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区の世帯と人口（9月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

122,508 （＋2）

人

203,287 （−96）

口
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新型コロナウイルス感染防止のため引き続きご協力を！
手洗いの
徹底

「3つの密」を避けて行動

外出は
マスク着用

密接

密閉

小まめに換気

密集

人との間隔2m
可能な限り対面会話を避ける

集まる人数を減らす

新型コロナウイルス感染症への対策をすすめています
特別養護老人ホーム等新規入所者
に対してPCR検査を実施します
区内特別養護老人ホーム
等の新型コロナウイルス
感染防止を目的として、
新規入所予定者に検査を
行います。

来庁機会の削減および来庁時の接触機会の
低減のため、キャッシュレス決済を導入します
税・保険料の支払い
（令和3年4月頃）

公共施設予約システム
（令和3年5月頃）

納付書に印刷されたバーコードを、スマー
トフォンなどのアプリで読み取り、オンラ
イン上でクレジットカード決済等ができる
ようになります。

公共施設の会議室等の使用料について、オ
ンライン上でクレジットカード決済ができ
るようになります。※公共施設予約システ
ムで予約できる28施設に対応予定

一部の窓口（令和３年３月〜順次導入）

対象施設
・特別養護老人ホーム
・認知症対応型グループホーム
・障害者入所施設
・障害者グループホーム

住民票の写しや、納税証明書を取得する際の手数料などの支払いの
際に、窓口でクレジットカードや電子マネー等が利用できるように
なります。※戸籍住民サービス課、区民事務所・同分室、地区セン
ターなど24施設に導入予定

問合せ 高齢福祉課 TEL （5246）1205

問合せ 情報政策課 TEL （5246）9022

＃たいとう愛 -新しい日常全力応援大作戦- を始動しました

新型コロナウイルスに立ち向かい挑戦する区内事業者の皆さんを＃たいとう愛公式アカウントで紹介しています

区内事業者の皆さん

応援していただける皆さん

参加方法 下記二次元コードから＃たいとう愛公式
アカウント（Twitter・Instagram）をフォローし、
「＃たいとう愛」と「＃新しい日常取組宣言」をつ
けて感染予防の取り組みを投稿

参加方法 左記二次元コードから＃たいとう愛公式
アカウント（Twitter・Instagram）をフォローし、
「＃たいとう愛」をつけてコロナ禍で頑張る事業者
への応援メッセージや台東区での思い出を投稿

感謝の気持ちを込
めて台東区にちな
んだ景品をプレゼ
ントします！（抽選）
▲＃たいとう愛公式
Instagram

▲＃たいとう愛公式
Twitter

区オリジナルの新しい日常取組宣言書と宣言店ステッカーの配布
および宣言店のPRを行っています
主に飲食店向けに、店舗の経営者等が自ら感染予防の対策を所
定用紙に書き込み、店内に掲出する宣言書と、店頭に宣言店で
あることを示すステッカーを配布しています。希望する方は下
記問合せ先へご連絡ください。
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1415

問合せ 観光課 TEL （5246）1151

Networkたいとう
「新しい日常」取組
店 舗PR号 へ の 掲 載
店舗を募集していま
す。詳しくは3面を
ご覧ください。
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組みを進めるとともに、区を取

１ はじめに
高齢者・障害者施設における

守り抜く」取り組みについてで

す。

た環境整備を進めます。

以上、３つの柱に基づく取り

の事業を関係機関との協議のう

り巻く状況や感染リスクなどを

況などを注視しながら、必要な

え中止といたしました。また、

感染防止を図るため、新規入所

業時間短縮の要請などにより、

対策を講じていきます。また、

区財政については、感染症の影

新型コロナウイルス感染症に

区民生活や事業活動は依然とし

「風水害対応方針」に基づき、

響により大幅な減収が見込まれ、

踏まえて、事業の見直しを行っ

て大きな影響を受けています。

平時からの備えを充実させると

厳しい財政運営を強いられるこ

者に対するＰＣＲ検査を実施し

このような状況の中、区は感染

ともに、区民の的確な避難行動

とになると考えています。引き

対しては再拡大への警戒が必要

防止と社会経済活動の両立に向

と感染症に十分留意した避難場

続き、事業の見直しを進めると

ており、今年度については、

けた取り組みを進めています。

所運営を行えるよう、体制を整

ともに、優先度の高い施策や事

ます。引き続き、区内の感染状

永寿総合病院では段階的に診療

備します。

な状況であり、旅行の自粛や営

が再開しており、区としても同

業については重点的に取り組み

次に、
「区民の生活や事業者

病院を支援し、医療提供体制の

ます。

３ おわりに

確保に向けて取り組んでいます。 をしっかり支える」取り組みに

国の特別定額給付金の基準日

ついてです。

援、ＩＣＴ教育環境整備の加速

において妊娠されていた方に、

また、経営相談や資金繰りの支

化など多岐にわたる課題に対す

切な人を守り、地域を守る」た

区民の皆様におかれましては、

「経営持続化特別資金」
区民や事業者の皆様は前を向き、 また、

めに、引き続き感染防止対策の

区独自の支援策として「妊婦等

の受付期間延長や、事業者を対

徹底を図っていただくよう、改

る取り組みを進めています。

この状況を乗り越えようと懸命

象とした感染予防対策講習会の

めてお願いを申し上げます。私

応援特別給付金」を支給します。 「自分を守り、家族を守り、大

に取り組まれています。私は、

実施など、感染症の影響を受け

未曽有の危機の中にあって、

区民の生命と財産を守り抜くと

ている区内事業者を支援します。 は、このようなウィズコロナの

あたってまいりますので、区議

時代にあっても、輝く未来に向

公共施設の使用料や窓口にお

会の皆様、区民の皆様のご理解

次に、
「新たな日常に対応し

ける手数料などのキャッシュレ

とご協力のほど、よろしくお願

け満身の力を込めて区政運営に

ス化を推進し、区民の利便性向

いいたします。

た区役所への変革」です。

上や、来庁機会と接触機会の低

減による感染防止を図ります。

さらに、在宅勤務の導入に向け

ともに、
「ひと」と「まち」が

輝く明るい未来を築き上げるた

めに、引き続き全力で区政運営

に邁進します。

２ 区政運営における３
つの柱に基 づく取り組
みについて

まず、
「区民の生命と健康を
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令和２年
第３回 区議会定例会
区長発言 〈要旨〉

令和2（2020）年 9月20日

経営のお悩みを中小企業診断士に直接電話相談できる

新型コロナウイルス感染防止を目的として、
区に寄附をいただきました

相談支援 区内中小企業者が抱える緊急を要する経営上の諸問題に対し、中小企業診断士

新型コロナウイルス感染症への対応に関して、
区民や事業者等の皆さまから区へ寄附・
寄贈をいただきました。ご厚意に深く感謝いたします。これらの寄附は、保健所、医療・
介護施設、学校・保育園等で有効に活用させていただきます。
※8月27日現在、公表のご了承をいただいている方のみ掲載しております。
※その他、多くの方よりご支援をいただいております。
新型コロナウイルス感染症に関する寄附・寄贈

『緊急経営相談ダイヤル』をご利用ください
が直接電話で相談支援します。※匿名での相談も可能です。※Zoomを使用したオンラ
イン相談も承ります。
支援内容 ・新たな事業展開や事業承継、事業再生についての相談・助言
・資金繰り等に関する相談・助言
・国や都の実施する補助金や給付金など中小企業支援策に関する相談・助言
・廃業・休業に関する相談・助言
・その他、経営に関する相談・助言
※相談内容に応じて、各専門機関（弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など）
へ繋ぐこともできます。
専用ダイヤル

