（５２４６）１２０９
助成対象

家庭から出る資源を、次の方法
で回収しています。
※回収できる資源は、区ホームペ

ージをご覧になるか、下記へお
問合せください。
▽集積所回収（週１回） お近く

の集積所（コンテナが設置され
る場所）にルールを守って出し
てください。店舗や会社から出

る事業系のものは、有料ごみ処
FAX

●雑がみは資源として出しましょ
う
燃やすごみの中には約 ％のリ
サイクルできる紙類が混入してい

●民生委員・児童委員ってどんな人？ 民生委員は、厚生労働
大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員で、ボランティアと
して活動しています。民生委員は児童委員を兼ねており、担当
区域をもっています。
委員の中には、担当区域を持たず、子供を取り巻く問題を専門
に担当している主任児童委員もいます。
●どんな活動をしているの？ 高齢者や障害のある方、子育て
中の方などの生活上の相談を受け、必要に応じて区や関係機関
を紹介し、適切な支援につなげていきます。また、関係機関と
連携して、高齢者への声掛けや見守りなども行っています。
●こんなときにはご相談を ①身体の障害や高齢で、暮らし・
生活に不安がある ②福祉サービスの制度や窓口が分からない
③育児や子供のしつけで悩んでいる ……など
※相談内容等の秘密は守られますので、ご安心ください。
お住まいの地域の担当委員については、
下記へお問合せください。
●民生委員・児童委員を紹介します「活動パネル展」
期間 ①5月7日㈫～10日㈮ ②5月13日㈪～17日㈮
場所 ①生涯学習センター1階アトリウム ②区役所1階ロビー
問合せ 福祉課福祉振興係☎（5246）1172

越しください。
▽日時 ５月 日㈯
午前９時 分～ 時 分
▽場所 隅田公園山谷堀広場
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

～支えあう 住みよい社会 地域から～

シルバー人材センターで
は掃除の依頼を受付けて
います

5月12日は「民生委員・児童委員の日｣ です

個人のお宅の日常掃除や、換気
扇・窓・網戸の掃除等、大掃除の
依頼も受付けています。
※詳しくは、左記問合せ先へ
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

（3） 平成31（2019）年 4月20日

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246-1031〉
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オリエンタル上野健診センター 上野1−20−11

（5816）0720

鶯谷健診センター

根岸2−19−19

（3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

（3874）9981

東京トータルライフクリニック

雷門2−6−3
（5806）9871
ユニカ雷門ビル2階

あさくさ雷門前クリニック

雷門2−11−8

（5827）2700

浅草寺病院

浅草2−30−17

（3841）3330

浅草クリニック

浅草4−11−6

（3876）3600

台東区立台東病院

千束3−20−5

（5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

（3876）1711

人間ドック（日帰り）受診者に検査料金の一部を補助します

▽対象 台東区の国民健康保険ま

たは後期高齢者医療制度加入者

で、申込日現在 歳以上の、
年度分までの保険料を完納した
方（妊娠中の方を除く）

（5807）8171

●届出は 日以内にお願いします
届出が遅れると、資格が発生し
たとき（加入の届出日ではありま
せん）まで、最長２年間さかのぼ
って保険料がかかります。なお、
さかのぼって加入した期間の医療
費は、全額自己負担になります。
※会社の保険が切れてから加入手

上野1−16−16

都営住宅入居者募集
（東京都公募）

ームページからダウンロード可）

ています

区内で建築物の共同化やまちづ
くりルールの作成などの取り組み
を行う団体に対し、専門家（まち
づくり相談員）を派遣しています。

また、まちづくり活動を始める
初動期の取り組み（勉強会、地域
の課題・目的の整理、団体の活動

方針の決定、
組織体制の整備など）
に対する派遣も行っています。
▽対象 まちづくりを目的として、

複数の区民により設置されたま
ちづくり団体または、まちづく
りを始める初動期のまちづくり

団体
※このほか、まちづくり活動推進

浅草橋1－30－9
医の森クリニック浅草橋健診セ
ヒューリック浅草橋 （5809）3601
ンター
江戸通り4階

団体に対する助成も行っていま
す。詳しくは、左記へお問合せ
ください。

▽問合せ 計画調整課
☎（５２４６）１３６４

【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の前日
（土・日曜日・祝日を除く）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８

保険・年金

▽受診場所 区内の契約医療機関
（下表のとおり）
※利用者が、契約医療機関へ予約

▽補助額 契約検査料金（医療機
関によって異なる。おおむね４
～５万円）のうち２万円（年度

三倉クリニック

フ ァ ミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター会員募集
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
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
と実費が支払われます。
続きをしてください。会社の保
険が切れていないと、国民健康
保険証は発行できませんのでご
注意ください。

☎（５２４６）１２５２

▽問合せ 国民健康保険課資格係
（区役所２階⑫番）

（3833）7351

▽申込み・問合せ 東京都住宅供
階⑬番国民健康保険課・１階戸
給公社都営住宅募集センター
籍住民サービス課、区民事務所
☎（３４９８）８８９４
・同分室、地区センター
▽問合せ テレホンサービス
▽開設期間 平成 年３月 日㈫
☎（６４１８）５５７１
まで（上表①②は月曜日休館・
台東区内での申込書配布場所に
祝日の場合は翌日、③は３
６ ９・ 月の第２水曜日休館、 ついては、台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７
④は第３火曜休館、祝日の場合
は翌日）
地 域 の ま ち づく り を 進 め
▽問合せ 国民健康保険課
る た めに 専 門 家 を 派 遣 し
☎（５２４６）１２５１

内１回）
※受診の２週間前までに申込みが
必要です。詳しくは、左記へお
問合せください。
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）
☎（５２４６）１２５１

永寿総合健診・予防医療セン 東上野3−3−3
ター
プラチナビル2階

職種 教員（幼稚園） 対象 幼稚園教諭普通免許状をお持ちの方または平
成32年4月1日までに取得見込みの方で、昭和60年4月2日以降に生まれ
た方 勤務地 23区の区立幼稚園（大田・足立区を除く） 選考方法・日程 筆
記試験（第1次選考）
・6月23日㈰ 申込期間 持参は5月7日㈫・8日㈬、
郵送は5月7日㈫まで（消印有効） 申込書配布場所 各区教育委員会事務
局（台東区は区役所6階①番指導課）か下記問合せ先 問合せ 特別区
人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当（千
代田区飯田橋3－5－1東京区政会館17階）☎（5210）9857

