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【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。

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
５
日

内科 曽谷村医院 鳥越1ー7ー1 （3851）2384
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 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 オーラム薬局 上野桜木1－10－11 （5842）1454

４
月
12
日

内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1ー10ー6　富田ビル1階 （5822）5563
内科 上野なかのクリニック 北上野1ー9ー13　高松ビル1階（5828）3007
歯科 台東歯科クリニック 雷門2ー11ー8 （3844）4180
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1ー25ー10 （3865）5322
薬局 竹内薬局上野店 北上野1ー1ー11 （6231）7680

４
月
19
日

内科 成寿クリニック 今戸2ー28ー9　201 （5824）2266
内科 上野くろもんクリニック 上野1ー9ー2　1階 （6803）0115
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 大東薬局 今戸2ー28ー9 （5824）2255

４
月
26
日

内科 聖愛クリニック 浅草5ー64ー8 フュージョナル浅草フォレスト101 （3874）5341
内科 金井クリニック 下谷2ー4ー2 （3875）2761
歯科 ライオンズビル歯科医院 雷門2ー3ー5　ライオンズビル3階（3844）9493
薬局 川元薬局 浅草5ー57ー8 （3875）0157
薬局 西村薬局 下谷2ー3ー5 （3873）4735

月日 当番医・薬局 所在地 電話番号

４
月
29
日

内科 蔵前かとう内科クリニック 蔵前3ー4ー9　蔵ビル3階 （5809）2416
内科 武内クリニック 根岸5ー16ー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 薬局日本メディカル 蔵前3ー4ー9 （5829）8941
薬局 平和堂薬局 根岸5ー22ー11 （3874）4750

５
月
３
日

内科 浅草ハートクリニック 花川戸1ー13ー15 （6231）7581
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5ー1ー3　2階 （5830）3112
歯科 渡辺歯科医院 浅草4ー27ー3 （3872）4664
薬局 浅草わかば薬局 花川戸1ー13ー16　濱松ビル1階 （6231）7066

５
月
４
日

内科 元浅草いけだクリニック 元浅草4ー7ー22 （3841）2121
内科 吉田産婦人科医院 池之端2ー5ー44 （3821）3915
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 元浅草アイアイ薬局 元浅草4ー8ー5　泉コーポ102 （5811）1625

５
月
５
日

内科 堀内科クリニック 浅草橋1ー24ー3　杉木立ビル3階 （3861）8937
内科 サンライズクリニック 東上野1ー7ー2　2階 （3836）3321
歯科 西浅草デンタルクリニック 浅草3ー12ー5　サンハイツ浅草1階 （5824）9494
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1ー25ー10 （3865）5322
薬局 フカイチ薬局東上野店 東上野1ー7ー2　冨田ビル１階奥 （5817）8580

５
月
6
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 桜木内科クリニック 上野桜木1ー10ー11　地下1階 （3827）8401
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店 浅草橋1－30－9 （5829）8611
薬局 オーラム薬局 上野桜木1ー10ー11 （5842）1454

５
月
10
日

内科 蔵前内科クリニック 蔵前1ー8ー6 （3864）8998
内科 同善会クリニック 三ノ輪2ー12ー12 （3801）6180
歯科 えづれ歯科医院 西浅草3ー29ー9 （3845）3545
薬局 アールＲ薬局 蔵前1ー8ー6 （5839）2068

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
TEL   （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　 TEL  #7119（プッシュ回線）（ダ
イヤル回線からは　 TEL   （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
　（ TEL  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
※当面の間、永寿総合病院から台東保健所へ場所を移して診療します。

場所 台東保健所4階診察室　東上野4－22－8　 TEL  （3847）9412
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 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　 TEL  （5812） 2067

ご利用にあたって
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。

台東区長賞・台東区長奨励賞の受賞者が決まりました

新型コロナウイルス感染防止のため、夜間・休日診療を受診される際、次の症状のある方は、まず「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならない方も含む）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
上記に当てはまらない場合でも、発熱や息苦しさがある方は受診する前に当番医へお問合せください。

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7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 （第1期）
●小島社会教育館　〒111－0056　台東区小島1－5－2　 TEL （3861）5063