TEL

03-5829-8078

問合せ

寄附・寄贈者（敬称略）
第一生命保険㈱ 上野第二営業オフィス
㈱スバル産業
恵比須化学工業㈱
㈱ベイテック
郡東京店
小山紙業㈱
須賀睦会・㈱トマック
台東育英小学校PTA顧問
台東育英小学校PTA
京成電鉄㈱
船山㈱
白金化成㈱

毎週火・木曜日（祝日・年末年始を除く）
火曜日午前10時～午後3時
木曜日午後3時～7時

台東区産業振興事業団
経営支援課 商工相談担当

TEL

（5829）4125

体調がおかしいと思ったら
まずは電話で相談しましょう

あれ？
新型コロナ
かな？

強いだるさや息苦しさがある方、風邪のような症状・発熱が続く方は
下記へご相談ください。
※かかりつけ医のいる方はそちらへ電話でご相談ください。

帰国者・接触者電話相談センター
●月～金曜日 午前9時～午後5時
※土・日曜日・祝日を除く

TEL

03-3847-9402

（台東区）

●月～金曜日 午後5時～翌日午前9時

聴覚に障害のある方などからの相談

FAX

03-3841-4325

（台東区）

※土・日曜日・祝日は終日

TEL

03-5320-4592

（東京都）

寄附・寄贈の内容
フェイスシールド400枚
マスク50,400枚
マスク2,500枚
マスク50枚
フェイスガード100枚
感染予防パーテーション
校章入りマスク490枚
マスク
液体石鹸20本、消毒用アルコール20本
マスク5,000枚
ガウン288着
フェイスガード5,000枚

新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）
をインストールしましょう
「新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）
」は、利 用者 本 人 の同 意を
前提に、スマートフォンの近接通信機能
（Bluetooth）を利用して、お互いに分から
ないようにプライバシーを確保して、新型コ
ロナウイルス感染症の陽性者と接触した可
能性について、通知を受けることができるス
マートフォンアプリです。
詳しくは、厚生労働省HP（下記二次元
コード）をご覧ください。

不安に思う方は下記へご相談ください。

（微熱や軽い咳が出ている、感染したかもしれない、においや味を感じない）

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
●午前9時～午後10時

TEL

0570-550571

聴覚に障害のある方などからの相談

FAX

03-5388-1396

（東京都福祉保健局）

【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
TEL 5246−1031〉
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高齢者の
インフルエンザ予防接種費用を
全額助成します

Networkたいとう
「新しい日常」取組店舗PR号への
掲載店舗を募集します
「新しい日常」に取り組む区内接客店舗を、10月発行の産業情報誌「Networkたい
とう」
（5万部発行）
で紹介します。
掲載希望の方は以下の手順に従ってご応募ください。

※対象者には 9 月末に予診票を送付します。

問合せ 台東保健所保健予防課

対象 右記の宣言ステッカーにより「新しい日常」に取り組む宣言をしている店舗

TEL （3847）9471

申込方法 「東京共同電子申請」で検索し「台東区」

高齢者は、新型コロナウイルス感染症にり患した場合、重症化リスクが高いとさ
れています。今秋以降の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行

を申請先で選択後、
「ネットワークたいとう」でキー
ワード検索し、手続を選択（下記二次元コードよ
り電子申請可） 申込締切日 9月30日㈬

を見据え、高齢者のインフルエンザワクチンの接種率向上を図るため、接種費用
を全額助成します。
▷対象 区内在住で次のいずれかに該当する方

問合せ 産業振興課 TEL （5246）1142

①昭和31年1月1日以前生まれ（予診票は満65歳の誕生日を過ぎないと使えま
せん）
②接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器障害またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり、身体障害者手帳１級
▷接種期間 10月1日㈭～３年1月31日㈰
▷接種場所 23区内協力医療機関（要予約）

いに十分な能力があり、金融機
関の定める保証を受ける 保(証

料は申込者負担）

95

10

500

80

（平成 年１月から令和元年
月までの所得が単身で 万８千
円以内、２人世帯で 万８千円

以内）
⑥独立して日常生活を営むことが
できる

⑦申込者（同居者も含む）が暴力
団員でない
⑧本人名義で賃貸借契約を締結し

12

45

ている
⑨住宅または土地の所有者でない
▽選考方法 資格に該当する申込
者による公開抽選

10

▽募集のしおり・申込書配布場所
区役所５階⑩番住宅課、１階戸

籍住民サービス課、区民事務所
・同分室、地区センター、老人
福祉センター、老人福祉館、地
域包括支援センター（区ＨＰか
らダウンロード可）
月１日㈭～９日㈮
▽申込方法
に配布する申込書に記入し郵送
月 日㈪（必着）
▽申込締切日
▽問合せ 住宅課
ＴＥＬ
（５２４６）１２１３

住居 表示の戸 番票をお渡
しします

法律により、
建物には住居表
示を表示するこ
とが義務付けら
れています。
戸番票が破損・

汚損等している
場合は左記へお
問合せください。
戸番票を無償で

送付しますので、
自身で貼付して
ください。

※表札等により、表示している場
合は、戸番票が貼付されている
ものと同様の取り扱いです。

▽対象 区内建物の所有者または
管理者、使用者

▽問合せ 建築課
ＴＥＬ
（５２４６）１３３２

10

50

※現在本融資を受け返済している
場合は申込みできません。
▽融資あっせん額 工事費の パ
ーセント以内で、 万円以上
万円以内

400

※返済期間は申込金額により異な
る。
▽利率 ２年度契約利率０・ パ
ーセント（本人負担０・ パー
セント、
区負担０・ パーセント）
▽申込期限 工事着手１か月前

20

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ＨＰをご
覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２１７

500

令和３年度 高齢者住宅
（シルバーピア）空き室待
ち入居者募集

▽募集戸数 単身用 戸、２人世
帯用３戸
▽間取り １ＤＫ～２ＤＫ、浴室、
トイレ、台所
▽予定使用料（月額） １万６千
円～３万３千 円（居室面積・
収入額等で異なる）
▽共益費（月額） １千円
▽敷金 使用料の３か月分

▽主な申込資格
次の全てに該当する方
①区内に継続して３年以上居住し

ている
②現に住宅に困窮している（自己
の責に基づかない立ち退き要求

を受けている、保安上危険かつ
衛生上有害な状態にある住宅に
居住している、収入と比して著

しく過重な家賃の支払いをしな
ければならない など）
③年齢が満 歳以上である
④単身または２人世帯である
⑤所得が定められた基準内である
65

20

住宅
まちづくり

ご利用に ※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
あたって 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 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

診療日 月～土曜日午後6時45分～9時45分
受付時間 日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分

280

区が住宅リフォーム資金の融資
を指定の金融機関にあっせんし、

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。

利子の一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が
居住するための住宅で、居住部

場所

75

分の床面積が 平方メートル以
下
※賃貸住宅や店舗、事務所を除
く

9月30日㈬まで 台東保健所4階診察室 東上野4－22－8 TEL （3847）9412
10月1日㈭より 永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381

▽主な申込資格
①区内に１年以上住所を有する
歳以上の方で、返済完了時の年
齢が 歳未満
②世帯全員が住民税を滞納してい
ない
③融資金の返済および利子の支払

台東区準夜間・休日こどもクリニック
※10月1日㈭より、永寿総合病院での診療を再開します。
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294