（3834）3518

特別区立幼稚園教員採用候補者募集

東上野2−18−6

愛誠病院上野クリニック

電話番号

住所

医療機関名

30

・

▽募集住宅 家族向・単身者向等
（抽せん方式）
▽申込書配布期間 ５月７日㈫～
日㈬（閉庁日を除く）
▽申込書配布場所 区役所１階戸
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（東京都住宅供給公社ホ

31

▽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

退職等で職場の健康保険をやめ
る方は、国民健康保険の加入手続

30

子育て・教育

11

35

32

住宅
まちづくり

12

国民健康保険加入者の皆
さんへ～日帰り「国保温
泉センター」の割引券を
差し上げます～

利用料金 一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）
（割引料金）520円、小学生210円 480円、小学生210円 700円、小学生250円 620円、小学生210円

東京都国民健康保険団体連合会
では、国民健康保険加入者を対象
に、日帰り温泉施設「国保温泉セ
ンター」を開設しています。
・JR五日市線武蔵五日 ・JR青梅線奥多摩駅か ・JR五日市線武蔵五日 ・JR五日市線武蔵五日
市駅からバス60分
ら徒歩10分
市駅からバス17分
市駅からバス20分
交通
・中央高速上野原イン ・圏央道青梅インター ・圏央道あきる野イン ・圏央道日の出インタ
ターから50分
から55分
ターから30分
ーから25分

14

30 14

12

12

子育て心理相談（予約制）

30

国民健康保険の加入手続
きをお忘れなく

※会員同士で相談の上、子ども家
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
きが必要です。
▽必要な物 職場の健康保険をや
めた証明書、本人（届出人）確
認できる物、加入する方全員と
届出人のマイナンバーが確認で
きる書類
※代理人（住民票上、
別世帯の方）
が届出をする場合は委任状が必
要です。
▽届出場所 区役所、区民事務所
・同分室（地区センターでは受
付できません）

●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
5月15日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
5月28日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

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
月 日㈰・６月 日㈮
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
▽日時 ５月 日㈰・６月 日㈮
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 生涯学習センター（車で
の来場不可）
11

●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ター
5月7日㈫午前10時～11時
谷中分室
5月8日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
生涯学習センター
5月9日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
5月10日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
5月16日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
5月17日㈮午前10時～11時
今戸児童館

5

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「自分に、子育てに

30

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 5月21日㈫・浅草保健相談センター、5月25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

45

28

15

自信がもてない」
「出産後、気分
が落ち込みがち」など、保護者の
方の相談を専門カウンセラーがお

プレママ・パパ交流会、育児相談

14

西多摩郡
西多摩郡奥多摩町 あきる野市
西多摩郡日の出町
場所
檜原村2430
氷川119－1
乙津565
大久野4718
電話番号
☎042（598）6789 ☎0428（82）7770 ☎042（595）2614 ☎042（597）1126

▽割引利用券配布場所 区役所２

・

15

④生涯青春の湯
「つるつる温泉」
③秋川渓谷
①檜原温泉センター ②奥多摩温泉
「数馬の湯」
「もえぎの湯」 「瀬音の湯」
施設名

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

受けします。
▽日程・場所
①５月 日㈬・浅草保健相談セン
ター
②５月 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）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

平成31（2019）年 4月20日

45

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
5月21日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
5月25日㈯午後1時30分～3時30分 台東保健所

第 1227 号 （4）
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社会福祉協議会をご利用ください
社会福祉協議会は、地域で暮らす皆さんや民生・児童委員、福祉諸団体、NPO法人、ボランティア等と連携・協働のもと、誰もが安心して暮らせる
まちづくりを行っています。
※対象・要件等、詳しくはホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。
台東区社会福祉協議会キャラクター「はっぴぃ」

●高齢者、障害者に関すること

▶︎

Ⓡ

●子供に関すること

●家事介護サービス（会員制） 協力会員（有償ボランティア）
が日常生活のサポートをします。
●身の回り応援サービス 協力会員（有償ボランティア）が30
分以内でできる、専門性のないちょっとした困りごとをサポー
はつらつサー
トします。
ビス
●配食サービス（会員制）
●紙おむつの支給（利用条件あり）
●訪問理美容券の支給（利用条件あり）
●住宅用火災警報器の設置助成（利用条件あり）

●ファミリー・サポート・センター（会員制） 提供会員（有償
ボランティア）が、提供会員宅・児童関係施設等での子供の預
かりや保育施設等への送迎等、子育てを支援します。依頼会員
と相談の上、児童関係施設を利用することもできます。
台東区ファミ
※利用には、入会説明会での会員登録が必要
リー・サポー
●お泊りサポート（会員制・利用条件あり） 提供会員の自宅 ト・センター
で、子供を宿泊預かりします。
●子育て家庭家事援助利用券（利用条件あり） 乳幼児を育て
る家庭に、ホームヘルパー費用の一部を助成します。

●福祉サービス利用援助事業 判断能力が十分でない認知症高
齢者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスの利用手続きや、
日常生活費の預貯金の出し入れなどのお手伝いをします。
●福祉サービスの苦情受付・福祉の法律相談
●財産保全管理サービス 判断能力はあるが、高齢（おおむね
60歳以上）や身体的な障害のため、日常の金銭管理が困難な方 あんしん台東
に対し、預貯金の出し入れなどのお手伝いをします。
●成年後見制度 普及・啓発活動・各種相談 成年後見制度に関
する講座や相談会を実施しています。各種相談も受付けています。
●市民後見人養成 市民後見人の養成研修・育成・活動支援を
進めています。

●生活福祉資金（教育支援資金） 高校・大学・短大・専門学
校等の入学金、学費の貸付の相談を受付けています。
●受験生チャレンジ資金（塾代・受験代） 中学3年生、高校3
年生などの受験にかかる塾受講料と受験料の貸付の相談を受付
けています。