講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費
リコーダーアンサンブル（合奏）
の集い～音を合わせる楽しさを実
感！～

日 8 5月24日～7月12日
午前10時～正午

16歳以上（リコ
ーダーを吹いた
経験のある方）

20人 500円

新しい視点を楽しもう！はじめてのアート
～スタンプ・パステル・手軽な版画で～ 木 7 5月21日～7月2日

午前10時～午後0時45分 16歳以上 20人 1,500円

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

デジタルカメラ入門～自分だけの
ポストカードを作ろう！～ 水 9

5月20日～7月15日午後6
時30分～8時30分※6月
24日は浅草周辺で撮影会 16歳以上

20人 3,500円

カラダが楽になる自彊術～無理の
ない動きで、若々しく健康に！～ 木 8 5月21日～7月9日

午前10時～正午 20人 無料

親子のアトリエ
～自由に楽しく絵を描こう！～ 土 5 5月23日～6月20日

午後2時～4時
4～7歳の子
供と保護者 15組 500円

●今戸社会教育館　〒111－0024　台東区今戸2－26－12　 TEL （3873）4140
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～ 日 8 5月17日～7月12日（6月7

日を除く）午前10時～正午
16歳以上

20人 無料

綺麗な手まりづくり 木 6
5月21日～6月25日午前
10時 ～ 正 午 ※6月4日、
11日は清川区民館で実施

15人 2,500円

●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 TEL  (5246) 5821
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

楽しく踊ろう　はじめての盆踊り
～東京五輪音頭に挑戦～ 月 6 6月1日～7月6日

午後2時～4時 16歳以上 20人 無料

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

はじめての薬膳料理
～身近な食材をいかす～ 日 5

5月17日～6月21日
（6月7日を除く）
午前11時～午後1時 16歳以上

16人 5,000円

はじめての茶道
～日本の文化にふれる～ 月 8

5月25日～7月20日
（6月29日を除く）
午後2時～4時

15人 2,800円

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20日～7月8日

午前10時～正午 55歳以上 20人 無料

●千束社会教育館　〒111－0032　台東区浅草4－24－13　 TEL （3874）5450
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～ 火 10 5月19日～7月21日

午後6時30分～8時30分

16歳以上

12人 無料

韓国語と文化で楽しい！
～食・歌・会話文で学ぶハングル～ 水 10

5月20日～7月29日（6月
3日を除く）午後6時30
分～8時30分※7月1日は
社会教育センターで実施

20人 1,500円

親子で楽しく♪ヒップホップ～簡
単なステップとゲームではじめて
でも踊れる！～

土 5 7月4日～8月1日
午後1時～2時30分

4～7歳の
子供と保
護者

15組 無料

　区では、東京藝術大学との芸術・文化交流と、
区内の文化創造・発信とを促進するため、卒業・
修了生に「台東区長賞」「台東区長奨励賞」を
授与しています。元年度の受賞者が決定しました。
●美術分野における台東区長賞　4月12日㈰～6
月12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「乱立」・三品
太智、油画「43°54’21.8”N125°20’08.3”E～す
なのうえのまち、より～」・津絵太陽
●台東区長奨励賞　上野中央通り地下歩道内（Ｃ
4出口付近）で3年2月頃まで展示しています。
作品名・氏名 彫刻「After The Fall」・山元佑介、彫
刻「cupido」・山﨑稚子、工芸「流景」・十時嵩、

工芸「Ｍ＝ｍ」・元場葵、デザイン「解像体」・
青柳諒、デザイン「陽のあたる道」・石川真悠
●音楽分野における台東区長賞　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。開
催日時・応募等の詳細は決まり次第区HP等でお
知らせします。　 専攻・氏名 弦楽専攻・三輪莉子、
室内楽専攻・三雲はるな

問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

▲音楽分野
　三輪莉子（弦楽専攻）

▲音楽分野
　三雲はるな（室内楽専攻）

▲音楽分野の
　詳細はこちら

▲台東区ヴァーチ
　ャル美術館

▲美術分野元年度受賞者パンフレット