256

令和２年国勢調査を行っています ご協力をお願いします
国勢調査は、統計法という法律に基づき、日本に住ん
でいるすべての人・世帯を対象として行われる国の最も重
要な統計調査で、令和2年10月1日㈭を調査期日として
全国一斉に行っています。
調査内容は、氏名および男女の別、出生の年月、就業
状況、従業地または通学地など19項目です。
調査結果は、行政施策の立案や研究、教育、経済活
動など幅広い分野で活用されます。
なお、この調査は、統計法により調査対象に報告義務
が定められていますので、必ずご回答をお願いします。
今回の国勢調査は、新型コロナウイルス感染防止のた
め、国勢調査員が皆さんのお宅を訪問・面接して調査し
たり、調査票を回収するためにお伺いすることはありま
せん。
国勢調査員が配布した調査書類がお手元にあり、回答
がまだお済みでない方は、インターネットまたは紙の調
査票で10月7日㈬までに回答してください。
●インターネットで回答
パソコンやスマートフォンから簡単に回答できます。調

査書類に記載されているID・パスワードによりログイン
した後、回答を入力し、送信します。操作方法などにつ
いて、詳しくは調査書類をご覧ください。
●紙の調査票で回答
紙の調査票に黒鉛筆で回答を記入し、調査書類に同封
の「郵送提出用封筒」に調査票のみを入れ、最寄りの郵
便ポストに投函してください。調査票の記入方法等につ
いて、詳しくは調査書類をご覧ください。
※やむをえず、調査票の回収を希望する場合、また、調
査書類がお手元にない方は、台東区国勢調査お問合
せセンターへご連絡ください。

台東区国勢調査お問合せセンター
TEL （5246）9032

開設日時 ９月14日～10月20日午前９時～午後７時（土・

日曜日・祝日は午前9時～午後5時）

個人情報は厳格に保護されます
調査員をはじめとする調査関係者が、調査に回答した

内容を他にもらしたり、統計以外の目的に使用したりす
ることは、法律で固く禁じられています。
インターネット回答中の通信はすべて暗号化され、
不正アクセス防止の対策を24時間行っています。ま
た、記入された調査票は、外部の人の目に触れないよ
うに厳重に管理され、集計が終わった後に溶解処理
されます。

「かたり調査」にご注意ください
国勢調査を装い、
世帯等から個人情報等を詐取する「か
たり調査」にご注意ください。不審な訪問者や、不審な
電話・電子メール・ウェブサイトなどがあった場合は、総
務課調査統計係まで連絡してください。
・調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯し
ています。
・国勢調査では、金銭を要求することはありません。
また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号な
どをお聞きすることもありません。
問合せ 総務課調査統計係 TEL （5246）1462

【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。
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福祉

（高齢・障害等）
高齢者マッサージサービ
ス利用券の申込みを受付
けています

（ 歳以上の場合）
、介護される
方ともに介護保険料の滞納等が
ない
万円
▽給付額
▽申込み・問合せ 介護保険課
（区役所２階③番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

ひとり暮らしの高齢者宅に、乳
酸菌飲料（無料）を週２回手渡し

３級、視覚１ ２級、愛の手帳
１ ２度の方
※燃料費助成については右記に加

課税世帯は無料。
すので、ご了承ください。
心身障害者福祉タクシー
※前年度所得超過で助成を受けて
※行方不明時は、
希望に応じて
「高
券・燃料費（ガソリン代）
いない方でも、令和２年度の税
齢者見守りメールマガジン」で
助成をご利用ください
額により対象となる場合あり。
捜索協力依頼情報を配信します。
▽問合せ 介護予防・地域支援課 ▽対象 身体障害者手帳上肢１級、 ※障害者紙おむつ購入補助券の更
新申請は 月から受付けます。
下肢・体幹・内部機能障害１～
（区役所２階⑤番）
▽申請方法 身体障害者手帳、印
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

高齢者位置確認システム
をご利用ください
高齢者に端末機を携帯してもら
い、所在不明となった場合に、居

え、自動車税が減免されている
方
▽所得限度額 左表のとおり（
歳以上の方は本人所得、 歳未
満の方は扶養義務者の所得）

鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課（区役所２階
⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

お知らせ

日本脳炎の予防接種はお
済みですか

ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

詳しくは、区ＨＰをご覧になる
か、左記へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

ク ＴＥＬ
（５２８０）８１１１
●区ではドナーとドナーが従事す
る事務所に対し、助成金を交付す
る事業を実施しています

いします。登録方法等、詳しくは
左記へお問合せください。
▽問合せ （公財）日本骨髄バン

する確率は数百人から数万人に１
人です。そのため、１人でも多く
の方に骨髄バンクへの登録をお願

（箱根予約センター）
植を成功させるには、患者と骨髄
※宿泊料金、利用方法等詳しくは、 等提供者の白血球の型が一致しな
各区民事務所等で配布する利用 ければなりません。しかし、一致
案内をご覧ください。

▽問合せ 区民課
ＴＥＬ
（５２４６）１１２３

軽自動車税（環境性能割）
の 臨 時 的 軽 減 対 象 期 間の
延長について

三輪以上の軽自動車（特殊自動
車を除く）の取得時にかかる軽自

動車税（環境性能割）について、
自家用乗用車の燃費性能に応じて
税率を１パーセント軽減する特例
措置の対象期間が３年３月 日㈬
まで６か月間延長されました。
▽問合せ 税務課税務係
ＴＥＬ
（５２４６）１１０１

平成 ～ 年度にかけて国から
の通知により予防接種予診票の郵
送を中止していたため、平成 年
４月１日までに生まれた 歳未満
の方は、接種回数（全４回）が不
足している可能性があります。
対象年齢に該当し不足分のある
方に予防接種予診票を発行します。
▽申込方法 台東保健所保健予防
課か浅草保健相談センターへ母
子健康手帳を持参
※左記問合せ先へ電話申込可（母
子健康手帳の接種記録を確認）
▽問合せ 台東保健所保健予防課
ＴＥＬ
（３８４７）９４７１

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今
回、次の方に贈呈しました。
森下慎一氏（元浅草３丁目）
該当する方は、左記へご連絡く
ださい。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

善意の献血ありがとうご
ざいます
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全国瞬時警報システム（Ｊ
アラ ー ト ）全 国一斉 試 験
放送を実施します

健康

月 日㈯～ 日㈮「く
すりと健康の週間」に合
わせて無料薬事相談を行
います

▽期間
月 日㈯～ 日㈮
▽場所 「無料薬事相談」のポス
ターが掲示されている区内の薬
局・薬店
▽対象 台東区国民健康保険・後
期高齢者医療制度の加入者

▽相談内容 使用中の薬や家庭常
備薬、救急医薬品等の使用・取
り扱い方法など

▽協力 ㈳下谷薬剤師会、㈳浅草
薬剤師会
▽問合せ 国民健康保険課（区役

所２階⑬番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２５１

月は「骨髄バンク推進
月間」です

白血病等の血液難病の根治療法
として、骨髄移植および末梢血幹

細胞移植があります。これらの移

17

場所を電話またはインターネット
でご案内します（端末機には、電
話やメール機能等はついていませ
ん）
。
▽対象 認知症のある区内在住の
高齢者を日常的に在宅で介護し、
居場所を確認した後、迎えに行
ける方
▽申込方法 端末機を携帯する予
定の高齢者の介護保険証、申請
者（介護者）の本人確認できる
物、印鑑を左記問合せ先へ
▽費用 月額 円（消費税別）
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

ヘルプマーク・ヘルプマ
ークホルダーを配布して
います

屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
月７日㈬午前 時頃
▽日時
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム
▽問合せ 危機・災害対策課
ＴＥＬ
（５２４６）１０９４