●車いすの貸出し（一時的な利用）
●福祉車両の貸出し（外出に大きな制限を受ける方）

台東ボランテ
ィア・地域活
動サポートセ
ンター

●お金に関すること
●生活福祉資金（福祉資金） 日常生活を送る上で、出産・葬儀
・住居の移転・住宅改修等、一時的に必要な資金の貸付の相談
を受付けています。
●生活福祉資金（緊急小口資金） 貸付対象理由により、緊急か
生活支援室
つ一時的に困窮している世帯への貸付の相談を受付けています。
●不動産担保型生活資金(高齢者対象） 65歳以上のひとり暮ら
しか夫婦のみの世帯に対し、現在お住まいの土地・建物を担保
にした生活費の貸付の相談を受付けています。

福祉課題を抱えている方が孤立しないよう、地域で支え合う仕組みを皆さんと
考え、問題解決に向けて取り組んでいきます。ちょっとしたことでも気になる
ことがあればご相談ください。毎月第3土曜日午後1時〜4時もご相談を受付け
ています。

食中毒発生状況、食中毒予防、食
品衛生最新情報、講習会等の案内
区内で開催されるイベントやお祭
り、区主催の事業などの催し物情報
議会日程、質問予定議員と通告内
容、議決結果

各種健診・検診の案内、健康に関
する相談、健康に役立つ情報

を登録（区ホームペ
ージから登録可）
※登録は無料、通信費
は利用者の負担
▽問合せ 広報課
☎（５２４６）１０２１

男女平等に関する講座募集の案
内、男女平等推進フォーラムの案
内、相談事業の案内
悪質商法など相談の多い消費者ト
ラブルの注意情報、消費生活関連
の講座やイベントの案内
区が主催する環境関連イベント、
環境関連事業の案内、エコライフ
情報

2

高齢者等が行方不明になった際の
捜索協力依頼情報、高齢者の見守
りや認知症に関するイベントの案内

●ボランティア情報の提供
●ボランティア保険・行事保険のご案内
●福祉学習・ボランティア体験学習の支援
●地域で活動する団体への支援

台東ボランテ
ィア・地域活
動サポートセ
ンター

●ファミリー・サポート・センター「提供会員」 提供会員宅・ 台東区ファミ
児童関係施設等での子供の預かりや保育施設等への送迎など、 リー・サポー
育児の手助けができる有償ボランティアを募集しています。
ト・センター
●はつらつサービス協力会員 高齢者・障害者のお手伝いを行
はつらつサー
う有償ボランティアを募集しています。はつらつサービスの活
ビス
動には、ボランティアポイントが付きます。
●地域福祉権利擁護事業「生活支援員」 判断能力が十分でない
あんしん台東
方への援助等を行う生活支援員を募集しています（年2回）
。

●会員募集
年会費（1口）

個人1,000円

団体2,000円

特別10,000円

申込み・問合せ
台東区社会福祉協議会☎（5828）7545

認知症カフェに参加しませんか
医療機関と地域包括支援センターが連携し、認知症カフェを区内5か所で実施しています。認
知症の方と家族・認知症に関心のある方など、誰でも参加でき、専門家や同じ立場の方と気軽に
話ができます。※詳しくは、地域包括支援センターへ（内容により実費負担の場合あり）
。
▷申込方法 電話で各問合せ先へ
名称（連携医療機関）

開催日時・場所（※）

奇数月（要予約）
オレンジカフェ ※5月は28日㈫午後2時～3時30分
（永寿総合病院） 永寿総合病院多目的ホール
（東上野2−23−16）

喫茶Y・O・U
（台東病院）

毎月第3土曜日
※5月は18日㈯午後2時～3時30分
台東病院

問合せ
永寿総合病院認知症疾患医療センター
☎（3833）8381㈹
たいとう地域包括支援センター
☎（5846）4510
まつがや地域包括支援センター
☎（3845）6505
台東病院 ☎（3876）1001㈹
あさくさ地域包括支援センター
☎（3873）8088
みのわ地域包括支援センター
☎（3874）9861

偶数月
やなか地域包括支援センター
※6月は19日㈬午後2時～3時30分
☎（3822）1556
谷中防災コミュニティセンター
奇数月の第4土曜日
ほうらい地域包括支援センター
あさがおカフェ
※5月は25日㈯午後2時30分～4時30分
☎（5824）5626
（浅草病院）
浅草病院（今戸2−26−15）
毎月第3水曜日
くらまえカフェ
くらまえ地域包括支援センター
（東京トータルラ ※5月は15日㈬午後1時30分～3時30分
☎（3862）2175
イフクリニック） くらまえ地域包括支援センター
（※）開催日時・場所は変更の場合あり。事前に各地域包括支援センターへお問合せください。
カフェやなか
（土田病院）

第2火曜日午後2時～3時30分
第3月曜日午後1時30分～3時
第3金曜日午後1時30分～3時
第2水曜日午後1時30分～3時
第4金曜日午後1時30分～3時

※月により、開催日を変更する場合があります。詳しくは、左記へお問合せ
ください。
※特別養護老人ホーム浅草は、室内用運動靴を持参してください。

▲ふれあい介護予防教室

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

ふれあい介護予防教
室に参加してみませ
んか

日時
第2金曜日午後1時30分～3時
第3木曜日午後1時30分～3時

体をよく動かし、きちんと食事
をし、人に出会って交流すること
で、
「寝たきり」は予防できます。
地域の身近な施設で、転倒予防
体操や健康ミニ講座・交流など、
健康に過ごすために役立つ教室を
毎月実施しています。ぜひご参加
ください。

▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５

場所
特別養護老人ホーム浅草
環境ふれあい館ひまわり
ケアハウス松が谷
生涯学習センター
（4～6月）
（7～3月）
根岸社会教育館
谷中区民館
65 台東一丁目区民館
福祉プラザ台東清峰会

「たいとうメールマガジン」を配信しています

育児相談、予防接種、子ども家庭
支援センターの行事

パソコンやスマートフォン・携
帯電話などのメールアドレスを登
録することで、区の情報をメール
で受け取ることができます。
▽登録方法 パソコンかスマート
フォン・携帯電話（下記 次元

