

台東区短歌連盟

ＴＥＬ
（５８２０）４３５２

はつ夏の風さわやかな早朝に観音さまと三社
藤田志津
さま巡る
漬けようか心動きて買い求む梅らっきょうで
帆足久子
気力を測る
疫病を怖るるうちに季移りはや蓮池はみどり
宮地淑恵
一色
コロナ禍の人なき街のさみしさよ萌える緑に
守本順子
つつじ咲き初む
季は移り夏の序奏の始まりは庭土に覆うドク
山崎貞子
ダミの花
あまき香はいずこと眼を上ぐ春電車みどり子
鷲尾三枝子
背負いて若き父立つ
▽問合せ 台東区短歌連盟
会長 田村直子 ＴＥＬ
（３８７４）１０６５

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区HPの「広報たいとう」からダウンロードできます。

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
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
ＴＥＬ
（５２４６）１０２１
（５２４６）１０２９

ケーブルを降りて高尾山の頂上へ眼に満つ翠
鈴木秀子
風に騒めく
七月のモンマルトの丘画家あまた孫と三人画
高瀬弘子
紙におさまる
炎天下ゆうぎを休み水草に潜みめだかは日の
田部井せい子
暮れまちぬ
沙羅双樹そのかみ偲ばせ寺庭の空にそよげり
田村直子
梅雨の晴間を
蚕豆の出回る日々を待ちわびる四十で逝きし
長田都志子
友の好物
新緑の陰で書を読み叫ぶかなコロナと共に世
中原晋
界鎮まれ
筑波嶺を遥けく観ゆる隅田川恋花抱きて花筏
萩原昭司
往く

※ベトナム語、一部ブラウザ版は音声読み上げに対応しておりません。
音声読み上げには、無料アプリ（カタログポケット）のインストールが必要です。

▽場所 台東区役所１階区民相談
室、東京税理士会上野支部事務

es!

豪雨に備え、皆さんのご家庭で
も浸水への備えをお願いします。
また、下水道局ＨＰでは、降雨
情報を配信していますので、ご活
用ください。
▽問合せ 東京都下水道局北部下
水道事務所お客さまサービス課

10 言語対応「広報たいとう」デジタルブックで配信中！

襲い来る高波の裏潜り抜け白き歯見せる若き
稲田輝明
サーファー
大ぶりの筍かかえ友は来る小分けの糠も添え
遠藤美樹子
られており
恋の字を辞書で見つけるひとりの夜秘めごと
折笠しげ
めきて十五の夏は
侘助の伸びゆく新芽は葉の間に粟粒ほどの花
織田淑枝
芽を抱く
裏庭に茗荷の花の咲く夕べひとりの酒にしの
影山博
ぶ故郷
そよ風にはなやぐ藤の香りたち初夏の緑の生
黒須千代子
きいきと見ゆ
「母の日」を会いに行けずに花贈りテレビ電
小林峰子
話に会話弾みぬ

23

・
21

局
▽申込み・問合せ 東京税理士会
上野支部
ＴＥＬ
（３８３１）８８５１
※ウォーキングは月１～２回
▽場所 東上野区民館ほか
▽会費 年額１千円
▽問合せ 千葉
ＴＥＬ
０７０（６６５０）４６９０
●空手クラブ
「拳昌会空手道連盟」
（４歳以上の初心者親子歓迎・見
学・無料体験可）
▽日時 毎週火・金曜日
午後７時～９時
▽場所 駒形中学校体育館ほか
▽会費 月額３千円（保険料含む）
入会金５千円
▽問合せ 藤田
ＴＥＬ
０９０（８６８６）６３３８

▽募集コース 地域保育コース、
地域子育て支援コース、放課後
児童コース、社会的養護コース
※研修の詳しい内容については、
募集要項（区役所６階⑥番子育
て・若者支援課・同⑧番児童保
育課で配布）または東京都福祉
保健財団ＨＰをご覧ください。
▽問合せ （公財）東京都福祉保
健財団
ＴＥＬ
（３３４４）８５３３
●自衛官採用試験
▽種目 ①航空学生（ 海上 航
空） ②一般曹候補生 ③自衛
官候補生
▽応募資格 ①海上は 歳以上
歳未満・航空は 歳以上 歳未
満（高卒者〈見込含む〉または

10

22

広報課（CATV担当）
TEL （5246）1041

●令和２年度東京都子育て支援員
研修（第２期）受講者募集

33

「おうちde充実タイム」

保育や子育て支援の分野で従事
する上で、必要な知識や技能等を
有する子育て支援員の養成研修で

18

高専３年次修了者〈見込含む〉
）
②③ 歳以上 歳未満
▽受付期間 ①②９月 日㈭まで
③年間を通じて受付
▽一次試験日 ①９月 日㈷ ②
９月 日㈮～ 日㈰のいずれか
１日
▽問合せ 自衛隊台東出張所
ＴＥＬ
（３８３１）３５５５
●東京都下水道局からのお願い
近年多く発生している集中豪雨
などにより、下水道が整備された
地域でも浸水被害が起こっていま
す。
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YouTube／台東区公式チャンネル内
す。
※研修は９月から順次開始。
▽研修場所 都内（新宿、飯田橋、
立川等）
▽対象 区内在住か在勤の方
▽申込方法 申込書に記入し、書
留で郵送
▽申込締切日 ７月 日㈬（必着）
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FAX

会 員 募 集

「台東区ヴァーチャル美術館」は、区が所蔵する「台東区長賞」
・
「台東区長奨
励賞」受賞作品や東京藝術大学大学院の修了制作の一部として制作された「敦
煌莫高窟壁画」の模写作品、書道博物館の所蔵品などを紹介するウェブサイ
トです。作品の画像や作者の紹介などを掲載しています。※上記二次元コード
からご覧ください。 問合せ 文化振興課 TEL （5246）1153

FREE APP
◆ブラウザでもアプリでも、 無 料
スマホやタブレットで
読める
◆読みやすい
UD フォントで読めて、
サイズも調整できる
This Public relations magazine ◆10 言語で読める・聞ける
（音声読み上げ対応※）
can be read in 10 languages

g
i Langua
ng Mult

Deliveri
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18

区有施設等の利用時には、
咳エチケットの徹底やマスク

10

の着用等、ご協力をお願いし
ます。

◀︎平成22年度台東区長
賞受賞作品（日本画）
「碧波の風～島に出会う」 30
宮川翠

問合せ

H
P

催しものなど

台東区ヴァーチャル美術館

●税の無料相談（予約優先）
相続税のほか、さまざまな税に ●ウォーキングと読書感想会
「グーの会」
関する無料相談を行います。
▽日時 第３火曜日午後６時（打
▽日時 毎月第３火曜日午前 時
～正午（１人 分まで）
合せ）

令和2（2020）年 7月5日

自宅で楽しめる運動や地域のお祭りなどの映像をま
とめています。下記二次元コードより、
ご覧ください。
※区が過去に制作した番組の一部を配
信しています。
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