指 定 保 養 施 設の 年 末 年 始
の利用について

・鬼怒川観光ホテル
月 日㈪～３年１月４日㈪は
利用できません。

ＴＥＬ
０２８８（７７）１１０１
・ホテル・サンミ倶楽部
月 日㈭～３年１月３日㈰は
利用できません。
ＴＥＬ
０５５７（８１）８０００
・季の湯 雪月花
月 日㈯～３年１月３日㈰は
利用できません。
ＴＥＬ
０４６０（８５）５４８９
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高齢者見守り事業
「すこやか訪問」

で、マッサージ（ 分程度）
・はり
・きゅういずれかの施術を受けら

家族介護慰労金を給付し
ます

認知症高齢者等早期発見
ステッカーを配布してい
ます

※現在、所得超過でタクシー券、
燃料費助成を受けていない方は、
令和元年中の所得が限度額以内
であれば、 月から申請できま
す。
▽助成額 タクシー券は月額３千
円、燃料費は月額２千 円
（どちらかを選択）
▽申込方法 障害者手帳、印鑑を
左記問合せ先へ
※燃料費助成は必要書類が複数あ
るため、事前に左記へお問合せ
ください。
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

ストマ用装具（蓄便袋・
蓄尿袋・紙おむつ）給付
券の更新申請を受付けま
す
公費助成制度を継続して利用す
る方は、 月～３年３月分の申請
を９月下旬から受付けます。
▽対象 区内在住でストマ用装具
を使用している方
▽費用 令和２年度の区民税所得
割額に応じて自己負担あり。非
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利用券１枚につき１千円の負担

れる利用券を差し上げます。
▽対象 ９月 日現在、区内在住
の 歳以上の方
※特別養護老人ホーム入所者は除
く
▽配布枚数 １人年間２枚
▽利用場所 台東区三療師連合会
に所属する利用券取扱場所
▽利用期限 ３年３月 日㈬
▽申込方法 本人確認できる物
（健康保険証・運転免許証等）
、
印鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２階
⑥番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２２

で配達し、安否確認を行います。
▽対象 次の全てに該当する方
① 歳以上でひとり暮らし
②区内に 歳未満の一親等親族
（子・子の配偶者）が居住して
いない
③社会福祉協議会が行う配食サー
ビスを利用していない
④ケアハウス、シルバーピア、旅
館等に居住していない
⑤日常的に公的な状況確認（週２
回以上の介護保険サービス等）
が行われていない
※詳しくは左記問合せ先へ
▽申込場所 左記問合せ先か、地
域包括支援センター
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

介護サービスを使わずに重度の
要介護状態の方を在宅で介護して
いるご家族に、慰労金を給付しま
す。
▽対象 次の全てに該当する方を
介護している家族

警察等に保護された際、靴のか
かとに貼る通し番号入りステッカ
援助や配慮を必要としているこ
ーで、すぐに身元を確認できます。 とが外見からは分からない方が、
▽対象 認知症で行方不明になる 周囲に配慮を必要としていること
を知らせ、援助を得やすくなるよ
おそれのある区内在住の高齢者
▽申込方法 対象者の本人確認で
きる物（介護保険証等）
、本人
の写真（できるかぎり）を左記
申込場所へ持参
▽申込場所 下記問合せ先、地域

う、作成したマークです。ヘルプ
マークを入れるホルダーとあわせ
て配布しています。
▽配布場所 障害福祉課、松が谷
福祉会館、保健予防課等
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１０５８

17

20

ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

50

17

10

21

50

11

20

10

65

・

2人目以
降1人に 38万円加算
つき

20

※世帯状況に応じて各
種控除が受けられる
場合があります。

200

398万4千円

10

360万4千円

1人

40

80

包括支援センター
※申込内容は、地域包括支援セン
ター・区内警察で情報共有しま
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①要介護４または５の方で、介護
保険サービスを利用せずに在宅
での生活期間が１年以上
②介護される方が、在宅で生活し

を利用していない（７日以内の
ショートステイを除く）
④介護する方の世帯と、介護され

る方の世帯が、住民税非課税
⑤申請日の段階で、介護する方

広告

26

31

30

10

10

28

12

10

10

12

12

15

・

扶養人数 所得限度額

500

0人

10

73

ている（３か月以上の入院は期
間計算に含みません）
③介護される方が、介護サービス

令和2（2020）年 9月20日
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3年4月に中学生になる皆さんへ
10月上旬に学校選択票を
郵送します
対象 区内に住民登録があり、3年4月に中学校に入学

する児童とその保護者
7校

選択できる学校 区立中学校全

選択方法 10月上旬に対象者へ送付する学校選

択票に必要事項を記入し、下記問合せ先へ郵送※期限
内に学校選択票が未提出・希望校が未記入の場合は、
通学区域の学校を指定します。

選択状況 中間選択

状況は11月上旬、最終選択状況は11月中旬に、通知
および区HPと下記問合せ先で公表

選択校の変更 11

月上旬～中旬の変更受付期間内に限り変更可※最終選
択状況で入学可能者数を上回る見込みとなる学校は、
12月上旬に抽選を実施する場合があります。
・就学通知書 ３年1月上旬に就学通知書を郵送しま
す。必要事項を記入し、指定された中学校に提出
してください。

「ふるさと交流ショップ 台東」
9・10月出店自治体をご紹介します！
●ふるさと交流ショップ 台東とは
り、各地の魅力を発信する新しい形のアンテ
ナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品が
揃い、
懐かしいふるさとの魅力に出会えます。
▷営業時間 午前10時～午後7時
（水曜日定休）
（千束通商店街内）

9月24日㈭～29日㈫

茨城県筑西市×千束通商店街

北海道とかち鹿追町×東・西とかち地域×
10月1日㈭～20日㈫
千束通商店街
10月22日㈭～27日㈫

山形県小国町

「ふるさと交流ショップ 台東」に出店する自治体のPR情
報、商品の入荷状況やイベント等について、写真を交えて発
信します。ぜひご覧ください。

Twitter

Facebook

Instagram

ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827 都市交流課 TEL （5246）1016

育児相談

９月24日㈭～30日㈬は結核予防週間です

新型コロナウイルス感染防止のため、
当面の間、中止または内容を一部変更
して実施します。最新の情報は、下記
へお問合せください。発熱等の症状
が見られる時は、来所を控えるようお
願いします。また、各家庭でもこまめ
な手洗いや咳エチケット、手指のアル
コール消毒等感染予防を行ってくださ
い。保健師による電話相談は受付けていますので、下記問合せ先へご連
絡ください。

予約制で実施する育児相談
内容 身体測定・保健師等の相談
持ち物 母子健康手帳、バスタオル、保護者着用のためのマスク

●1～3か月児の育児相談
場所

10月13日㈫午後1時30分～3時30分

浅草保健相談センター

10月28日㈬午後1時30分～3時30分

台東保健所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
場所

10月13日㈫午前9時30分～11時30分 浅草保健相談センター
10月28日㈬午前9時30分～11時30分 台東保健所

結核は過去の病気と思われがち
結核罹患率（人口10万対率）
国
都
台東区
ですが、現在でも都内では年間約
50
２,000人、区内では年間約80人の
方が新たに結核を発病しています。
40
台東区は、全国や東京都と比較し
30
て、結核り患率が高い状況です。
日本では高齢者の患者が多く、
20
70歳以上の方が全体の約6割を占め
ています。また、都内では働き盛り
10
の世代の患者が多いのが特徴的で
0
す。会社や学校・保育園等におい
H26
H27
H28
H29
H30
て、集団感染の報告もみられてい
（出典：
〈公財〉結核予防会結核研究所 結核対策活動評価図2018）
ます。
結核は、結核患者が咳などをした時に結核菌が飛散し、それを回りの方が吸い込むこと
で感染、発病します。誰もがかかる可能性がありますが、早期発見すれば、通院で治すこ
とができます。
・結核予防・早期発見のための４か条
①年に1回、健康診断等で胸部レントゲン検査を受ける（65歳以上の方は、感染症法の規
定により、毎年1回健診）。
②咳やたんの症状が2週間以上続く場合は、早めに内科や呼吸器科を受診する。
③免疫力を保つために、日頃からバランスの良い食事をとり、規則正しい生活を心掛ける。
④赤ちゃんはBCG予防接種で、結核の重症化を予防する（生後5～8か月の接種がおすすめ
です）。
▷問合せ 台東保健所保健予防課 TEL （3847）9476