区内の犯罪発生情報、警察からの
ニュース

コード）から、メールアドレス

主な配信情報

●ボランティア・地域活動に関すること

※下記問合せ先へお申込みください。

●地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター

種類
たいとう安
全・安心電
子飛脚便
たいとう子
育てメール
マガジン
たいとう食
の安全通信
たいとう催
し物情報
たいとう区
議会メール
マガジン
はばたき21
メールマガ
ジン
消費生活情
報メールマ
ガジン
たいとう環
境メールマ
ガジン
たいとうヘ
ルスケアニ
ュース
高齢者見守
りメールマ
ガジン

生活支援室
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催 し も の など

印刷業に携わる方

日本オーストリア 友 好150周
年交流推進事業アーリーサマー
コンサート
上野の杜で奏でる「ウィーン音
楽の時間」

から申込むか、申込書（下記問合せ先へ

日時 6月22日㈯午後2時30分開場、午後3

時開演 場所 旧東京音楽学校奏楽堂

月9日㈫・16日㈫・社会教育センター（東

住所・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）

10,000円※1企業につき2小間まで

上野6－16－8） 時間 午後6時30分～8

の方は勤務先（学校）名・所在地を書いて

申込方法 台東区産業フェアホームページ

時30分 費用 3,000円（2日間）

下記問合せ先へ（電子申請可）

出展料 2日間で1小間

②20人

講師 東都

請求）に記入しファックスで申込み※詳

浅草投扇興保存振興会

しくは台東区産業フェアホームページを

希望場所（①か②）
・住所・氏名・年齢・

ご覧ください。

性別・電話番号を書いてはがきかファック

申込締切日 5月24日㈮

問合せ 産業振興課☎（5246）1143
FAX （5246）1139

朝倉彫塑館から

定員 200

●特集展示「独断で選んだイケメン★オシ

人（抽選） 申込方法 往復はがきかファッ

メン」＆『台東鳥瞰』関連企画「齋藤陽道

対象 区内在住か在勤（学）の方

定員（抽選）①30人

申込方法 講座名・
ふりがな

スで下記問合せ先へ

申込締切日 5月21

申込締切日 5月20日㈪（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

☎（5246）1323

リサイクル

日㈫（必着） 問合せ 〒110－0004 台

●フリーマーケット出店者募集 日時 ①5

東区下谷1－2－11 台東区芸術文化財団

月25日㈯午前9時～午後4時 ②5月26日

☎（5828）7591

㈰午前8時～午後3時 場所 花川戸公園※

FAX （5828）7594

車での来場不可、天候により中止の場合あ

産業研修センターの催し

り

出店数（予定）①30店 ②20店

クスに、希望人数（2人まで）
・住所・氏名

写真展」 期間 6月5日㈬まで

・電話番号・ファックス番号、在勤（学）

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

の方は勤務先（学校）名を書いて下記問

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で

円 ②1,500円

合せ先へ（下記2次元コードから電子申請

高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用

全日程受講可能な方

定員 4人（抽選）

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

費用 3,000円（2回分）

リサイクル推進友の会（午前10時～午後4

可）

●第1回CAD入門講座「RootProCAD」

出店料 ①2,000円※区民はリサイクル推

日時（全2回）6月4日㈫・5日㈬午後6時

進友の会ホームページから予約で1,500

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

講師 清水直人氏

※4月27日㈯～5月6日㉁は開館し、7日

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

時）☎（3412）6857※ホームページか

着） 問合せ 都市交流課

㈫～9日㈭は休館します。 問合せ 朝倉彫

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

当日会場で申込み ②里彩くるカエル倶楽

☎（5246）1193

塑館☎（3821）4549

所在地を書いて下記問合せ先へ

部（午前10時～午後7時）

申込締切日 5月14日㈫（必着）

☎090（3068）3534

申込締切日 5月17日㈮（必

FAX （5246）1147

第12回浅草橋紅白マロニエま
つり
日時 5月11日㈯・12日㈰午前10時～午後

一葉記念館から

ふりがな

問合せ 台東区清

●第１回革小物 手作り教室カワヌリエで

掃リサイクル課☎（5246）1291

●第25回朗読会「五月雨」 日時 5月18日

ペンケースを作ります

日時 6月15日㈯

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

㈯午後1時30分（60分程度） 定員 60人

午後1時30分～3時30分

対象 区内在住

出店者募集 日時 6月16日㈰午前10時～

（先着順） 講師 藤井直子氏（朗読家）※国

か在勤の小学5年生以上の方※小学生は保

午後2時

出店数 23店（抽選）※区内在

5時（12日は4時まで） 場所 ヒューリッ

際博物館の日で入館無料

護者同伴 定員 10人（抽選） 講師 上川美

住の方優先

ク浅草橋ビル周辺（浅草橋1－22－16）

●文化カレッジ1「一葉と同時代の作家た

希氏（ものづくり工房 卒業生）

・年齢・電話番号・子供の年齢をメール

内容 にぎわいパレード、にぎわい広場（町

ちー乙羽・鏡花・美妙・稲舟―」 日時 6
月1日㈯午後1時30分（2時間程度）

費用 1,000円（勤労者サービスセンター
会員は500円） 申込方法 往復はがきに講

か直接下記問合せ先へ※電話での申込み

会、姉妹友好都市出店・ゲーム）
、キッズ

ふりがな

申込方法 出店日・住所・氏名

不可、営業関係の方の出店不可

クラフトコーナー、秋山武雄なつかし写真

定員 60人（抽選） 講師 千葉正昭氏（元山

座名・住所・氏名・年代・電話番号、在勤

展（トークショー・12日のみ）
、にぎわい

形県立米沢女子短期大学教授）

の方は勤務先名・所在地、会員の方は会員

定者のみ出店票を送付

市（地元企業・店舗の物販等）
、マロニエ

費用 1,000円※当日支払、別途入館料が

番号を書いて下記問合せ先へ

境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

まつり盆踊り大会（11日のみ）
、浅草橋

必要

申込締切日 5月25日㈯（必着）

☎（3866）8094

しゃべり亭（11日のみ）
、座★ステージ浅

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を書

草橋（ステージパフォーマンス・12日のみ）

いて下記問合せ先へ※複数名の記入、往復

ほか 問合せ マロニエまつり実行委員会

はがきでない物は無効

（浅草橋地区センター内）

ふりがな

申込締切日 5月

10日㈮（消印有効） 入館料 一般300円、

☎（3851）4500 マロニエまつり実行
委員会 染谷☎090（7215）7431

ひとり親家庭「春の日帰りバスハ
イク」～富士サファリパーク～
日時 6月22日㈯午前7時30分区役所集合、

午後6時着予定※雨天決行、荒天時行先変
更の場合あり

申込方法 往復はがき（1人1枚）に

対象 区内在住のひとり親

家庭の子供（4～15歳）と保護者（親子
で参加できる方） 定員 18組（抽選）

小中高生100円
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒110－0012

台東区竜泉

3−18−4 一葉記念館
☎（3873）0004

台東リバーサイドスポーツセン
ターから
●初心者のためのスポーツ教室「卓球」
日時（全7回）5月24日～7月5日の金曜日

費用 無料（昼食代は自己負担）※台東区母

午後7時～9時 場所 台東リバーサイドス

子寡婦福祉協議会（年会費500円）への

ポーツセンター第2競技場 対象 区内在住

入会をお願いしています。

申込方法 は

か在勤（学）の高校生以上の方 定員 30

がきに催し名・参加者全員の住所・氏名・

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室

生年月日・年齢・学年・電話番号（自宅と

内履き

携帯）
・今までのバスハイク参加回数を書

申込締切日 5月22日㈬

いて郵送か直接下記問合せ先へ

●初心者ゴルフ教室

申込締切日 5月30日㈭（必着）

日～7月1日の月・木曜日午後6時30分～

問合せ 〒110－8615

8時30分

ふりがな

台東区役所子育

申込方法 電話で下記問合せ先へ
日時（全8回）6月6

場所 台東リバーサイドスポー

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

申込締切日時 5月10日㈮午後6時※出店決
場所・問合せ 環

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

●リサイクル活動室出前講座「手拭いを利

1－36－2 産業研修センター

用したミニトートづくり」 日時 5月24日

☎（3872）6780

㈮午後2時～4時
会室

子犬のしつけ方教室

場所 入谷区民館第1集

定員 10人（先着順） 費用 100円

（材料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい

日時 5月17日㈮午後2時～3時30分

館ひまわり☎（3866）8050

場所 DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3－
1－10） 対象 子犬（1歳くらいまで）を

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

飼っている・これから飼いたいと思ってい

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

る方※犬を連れての参加は不可 定員 40

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

人（先着順） 講師 荒井隆嘉氏（家庭犬し

パネルに掲示しています。

つけインストラクター）

ゆずります ベビーベッド、冷風衣類乾燥

申込み・問合せ 台東保健所生活衛生課

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

除湿機、本棚
ゆずってください ラケット（ソフトテニ

☎（3847）9437

みどりのカーテン用あさがおの
苗を無料配布します

ス）
、電子レンジ
※上記の情報は4月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。

日時 5月25日㈯午後2時（先着順）※苗が

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

無くなり次第終了

ルショップ☎（3866）8361

場所 区役所正面玄関

前 問合せ 環境課☎（5246）1323

あさがお展示会への参加募集

たいとうやまびこ塾
「気功太極拳」

て・若者支援課（区役所6階⑦番）

ツセンター、フジゴルフセンター（江東区

8月4日㈰・5日㈪に実施するあさがお展示

☎（5246）1237

木場） 対象 区内在住か在勤（学）の18歳

会で朝顔のコンテストを実施します。※参

前10時～11時30分

以上の方

加賞等あり

持込み日時 8月3日㈯午後1

勤（学）の15歳以上の方 定員 10人（抽

持込み・展示会場所 上野公園ポ

選） 講師 高橋礼子氏（学習支援ボランテ

のびのび親子運動会

定員 30人（抽選・初めての方

を優先） 講師 台東区ゴルフ連盟講師団

時～4時

日時（全3回）5月15日〜29日の水曜日午
対象 区内在住か在

日時 5月25日㈯午前10時30分～11時30
分 対象 0～3歳の子供と保護者 定員 100

費用 10,000円（8回分）※別途練習場の

ケットパーク 対象 区内在住か在勤（学）

ィア） 費用 100円（3回分・保険料）

ボール代1回900円

の方

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物、

組（先着順） 場所・問合せ 寿子ども家庭

室名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号、

植えの朝顔、6〜7号の大きさ3鉢まで※7

靴下

支援センター☎（3841）4631

在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記

月頃事前申込み、詳しくは下記問合せ先へ

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

問合せ先へ

問合せ 環境課☎(5246)1323

申込締切日 4月30日㉁（必着）

「台東区産業フェア2019」
出展者募集

ふりがな

申込方法 はがきに教

申込締切日 5月24日㈮（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－0024

台東区今戸1－1

区内に所在する中小企業・団体の商談・販

－10 台東リバーサイドスポーツセン

売・企業PR・企業間交流の場として台東

ター☎（3872）3181

区産業フェアを開催します。 日時 10月
31日㈭、11月1日㈮午前10時～午後5時

伝統芸能講座
「投扇興体験セミナー」

応募要件 本人が種か苗から育てた鉢

花とみどりの園芸講習会
「夏を楽しむ寄せ植えを作ろう」
日時 6月8日㈯午後1時30分

場所 区役所

ふりがな

申込方法 往復はがきに住所・氏名・

場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課☎（5246）5812

図書館のこども室から

10階会議室 対象 区内在住か在勤（学）

●あかちゃんえほんタイム

日時 5月11

の方 定員 40人（抽選） 講師 樺澤智江氏

日㈯午前11時～11時30分

場所 根岸社

（日本家庭園芸普及協会公認グリーンアド

会教育館和室 対象 区内在住の平成29年

場所 都立産業貿易センター台東館（花川戸
2－6－5） 対象 台東区内に事業所を有

日程・場所 ①6月18日㈫・25日㈫・東京

バイザー） 費用 2,000円（材料費）

11月11日～30年11月10日生まれの子供

する中小企業で、最終製品を扱う方かIT・

浅草組合浅草見番（浅草3－33－5） ②7

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

と保護者

定員 10組（先着順）※子供1

【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

平成31（2019）年 4月20日
人につき1回まで

申込開始日 4月20日㈯

第 1227 号 （6）
ファックスで下記問合せ先へ

日程（全4回）6月8日

プレッスンです。

※申込みは保護者に限る、中央図書館では

〜29日の土曜日 時間 Aクラスは午後2時

受付しません

申込締切日 5月24日㈮

時間 午前10時～正午

対象 区内在住か在

勤で、さまざまなスキルを子育て支援に役

問合せ 子育て・若

～3時、Bクラスは3時～4時 対象 3歳以

者支援課☎（5246）1341

立てたい・子育て支援に関心のある方※原

館☎（3876）2101

上の未就学児 定員 各24人（抽選）

FAX （5246）1289

則全日程受講できる方 定員 15人※託児あ

●読み聞かせボランティア養成講座（夜