●とことこ育児相談（対象は1歳6か月以上の子供）

子育て心理相談（予約制）

場所

10月21日㈬午前10時～11時30分

浅草保健相談センター

10月27日㈫午前10時～11時30分

台東保健所

問合せ

出店自治体

「ふるさと交流ショップ 台東」公式Twitter・
Facebook・Instagramを新設しました

問合せ

日時（受付は午前10時〜10時15分）

日程

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
出店の中止または営業時
間が変更になる場合があります。
マイバッグの持参にご協力をお願
いします。

▷場所 浅草4－36－5

TEL （5246）1412

日時

●出店自治体スケジュール

全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わ

問合せ 学務課（区役所６階②番）

日時

第 1261 号

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

びんの出し方にご注意ください
びんを資源に出す際は、中を水洗いして、
決められた場所に出してください。薬品の
びん、洗っても汚れの落ちないびん、グラ
ス類、哺乳瓶等は「燃やさないごみ」です。
飲食店で不要になったびんは、民間業者
に処理を依頼してください。排出量が少量
の場合は、区の収集に出すことができますので、透明または半透明の袋に
入れて、容量に応じたごみ処理券を貼って出してください。
▷問合せ 清掃リサイクル課 TEL （5246）1018

マンション向け省エネコンサルタント
派遣します
共同住宅（主にマンションの管理組合）を対象に、無料で省エネコンサ
ルタントの派遣を行います。現地調査の上、省エネ提案書を作成し、省エ
ネにつながる設備の運用改善や改修などの省エネのアドバイスを行います。
※詳しくは、下記へお問合せください。
※予算件数に達し次第、受付終了します。
▷問合せ 環境課 TEL （5246）1281

「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、保護者の相談を専門カウンセラーがお受けします。
日程 ①10月21日㈬

供を育てている方

②27日㈫ 時間 午前９時30分～11時 対象 区内在住で、就学前までの子
場所・申込み・問合せ ①浅草保健相談センター TEL （3844）8172

②台

東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497

原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの交付を再開します
排気量ごとに3種のデザイン（排気量50ｃｃまで白、90ｃｃまで黄、125ｃｃまで桃）があります。
※新たに作成するデザインには、
70周年記念ロゴは入りません。
※プレートは申請順に交付します。
番号は選べません。

交付開始日 10月1日㈭

場所 新規・付替は税務課税務係（区役所3階⑩番）
、

新規のみは戸籍住民サービス課（区役所1階⑤番）※付替の場合は、自賠責保険の変更手続きなど
の確認をお願いします。 対象 新規で原付の登録をする方、デザインのない台東区ナンバープレー
トを交付されている方

必要な物 個人の場合は本人確認書類（運転免許証等）
・印

鑑（スタンプ式でないもの）
、法人の場合は社員であることが分かるもの（名刺等）
・
本人確認書類（運転免許証等）
・法人の代表者印※代理の方が手続きする場合は、
必ず委任状をお持ちください。 問合せ 税務課税務係 TEL （5246）1101
原付オリジナルナンバープレート
排気量50ccまで
（白）

開始
ナンバー
「Ａ1301」

開始
ナンバー
「Ｂ1301」

開始
ナンバー
「Ｃ1301」

排気量90ccまで
（黄）

開始
ナンバー
「Ｄ･101」

開始
ナンバー
「Ｅ･101」

開始
ナンバー
「Ｆ･101」

排気量125ccまで
（桃）

開始
ナンバー
「Ｇ･201」

開始
ナンバー
「Ｈ･201」

開始
ナンバー
「Ｊ･201」

【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 TEL 3847−3611〉

広報

令和2（2020）年 9月20日

上野の山文化ゾーン2020秋

博物館・美術館・音楽ホールなどが多く集まっている「上野の山」
。芸術の秋、会場で楽しむ
ことはもちろん、自宅にいながらイベントを堪能できるWEBサービスを実施している施設もあ
りますので、この機会にぜひお楽しみください。
今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が変更されること
があります。また、入場にあたって、多くの施設が事前予約制を導入して
います。おでかけ前に、各施設のHP等でご確認ください。
お家で楽しむ や各施設HPは右記二次元コードからご覧になれます。

問合せ

文化振興課

TEL

（5246）1153

TEL （5777）8600（ハローダイヤル） 日時指定入場制

①博物館でアジアの旅 開催中～10月11日㈰
②特別展「工藝2020―自然と美のかたち―」 9月21日㈷～11月15日㈰
③特別展「桃山―天下人の100年」 10月6日㈫～11月29日㈰
④特別展「日本のたてもの―自然素材を伝統技術に活かす知恵」(仮) 12月下旬～3年2月予定
⑤「博物館に初もうで」 3年1月2日㈯～1月31日㈰
⑥在外日本古美術品保存修復協力事業 特別展「修復された海外の日本美術」
3年1月26日㈫～3月7日㈰（予定）
お家で楽しむ

①オンラインギャラリーツアー ほか
同館の研究員が、総合文化展の展示鑑賞のポイントを動画で紹介。YouTubeで公開しています。
②ぬり絵シート
所蔵品をモチーフにしたぬり絵が無料でダウンロードできます。

国立科学博物館

TEL （5777）8600（ハローダイヤル） 日時指定入場制

①企画展「国立公園－その自然には、物語がある－」 開催中～11月29日㈰
お家で楽しむ

①「おうちで体験！かはくVR」
3Dビュー＋VR映像で、自宅にいながら博物館の中にいるような感覚で展示を鑑賞することができ
ます（VR映像としての鑑賞には専用ゴーグルまたはメガネが必要です）。
②おうちでかはく、科学に触れる時間
同館の研究者が、自身の研究内容や展示鑑賞のポイントをYouTubeで公開しています。
③THE WILDLIFE MUSEUM ～ヨシモトコレクションVR～
ハワイの実業家、故ワトソンT.ヨシモト氏が1992年に私費を投じて創立した「WILDLIFE MUSEUM」
。
そこで展示されていた標本はのちに当館に寄贈され、現在のヨシモトコレクションとなりました。こ
のコンテンツでは幻となったヨシモト氏の博物館をVR空間上でリニューアルしました。Webブラウ
ザ、もしくはVRゴーグルでお楽しみいただけます。

国立西洋美術館

TEL 050（5541）8600（ハローダイヤル）

①企画展「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」 日時指定入場制 開催中～10月18日㈰
②新館 版画素描展示室 内藤コレクション展Ⅲ「写本彩飾の精華 天に捧ぐ歌、神の理」 開催中
～10月18日㈰
全館休館 10月19日㈪～2022年春（予定）
お家で楽しむ

国立西洋美術館ギャラリートーク
同館の研究員らによるギャラリートークをYouTube公式チャンネルで公開、常設展の作品を1点ずつ
解説しています。

上野の森美術館

区立書道博物館

TEL （3872）2645

①中村不折の世界 第二部 9月24日㈭～ 12月13日㈰
②特別展 中国書画コレクションの諸相（仮称） ３年1月5日㈫～2月28日㈰

上野動物園

TEL （3828）5171

TEL （3833）4191

1882年に開園した日本で一番歴史のある動物園です。約350種の個性豊かな動物たちに出会うこと
ができます。大人気のジャイアントパンダ、北極圏の動物の生態をダイナミックに展示する「ホッキョ
クグマとアザラシの海」は必見です。
お家で楽しむ

台東アートギャラリー＆上野中央通り地下歩道内展示ブース
TEL （5246）1153

区役所1階にあるギャラリーです。台東区長賞受賞作品（東京藝大生の制作）をはじめ、区が所蔵
する絵画や彫塑作品を展示しています。
上野中央通り地下歩道内展示ブースは上野と御徒町を結ぶ地下歩道C4出口付近にあるショーウイ
ンドウ型のブースで、台東区長奨励賞受賞作品6点(彫刻・工芸・デザインの造形作品) をご覧いた
だけます。
お家で楽しむ

台東区ヴァーチャル美術館
区が所蔵する台東区長賞受賞作品をはじめとした、台東区ゆかりの芸術作品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。

国立国会図書館 国際子ども図書館
お家で楽しむ

①夢の図書館―東京上野・国際子ども図書館をおうちで見学
3Dビュー＋VR映像で、100年以上の歴史を持つ建物内部を探検することができます（VR映像として
の鑑賞には専用ゴーグルまたはメガネが必要です）
。※12月31日㈭までの限定公開
②絵本ギャラリー ③日本の子どもの文学―国際子ども図書館所蔵資料で見る歩み ④ヴィクトリア
朝の子どもの本：イングラムコレクションより ⑤中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典
資料の画像に解説をつけてテーマ別に編集した電子展示会です。

区立下町風俗資料館

TEL （5777）8600 (ハローダイヤル)

①藝大コレクション展2020—藝大年代記(クロニクル) 9月26日㈯ ～10月25日㈰
②籔内佐斗司退任記念展 私が伝えたかったこと
－文化財保存学保存修復彫刻研究室2004－2020の歩み－
11月19日㈭～29日㈰
③東京藝術大学大学院美術研究科 博士審査展 12月10日㈭〜20日㈰
④リサーチプロジェクト 3年1月初旬予定
⑤第69回 東京藝術大学卒業・修了作品展 3年1月29日㈮〜2月2日㈫

東京都美術館

TEL （3823）6921

①上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」
（仮称）
11月18日㈬～3年1月7日㈭
②東京都美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」
（仮称）
11月18日㈬～3年1月7日㈭
アーカイブズ資料展示「旧館を知る」 10月6日㈫〜12月6日㈰

日本芸術院

TEL （3821）7191

近代日本芸術の100年―日本芸術院創設百周年記念展 第6回 3年1月8日㈮～21日㈭
日本芸術院は9月に創設百周年を迎えました。記念事業の一環として、本展を開催しています。本展
は全6回にわたる展覧会シリーズで、日本芸術院が所蔵する、日本芸術院会員や恩賜賞・日本芸術院
賞受賞者等の作品等を公開しています。

日本美術院

TEL （3821）4510

寛永寺

TEL （3821）4440

①德川歴代将軍霊廟 特別参拝
月に3～4回、德川歴代将軍霊廟の特別参拝を事前申込制にて受付けています。実施日や申込方法等、
詳しくは寛永寺HPをご覧いただくか、上記へお問合せください。
②両大師堂 午前9時～午後4時 TEL （3821）4050
縁日 毎月3日午前10時 節分会 3年2月2日㈫午後2時
③清水観音堂 TEL （3821）4749
縁日 毎月17日午前10時 人形供養 9月25日㈮午後2時
初午法楽（はつうまほうらく） 毎年2月初午の日午前10時
④不忍池辯天堂 TEL （3821）4638
縁日 毎月初巳の日午前10時 巳成金（みなるかね） 9月23日㈬午前10時、午後2時
お家で楽しむ

寛永寺HPでは毎月法話を公開しています。また、一部のお守りやお札は郵送による授与も行ってい
ます。

音楽ホール
東京文化会館

TEL （3828）2111

①東京文化会館ミュージック・ワークショップ
10月4日㈰（振替開催）
・25日㈰、11月12日㈭・23日㈷、12月6日㈰（振替開催）
、3年1月23日㈯、
2月7日㈰、3月7日㈰ 費用 各550円
②まちなかコンサート「芸術の秋、音楽さんぽ」 9月～11月上旬
お家で楽しむ

東京文化会館チャンネル
これまでに行われた主催公演の記録映像等をYouTubeで公開しています。

上野学園 石橋メモリアルホール

ランチタイム・コンサート
上野学園教員、学生有志などにより、月1回開催している30分間のコンサートです。※入場無料、幼
児同伴でも入場可 ※0〜3歳児は親子室（要予約）
、4歳児以上はホール内可
10月7日㈬、11月11日㈬、12月9日㈬（この回のみ午前11時、0歳児からホール内入場可）
、3年1月
13日㈬、2月3日㈬、3月31日㈬ 時間 午後0時10分

区立旧東京音楽学校奏楽堂

お家で楽しむ

TEL （3821）1017

お家で楽しむ

TEL （3821）4549

①特集「時代を創った人物8」 開催中～ 12月13日㈰
②特別展「Enjoy sports 朝倉文夫の1964年」 12月19日㈯～3年3月7日㈰

松坂屋上野店

TEL （3832）1111

日本画・洋画・工芸 特選展

旧岩崎邸庭園

TEL （3824）1988

日曜コンサート
毎週日曜午後2時から開催している東京藝術大学音楽学部学生と院生によるミニコンサートです。入館
料で展示室を見学し、コンサートを聴くことができます。第1・3日曜はチェンバロ、第2・4日曜
パイプオルガンです。
定員 155人（先着順）
※開演後の入場・未就学児の入場不可

講演会

台東区文化探訪アーカイブス特集 館内や庭園の様子を360°の画像で楽しめます。

区立朝倉彫塑館

TEL （3843）3043

「東京藝術大学特別コンサート 東京音楽学校が育んだ日本の懐かしい調べ」を、YouTubeの台東区公
式チャンネルで配信しています。

展示会「同人新作品展」 9月28日㈪～10月4日㈰

横山大観記念館

TEL （3823）7451

下町風俗資料館40周年特別展「移りゆく町の風景 広重の百景から令和の台東区まで」
（仮称）
12月5日㈯～3年3月7日㈰

お家で楽しむ

上野の森アートスクール
同館運営のアートスクールでは画材の説明・使い方・デザインなどの基礎講座を公開しています。

TEL （3827）2053

展示会「平成を彩った絵本作家たち」 9月29日㈫～12月27日㈰

①特別展「ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵 KING&QUEEN展」
10月10日㈯〜3年1月11日㈷
②現代美術の展望 VOCA展2021 3年3月12日㈮〜3月30日㈫

東京藝術大学 大学美術館

日時指定入場制

東京ズーネット YouTubeチャンネル
ジャイアントパンダをはじめ、さまざまな動物たちの動画をYouTubeで公開しています。

美術館・博物館など
東京国立博物館

第 1261 号 （6）

3年1月22日㈮～25日㈪

TEL （3823）8340

三菱第3代社長岩崎久彌氏の本邸として建てられました。イギリス人建築家ジョサイア・コンドル
設計の洋館、撞球室(ビリヤード場)、名棟梁大河喜十郎が手がけた和館大広間が現存しています。