間・初級） 日時（全2回）5月21日㈫・28

講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

日㈫午後6時～7時30分 場所 生涯学習セ

スン前後の利用は延長料金が必要

ンター

対象 これから読み聞かせの活動

申込方法 往復はがき（1人1クラス）に教

を始めたい・始める予定の初心者で全日程

室名・希望クラス（AかB）
・住所・氏名・

日時（全5回）6月15日㈯午後1時～3時、

参加できる方※以前同講習会に参加した

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

22日㈯・29日㈯午後1時～4時、7月6日㈯

方・子供を連れての参加は不可 定員 20

先へ※往復はがき返信後、来館手続きあり

・13日㈯午前10時～正午 場所 生涯学習

人（先着順） 講師 児玉ひろ美（中央図書

申込締切日 5月21日㈫（必着）

センター

館司書・JPIC読書アドバイザー）

場所・問合せ 〒110－0015

創業して間もない女性経営者や個人事業主

申込み・問合せ 根岸図書

り（抽選） 講師 NPO法人子ども家庭リ

女性創業者・メンター交流会
～わたしらしく働く「起業」とい
う選択肢～

費用 5,500円（4回分・保険料含む）※レッ

台東区東上

ソースセンター
申込締切日 5月24日㈮
場所・申込み・問合せ 生涯学習課

☎（5246）5821

マンションのトラブル・管理・修
繕についての無料よろず相談室
（予約制）

対象 創業に関心のある女性、

申込方法 中央図書館こどもとしょしつで

野6－16－8 清島温水プール

定員 12人程度（先着順）※託児あり（1

日時 5月18日㈯午後1時30分～4時15分

配布する申込用紙で申込むか電話で下記問

☎（3842）5353

歳以上の未就学児・各開催日の10日前ま

対象 区内のマンション所有者

合せ先へ※申込みは本人に限る
申込開始日 5月7日㈫

問合せ 中央図書館

☎（5246）5911

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？Ⅲ～のりもの編
～」トーク・イベント「台東区
ののりもの」
日時 5月25日㈯午後2時～4時

学習センター

場所 生涯

定員 50人（抽選）

テーマ・講師 上野駅ものがたり・黒川徳

講 座・相 談 会 など
くらしに役立つ講座
「はじめての資産形成編」

でに要予約） 講師 白羽玲子氏、吉田彩衣

組45分程度・先着順） 相談員 弁護士か一

子氏、髙木容子氏、市川貴子氏、黒田治子

級建築士

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

申込方法 催し名・住所・氏名・電話番号を

⑩番）☎（5246）1468

高齢者施設ボランティア育成講
座

せ先へ 問合せ 台東区産業振興事業団
☎（5829）4124

融商品～投資信託を中心に～ 投資信託を

FAX （5829）4127

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

中心に金融商品の基礎知識を学びます。

日時 5月24日㈮午前10時～午後3時45分
場所 特別養護老人ホーム谷中※基礎知識

子育て応援プロジェクト「家庭
教育支援者養成講座（入門編）
」

日時 5月24日㈮①午前10時15分～11時

45分 ②午後6時30分～8時

申込締切日 5月16日㈭

氏、西久保直美氏 費用 1,000円（5回分）
電話かファックスまたはメールで下記問合

●はじめての資産形成 知っておきたい金

定員 6組
（1

の講座・体験・試食あり、動きやすい服装
で参加 定員 10人（先着順）

男氏（國學院大學講師）
、ブック・トーク・

●私にもできるかな?「NISA」
「iDeCo」

子育て中の方の身近な相談相手になれるよ

申込締切日 5月23日㈭

児玉ひろ美（中央図書館司書）

～制度のポイント、お得な税制優遇とは～

う、区が行っている子育て支援関連の情報

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

申込方法 往復はがき（１人１枚）に催し名

各制度のしくみや留意点、税制優遇の違い

やさまざまな支援方法を学びます。子供を

・住所・氏名・電話番号を書いて下記問合

などを学びます。 日時 5月27日㈪①午前

持つ親が安心して子育てができるよう、地

せ先へ（電子申請可） 申込締切日時 5月
15日㈬午後5時（必着） 問合せ 中央図書

10時15分～11時45分 ②午後6時30分

域で支援する一員になってみませんか。

～8時

日程
（全6回）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

館☎（5246）5911

池波正太郎記念文庫講座「池波
作品の挿絵と画家・中一弥」

場所 生涯学習センター

在勤（学）の方 定員 各40人（先着順）

場所 生涯学習センター 定員 100人（抽
選） 講師 鶴松房治氏（池波正太郎記念文

か②）
・住所・氏名・電話番号・ファックス

学習する会

庫指導員） 申込方法 往復はがき（１人１

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名
・所在地、①のみ託児希望の方は子供の氏

いて下記問合せ先へ（電子申請可）

名・年齢・性別を電話かファックスで下記

申込締切日 5月8日㈬（必着）

問合せ先へ（電子申請可）

ふりがな

問合せ 〒111－8621

中央図書館池波正

太郎記念文庫☎（5246）5915

今年もスポーツひろばへ行こう！
種目
バスケットボール
バレーボール
バウンドテニス
ソフトテニス
フットサル
卓球

バドミントン
テニス

会場
曜日
柏葉中学校
月
浅草中学校
月
御徒町台東中
月
学校
金竜小学校 月 ･ 木
金竜小学校
金
御徒町台東中
月
学校
大正小学校
火
田原小学校
土
根岸小学校
水
富士小学校
木
上野小学校
土