東京文化財研究所

TEL （3823）4829

Eメール kjkenkyukai@tobunken.go.jp

第54回オープンレクチャー「かたちからの道、かたちへの道」
（事前申込・参加無料）
日時 10月30日㈮午後1時30分（3時間程度、1時開場）
内容・講師 近代日本画の「新古典主義」－小林古径の作品を中心に－・塩谷純氏（文化財情報資
料部長）、タイに輸出された日本の漆工品－王室第一級寺院ワット・ラーチャプラディットの漆扉
を中心に－・二神葉子氏（文化財情報研究室長）
定員 30人（抽選）
受付日程 9月20日㈰〜10月10日㈯
※詳しくは、上記にお問合せいただくか、上記二次元コードよりご確認ください。

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。

広報

（7） 令和2（2020）年 9月20日
区有施設等の利用時には、咳エチケッ
トの徹底やマスクの着用等、ご協力を
お願いします。

催 し も の など

第 1261 号

子申請可）

台東区

申込締切日 10月19日㈪（必着）

リサイクル
日時 ①

10月24日㈯午前9時～午後4時 ②25日
㈰午前8時～午後3時 場所 花川戸公園

朝倉彫塑館から

※車での来場不可、天候により中止の場合

●常設展示内特集「時代を創った人物8

あり 出店数 ①30店 ②20店

思慕の人々〜郷里大分〜」 朝倉文夫が制

出店料 ①2,000円※区民は会HPから予約

作した肖像彫刻を特集します。 期間 12

で1,500円 ②1,500円

月13日㈰まで

開館時間 午前9時30分～

①リサイクル推進友の会（午前10時～午

入館料 一般500円、小中高生250円※入

後4時）※会HPか当日会場で申込み

休館日 月・木

曜日（祝休日の場合は翌日）

withコロナ時代の厨房での衛生管理について、専門的な部分を
分かりやすく解説します。
日時 10月9日㈮午後2時～4時

TEL （3412）6857

講師 井部修氏（京王プラザホテル調理部支配人）
、石川史子氏

（フードビジネスプロデューサー）
※共にホテル＆ホスピタリティ
ビジネス衛生管理実践研究会

②里彩くるカエル

TEL 090（3068）3534

TEL （3821）4549

問合せ 台東区清掃リサイクル課

上野学園大学による午後のコン
サート（予約制）

※区内在住の方優先

曲目（予定）G線上のマリア（J.S.バッハ）

所・氏名・年齢・電話番号・子供の年齢

ほか 入場料 500円※未就学児入場不可、

をメールか直接下記問合せ先へ※電話で

詳しくは、旧東京音楽学校奏楽堂HPをご

の申込み不可、営業関係の方の出店不可

覧ください。

申込締切日時 10月19日㈪午後６時※出店

勤労者サービスセンターの催し

・HACCP制度について解説
申込方法 氏名・人数・電話番号を電話かファックスまたはメー

ルで下記問合せ先へ

ケット出店者募集 日時 11月29日㈰午前

出演 上野学園大学音楽学部学生

場所・申込み・問合せ 旧東京音楽学校奏楽
堂 TEL （3824）1988

・東京都や各種業界団体のガイドラインについて解説

●子ども用品限定 ひまわりフリーマー
10時～午後2時 出店数 23店（抽選）

予約開始日 9月22日㈷

・飲食店やホテルの厨房・料理人向け衛生管理方法について講演

TEL （5246）1291

日時 10月8日㈭午後1時開場、2時開演

問合せ 観光課 TEL （5246）1447

FAX （5246）1515

Eメール taito-omotenashi@city.taito.tokyo.jp

申込方法 出店日・住

決定者のみ出店票を送付

▲井部修氏

内容

倶楽部（午前10時～午後7時）

場所・問合せ 朝倉彫塑館

場所 区役所10階会議室

定員 50人（先着順）

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

午後4時30分（入館は4時まで）
館時は靴を脱ぎ靴下着用

withコロナ時代における
観光業の衛生基準や実践対応
厨房・料理人向け

問合せ 環境課 TEL （5246）1323

●フリーマーケット出店者募集

第2回「おもてなし講座」

▲石川史子氏

「声の広報」
を貸出しています
毎月2回、5日と20日に発行している区の広報「たいとう」

場所・問合せ 環

の内容を録音した、
「声の広報」
（カセットテープ版・デイジー

境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

版）を作製し、郵送で貸出しています。

TEL （3866）8185

▷対象 区内在住の視覚障害のある方

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

▷申込み・問合せ

●その時のために備えるということ 命を

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

家族を 守るための防災セミナー

日時 10

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

対象 区内

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

在住か在勤の方、勤労者サービスセンター

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

●浅草寺所有文化財の保存修理について

会員とその家族 定員 15人（抽選）

パネルに掲示しています。
ご利用ください。

名・所在地をはがきかファックスで下記問

日程 11月1日㈰

講師 防災普及指導員（台東区危機・災害対
策課） 申込締切日 10月6日㈫（必着）

ゆずります ポータブルトレイいす、おひ

合せ先へ

護代表取締役）

つ（木製）
、スタッキングチェア２脚、日

●第6回CAD入門講座「Root Prｏ CAD」

●健康セミナー「正しい動き塾」

立液晶テレビ、自転車24インチ・27イン

日時（全2回）11月10日㈫・11日㈬午後6

チ、金魚鉢、LED照明器具3個、洗濯機、

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

月24日㈯午後2時～3時30分

日時（全2回）11月6日㈮・13日㈮午後6

広報課（区役所３階⑧番） TEL （5246）1021
ふりがな

（4回分） 申込方法 講座名･住所・氏名・

申込締切日 10月23日㈮（必着）

子氏（すみだ郷土文化資料館）
講師 池田和彦氏（㈱修

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
時間 午後2時～4時 場所 生涯学習セン
ター 定員 30人（抽選）※区内在住の方

時30分～8時 対象 区内在住か在勤の方、

食器

勤労者サービスセンター会員とその家族

ゆずってください 将棋駒・駒台、子ども

選） 講師 清水直人氏

費用 3,000円（2

講座名・希望人数（2人まで）
・参加者全

定員 15人（抽選） 講師 小西宏和氏（ト

用室内鉄棒、ミシン

回分） 申込方法 往復はがきに講座名・住

員の氏名・年齢・代表者の住所・電話番号

レーナー） 費用 1,000円（サービスセン

※上記の情報は9月1日現在の内容です。

所・氏名・年代・電話番号、在勤(学)の方

を書いて下記問合せ先へ

ター会員とその家族は500円）

詳しくは、下記へお問合せください。

は勤務先(学校)名・所在地を書いて下記問

申込締切日 10月16日㈮（必着）

申込締切日 10月7日㈬（必着）

問合せ 環境ふれあい館ひまわり３階リサ

合せ先へ

問合せ 〒111－8621

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 はがきに催し名・住所・参加者

全員の氏名・年齢・電話番号、会員の方は
会員番号を書いて下記問合せ先へ
場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