託児の申込締切日 開催日の1週間前

日時 5月9日㈭・6月6日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

飲み物、タオル

申込方法 当日現地で申込

み（保険は各自任意で加入）※休場日等詳
しくは、区ホームページをご覧になるか下
記問合せ先へ 問合せ スポーツ振興課
☎（5246）5853

幼児のための水泳教室
（第1期）
水慣れからクロールまでのレベル別グルー

25日

五條天神社例大祭（五條天神社）

25・26日

お富士さんの植木市（浅間神社

周辺）

7月9日 台東区だからこそ！やってみた
㈫
い支援のカタチを考える

野公園噴水前広場）

29日～6月3日

さつきフェスティバル（上

日時

種類

日時

一般区民相談

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

司法書士による 第1・3火曜日
法律相談
午後1時～4時

法律相談
(予約制)

月･水･金曜日
午後1時～4時

不動産相談

第2・4火曜日
午後1時～4時

時～5時 ②1時～2時30分 ③3時～4時

家庭相談
(予約制)

月･水･金曜日
午後1時～4時

測量・登記相談

第2・4火曜日
午後1時～4時

30分 場所 区役所10階会議室

人権身の上相談

第3火曜日
午後1時～4時

行政許認可手続 第2木曜日
相談
午後1時～4時

行政相談

第2・4木曜日
午後1時～4時

社会保険労働問 第3木曜日
題相談
午後1時～4時

日時 6月1日㈯①午前10時～正午、午後3

定員（先着順）①午前4組、午後2組（1組1
講師 ①③臨床心理士

②倉光

外国人相談

洋平氏（臨床心理士） 申込方法 講座名

英語

（①～③）
・希望時間（①のみ）
・参加者全

第1・3木曜日
午前10時～正午

中国語

第1・2・3木曜日
午前10時～正午

韓国語

第1・3木曜日
午後2時～4時

※予約制でない相談は、各終了時間の30分前までに受付

員の住所・氏名・年齢・電話番号を電話か

持ち物 運動できる服装、室内履き（フッ

トサル・ソフトテニス・テニスを除く）
、

三社祭（浅草神社）
、小野照崎

7月2日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
ー実習編ー

種類

ひきこもりに関する①個別相談
会 ②講演会「回復としての『働
く』とは」 ③茶話会

の方優先

勤（学）の中学生以上の方

浅草橋紅白マロニエまつり

17～19日

区民相談室では、一般区民相談やさまざまな専門相談を実施しています。問題の
解決に向けて、それぞれの専門分野の相談員が助言をします。お気軽にご相談く
ださい。 対象 区内在住か在勤（学）の方 相談時間 1回30分※関係書類等があ
ると、より適切な助言を受けることができます。※法律相談の予約は1週間前から
行っています。5月8日㈬・10日㈮・13日㈪の予約分は7日㈫から受付けます。
申込み・問合せ くらしの相談課区民相談室☎（5246）1025

無料建築相談室

時）※バスケットボール、卓球（大正小学
対象 区内在住か在

下谷神社大祭（下谷神社）

11・12日

あなたの身近な相談窓口～区民相談室をご利用ください～

FAX （5246）1139

時間程度） ②50人 ③20人※区内在住

更・中止の場合あり

宝の舞（浅草寺境内）

10～12日

神社大祭（小野照崎神社）

6月25日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
ー理論編ー

問合せ くらしの相談課☎（5246）1144

時間 午後7時～9時（テニスのみ4時～6

校）以外は祝日休場※学校行事等により変

5日

6月18日 新しいつながり合いの形（Ⅱ）
㈫
ファシリテーションを体験

申込方法 講座名・希望時間
（①

枚）に講座名・住所・氏名・電話番号を書

<5月>

6月11日 新しいつながり合いの形（Ⅰ）
㈫
体験！「聴く」こととは

※両日①のみ託児あり（6か月以上の未就
学児・6人） 講師 NPO法人金融と証券を

テーマ

6月4日 今どきの子育て家族を取り巻く
㈫
環境

対象 区内在住か

日時 5月18日㈯午後2時～3時30分

☎（5603）2228

子ども家庭支援センターの催し
催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

5月24日㈮
ジャンベでリト
①午前10時15分～11時
ミック
②午前11時15分～正午

区内在住の
日本堤子ども家庭支援セ
各20組
①首がすわった～よちよち歩き
4月26日㈮ ンター「にこにこひろば」
（先着順）
②しっかり歩行～3歳の子供
☎（5824）2535

パパも一緒に
5月18日㈯
わっしょい！
午前10時45分～11時30分
music camp

区内在住の3歳までの子供

台東子ども家庭支援セン
100組
4月26日㈮ ター「わくわくひろば」
（先着順）
☎（3834）4577

5月21日㈫
区内在住の
①午前10時15分～10時45分 ①1歳2か月～1歳11か月
②午前11時～11時30分
②2歳～3歳の子供

寿子ども家庭支援セン
各15組
4月26日㈮ ター「のびのびひろば」
（先着順）
☎（3841）4631

英語でダンス

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。

③９月 日㈯・反抗期はこわくな
い
④ 月 日㈫・楽しむ力・ピンチ
をチャンスに
▽申込締切日 ５月 日㈯
▽問合せ びわ湖長浜ＫＡＮＮＯ
Ｎ ＨＯＵＳＥ
☎（６８０６）０１０３

▽会費 月額２千円
▽問合せ 学びの市場福田

☎（５８２７）４６５１
●英会話サークル「フェニックス」
▽日時 毎週木曜日

こ ぬま

▽場所 千束社会教育館ほか
▽会費 月額５千円

▽問合せ 小沼
☎０９０（４１６９）２０１２
●おおぞらハイキングクラブ（初
・中級者、 歳までの方）
▽日程 土・日曜日・休日で月３
～４回
▽場所 都内または都近県
▽会費 月額 円