2－9－18 台東区中小企業振興センター
台東区勤労者サービスセンター

（学）で全日程受講可能な方 定員 4人（抽

介護福祉士受験対策講座
（オンライン研修）
日程 10月18日㈰、11月1日㈰・15日㈰、

3年1月10日㈰

時間 午前9時30分～午後
4時30分 対象 区内在住か在勤で介護福祉

園芸講習会
～野菜や花を育てる～
「コンテナガーデンを楽しもう」
日時 11月8日㈰

午後1時
場所 区役所10階

着順） 費用 各2,000円（テキスト代）
申込締切日 10月1日㈭

申込み・問合せ 台

東区社会福祉事業団 TEL （5603）2228

講 座・相 談 会 など
産業研修センターの催し

会議室

申込締切日 10月21日㈬
（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

イクルショップ TEL （3866）8361

士を目指す介護職員の方 定員 各20人（先

TEL （5829）4123

ふりがな

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
TEL （3872）6780
FAX （3871）9525

優先

申込方法 往復はがき（1人１枚）に

ふりがな

生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5828

若手経営者サポートセミナー
経営者の心構え“醸成”コース
日程（全5回）11月24日㈫、12月15日㈫、

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）

3年1月12日㈫、2月2日㈫・24日㈬
時間 午後7時～9時（2月24日のみ午後6

時45分～8時45分） 場所 区役所10階会
議室 対象 企業の経営者および後継者や、

日時 10月17日㈯午後1時30分～4時15

事業を始めたばかりの新人経営者等

分

対象 区

定員 50人（先着順） 講師 二条彪氏（経

相談員 弁護士か

営コンサルタント） 費用 10,000円（5

場所 区役所6階601会議室

内のマンション所有者
一級建築士

申込締切日 10月14日㈬

回分） 申込方法 下記問合せ先で配布する

申込み・問合せ 住宅課

受講申込書（台東区産業振興事業団HPか

TEL （5246）9028

らダウンロード可）に記入し、ファックス
かメールで下記問合せ先へ

無料建築相談

問合せ 台東

対象 区内在住か

●ファッションデザイン画４日間講習

在勤（学）の方

日時（全4回）11月4日～12日の水・木曜

日時 10月1日㈭、11月5日㈭午後1時～4

FAX （5829）4127

定員 10人
（抽選）

日午後6時30分～8時30分

時

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

対象 区内在
住か在勤（学）の方 定員 15人（先着順）

講師 伊東康仁氏

（シティファー

内容 フォトショップでデザイン画を描く

区産業振興事業団 TEL （5829）4124

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

TEL （5246）1468

文化財講座

マー） 費用 2,000円（材料費）

ほか※パソコンは各自持参、ワコムペンタ

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名・

ブレット（デザイン画用のタブレット）の

●隅田川両岸地域と伝説―梅若丸伝説と妙

<10月>

年齢・電話番号を書いて右記問合せ先へ
（電

貸出あり

亀塚―

18日

講師 鄭貞子氏

費用 5,000円

日程 10月31日㈯

講師 小山貴

菊供養会・金龍の舞（浅草寺）

区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。
【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

15

17

左記へお問合せください。

10

台東区ヴァーチャル美術館

10 言語対応「広報たいとう」
デジタルブックで配信中！

◀︎平成21年度
台東区長賞受賞作品
（日本画）
「萱草に寄す」
澁澤星

ges!
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▽問合せ （公財）東京都福祉保
健財団 ＴＥＬ
（３３４４）８５３３
●たいとう地域包括ケア推進協議
会第３回たいとう地域包括ケアフ

150

12

●東京都子育て支援員研修（第３

10

第 1261 号 （8）

期）受講者募集
ォーラム
保育や子育て支援分野で従事す ▽日時
月 日㈯
る上で、必要な知識や技能等を有
午後４時～６時
する子育て支援員の養成研修です。 ▽場所 台東区生涯学習センター
※研修は、 月から順次開始しま
ミレニアムホール
す。
※動画配信も行います。視聴方法

は、たいとう地域包括ケア推進
協議会
をご覧ください。
▽対象 区内在住か在勤（学）の

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041
10月4～10日
●旧作品 ふれあいコンサートおとあそび♪
Ａ 親子音楽会（14分）
●こんにちは区長です（5分）
午前9時26分
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分 ●旧作品 親子で実践～手遊びふれあい遊び
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
C
（6分）
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
のお知らせ
るたいとう音頭～（14分）
午前9時46分
●たいとうタイムトラベル Part①（40分） B
10月25～31日
10月11～31日
●第73回 全日本フェンシング選手権大会／松
Ａ 山恭助選手（14分）
●ニュースたいとう（20分）
B
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●旧作品 台東区江戸創業事業所紹介④
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から （6分）
午前9時34分
のお知らせ
●旧作品 たいとう・すみだ 江戸浮世絵めぐ
10月11～17日
C
り～水辺の物語～（20分）
●たいとうタイムトラベル番外編1964年
B
（14分）
○ 放送時間のご案内 A 午前9時
●STOP！特殊詐欺！～だまされない対策～
B 午前9時20分 C 午前9時40分
（14分）
午前9時34分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
●旧作品 お家でできる ハンカチあそび
午後5時台と午後9時台
（6分）
午前9時48分
●旧作品 生活動作で「ながら」介護予防
◇番組に対するご要望・ご感想
（6分）
午前9時54分
をお待ちしています。
10月18～24日
◀︎YouTube
●革とモノづくりの祭典 浅草エーラウンド
台東区公式チャンネル
B
2020【宣伝型】（6分）

▽研修場所 新宿、飯田橋等
▽対象 区内在住か在勤の方
▽申込方法 申込書に記入し、書

11ch

方
▽テーマ コロナ禍における健康
管理と笑いの効果〜今だからこ
そ伝えたい笑いの力〜
▽定員
人（先着順）
▽講師 大平哲也氏（福島県立医
科大学医学部疫学講座主任教
授）
▽申込み・問合せ 浅草医師会
ＴＥＬ
（３８４４）０５７６

10月の区役所制作番組案内

留で郵送
月 日㈭（必着）
▽申込締切日
▽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
※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をご覧になるか、

令和2（2020）年 9月20日

暮らしのしおりも
閲覧できます!

This Public relations magazine
can be read in 10 languages
◆ブラウザでもアプリでも、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
◆動画や写真も楽しめる

無料

FREE APP

◆10言語で読める・聞ける（音声読み上げ対応※）
※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。

「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

台東区公式LINEで情報を発信しています！
●配信内容
区の取り組みやイベント等の区政情報や危機管理などの情
報を発信します。
●配信方法 ・原則、平日日中に不定期に発信します。
・個別のコメント等に対する回答はしません。
●利用について
・LINEについて
無料通話やチャット（トーク）を行うこ
とができる、スマートフォンやパソコン等
向けの、コミュニケーションアプリです。
ご利用にはスマートフォン等にLINEアプ
リをダウンロードする必要があります。
・登録について
台 東 区 公 式LINEの メ ッ
セージを受信するためには
登録が必要です。
右記の登録用コードを読
登録用コード
み取れば登録できます。
問合せ

広報課 TEL （5246）1021

画面イメージ

メッセージ

リッチ
メニュー
※各公式ペー
ジにアクセ
スできます。

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。

「台東区史」シリーズ 販売中！
★「台東区史」
（800円から）…古代から近現代ま
で、さまざまな文化や資料を盛り込んでいます。
★「ビジュアル台東区史」
（2,000円）…江戸時代
の屏風絵や浮世絵など貴
重な資料が豊富で、わか
りやすく楽しみながら見て
いただけます。
※販売場所や金額など、詳しくは、
区ＨＰをご覧ください。
台東区広報課 TEL （5246）1021

新型コロナウイルス感染症の影響により、「区民のひろば」の催しものなどの開催が中止・延期となる場合があるため、掲載を休止します。