▽問合せ 宮﨑

☎０８０（３０２５）１９３３

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

午後１時 分～４時
▽場所 根岸社会教育館ほか

▽会費 月額４千円、入会金１千
円
▽問合せ 高橋（午後７時～ 時）
☎（３８４５）１２６９

●祭囃子「北上野お囃子会」
▽日時 毎週日曜日
午後５時～６時
※６月 日㈰に無料体験会あり
（要申込）
▽場所 台東第二福祉作業所４階
（北上野２）ほか
▽会費 月額大人３千円、高校生
以下２千円
▽問合せ 飯島
☎０９０（３４７３）７９５２
●台東太極拳クラブ
▽日時 毎週水曜日
午前９時 分～正午
▽場所 台東一丁目区民館ほか
▽会費 月額２千円、入会金１千
円
▽問合せ 川﨑
☎（３８４１）５４３６
●囲碁「碁遊会」
（初心者歓迎）
▽日時 毎週月曜日
午後６時～９時
▽場所 千束社会教育館
▽費用 １回 円
▽問合せ 本多

☎（３８７４）８２０４
●着付サークル「つづれ会」
▽日時 月１～２回
午後１時 分～３時
▽場所 東上野区民館ほか
▽会費 月額１千円
▽問合せ 本多
☎０９０（４６１５）５４４７
●朗読劇団「まある」
（初心者歓迎
・見学可）
▽日時 水曜日（月３回）
午後７時～９時

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。

▽時間 午前 時 分～正午
▽場所 生涯学習センターほか
Ｅメール
info@nagahamakannon-house.jp
●永寿総合病院「オレンジカフェ
（認知症カフェ）
」
▽日時 ５月 日㈫
午後２時～３時 分
人（先着順）
▽定員
▽内容 園芸療法
▽講師 清水俊英氏（サカタのタ
ネ）
▽場所・申込み・問合せ 永寿総
合病院
☎（３８３３）８３８１

会 員 募 集
●社交ダンス「エンジェル」
（初
心者歓迎）
▽日時 月曜日（月３回程度）
午後１時～２時 分
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 月３千円
こ やま
▽問合せ 古山
☎０９０（４７２７）６６３９
●ニューミュージックを気軽にハ
モろう「ミッズ・コーラス」
▽日時 土曜日（月３回程度）
午前 時～正午
▽場所 社会教育センターほか
きんばら
▽問合せ 金原
☎０９０（７８４７）６５７１
●健康体操「練功十八法あさがお
会」
▽日時 木曜日（月３回）
午前 時 分～ 時 分
▽場所 生涯学習センターほか

11

▽費用 各 円
▽問合せ 台東家庭教育研究所
☎（３８７１）１８７５

びわ湖長浜の観音様をテーマと
した井上靖氏の小説「星と祭」の
復刊を目指し、朗読と講演会を開

●びわ湖長浜ＫＡＮＮＯＮ ＨＯ
ＵＳＥ「星と祭」復刊イベント

芸猫会チャリティーコンサート」
▽日時 ５月 日㈮午後６時 分
開場、６時 分開演
▽場所 東京藝術大学上野キャン
催します。
▽日時 ５月 日㈰
午後２時
▽場所 浅草文化観光センター
大会議室
人（先着順）
▽定員
▽講師 明定義人氏
▽申込方法 住所・氏名・年齢・
電話番号を電話かメールで下記
問合せ先へ

区民リポーターを募
集しています

づくりを進め

台東区制作
番組（ケーブ
ルテレビ）で
は、区民に親
しまれる番組
るため、左記
の催しに参加
できる区民リポーターを募集して
います。
▽催し名 ①下町七夕まつり
エ コ
②環境フェスタ
▽選考方法 選考申込書の自己Ｐ

▽会費 月額１千円
▽問合せ 福田
☎０９０（７０１３）４０８９
●クラシックギターを弾いて楽し
む会（初心者歓迎）
▽日時 第２ ４土曜日
午後１時 分～４時 分
▽場所 根岸社会教育館ほか
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500
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45

300
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200

12

11

30

30

14

12

50

30

40

11

11

Ｒをもとに面接の上、決定
▽申込締切日 ５月 日㈮（必着）
※申込方法等、詳しくは区のホー
ムページをご覧になるか左記へ
お問合せください。
▽問合せ 広報課ＣＡＴＶ担当
☎（５２４６）１０４１

・

12
−

28

10

30

FAX

200

50

10

30

24

10

30 10

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
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

5月5～11日
5月19～25日
Ａ ●第11回 モノマチ(開催PR番組)（20分） B
●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 ●見たい知りたい文化財「上野恩賜公園の桜」
C
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
（6分）
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から ●旧作品 平成8年 須賀神社 例大祭（7分）
のお知らせ
午前9時46分
B ●旧作品 平成8年 三島神社 例大祭（7分）
●第31回 桜橋花まつり（20分）

15

C

台東区町会連合会（三浦敏明会
長）の定例会が４月４日に開催さ

11ch

パス音楽学部
８）
（上野公園
▽定員
人（先着順）
▽問合せ 芸大猫と地域との共生
を考える会
☎０９０（１４５９）８９１６
●家庭教育勉強会
▽日程・内容
①５月 日㈫・失敗する力
②７月９日㈫・言葉の力・聞く力

B

◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041
●旧作品 平成4年 鳥越神社 例大祭（20分）

○放送時間のご案内
A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時
40分《再放送》同じ日のそれぞれ午後1
時台と午後5時台と午後9時台
5月12～18日
●第17回 浅草観音うら一葉桜まつり（20分）

31

催しものなど
5・6月の区役所制作番組案内

14

B
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
●旧作品 区立中央図書館 施設紹介（6分）C
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 ●旧作品 たいとう音頭～みんなから愛される
たいとう音頭～（14分）
午前9時46分
のお知らせ

れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
平成 年春の台東区交通安全運
動について ほか８件

平成31（2019）年 4月20日

●地域猫活動を知ろう！「第３回
午前9時53分
●旧作品 ふれあいコンサート おとあそび♪
C 5月26日～6月1日
親子音楽会（20分）
●旧作品 台東区江戸創業事業所 紹介（20分）
5月12日～6月1日
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