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広報

若者のための働き方セミナー
「人生にムダなことなんて何ひと
つない」

キャリアビジョンの描き方を学びます。
日時 1月23日㈯午後2時～4時30分
場所 上野区民館　対象 おおむね45歳まで
の方※雇用保険受給中の方は受給資格者証
を持参　定員 50人（先着順）　講師 鈴木
七沖氏　 申込み・問合せ 産業振興課
TEL （5246）1152（区HPから申込可）

重要文化財で聴く
心に寄り添う日本の歌Ⅲ

日時 2月13日㈯午後1時30分開場、2時
30分開演　場所旧東京音楽学校奏楽堂
出演 Jソロイスツ（女声アンサンブル）、
与那城敬（バリトン）、泉里沙（ヴァイオ
リン）、神谷勝（チェロ）、山口佳代（ピア
ノ）　曲目 日本唱歌四季のメドレー（Jソ
ロイスツ委嘱作品）、砂山、長崎の鐘ほか
前売券 3,200円※未就学児入場不可
販売場所 チケットペイ、下記財団事務局
問合せ 台東区芸術文化財団
TEL（5828）7591

下町風俗資料館特別展「移りゆ
く町の風景　広重の百景から令
和の台東区まで」

期間 3月7日㈰まで　時間 午前9時30分～
午後4時30分（入館は4時まで)
入館料 一般300円、小中高生100円
休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）
問合せ 下町風俗資料館
TEL （3823）7451

日曜特別コンサート「古楽」
(事前予約)

日時 1月31日㈰午後1時開場、2時開演
出演 東京藝術大学音楽学部学生および院
生　内容 チェンバロを中心とした古楽器
のアンサンブル　入場料 500円
予約期間 1月13日㈬～29日㈮※未就学児
入場不可
場所・問合せ旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

区登録手話通訳者認定試験

日時 3月21日㈰午前9時30分～午後5時
場所 松が谷福祉会館　対象 障害福祉に理
解と熱意を持ち、手話経験が3年程度ある

か各種手話講習会等を修了し、手話通訳者
として区内で活動できる18歳以上の方　
選考方法 手話表現、読み取り（筆記）、社
会福祉に関する問題、面接
申込方法 応募用紙（区ＨＰからダウンロー
ドか下記問合せ先で配布）に記入し提出
申込締切日 2月12日㈮
問合せ 障害福祉課（区役所2階⑩番）
TEL （5246）1058

VR（バーチャルリアリティ）
認知症体験会～認知症の人の世
界を感じ、理解する～

日時 1月26日㈫午後2時～3時45分
場所区役所10階会議室
対象区内在住か在勤（学）の方
定員 30人（先着順）
講師㈱シルバーウッドVR事業部
申込み・問合せ 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

成年後見制度無料相談会
（事前予約）
下記の場所で、パソコン越しに司法書士に
相談していただきます。
日時 2月13日㈯午前9時30分～午後4時
30分（1組45分程度）
対象区内在住か在勤（学）の方
定員 5組　 申込締切日 2月4日㈭
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL （5828）7507

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ
「総合相談窓口」
日時 1月19日㈫、2月16日㈫午後1時～4
時（受付は3時まで）
場所区役所4階401会議室
対象区内に空き家等を所有している方
定員 各3組（1組60分程度・先着順・予約
優先）※予約に空きがあれば当日受付可
相談員 宅地建物取引士・建築士ほか
申込み・問合せ 住宅課
TEL （5246）1468

たいとうやまびこ塾

●おもてなし韓国語　 日程（全3回）2月
12日～26日の金曜日　定員 10人（抽選）
講師 泰成氏（学習支援ボランティア）　
●華道　四季を活ける 春
日程（全2回）2月13日㈯・27日㈯
定員 10人（抽選）　講師秋山啓子氏
費用 2,000円（材料費）　

◆　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　対象 区内在住か在勤（学）の15歳以
上の方　申込方法 往復はがき（1人1枚）
に講座名・住所・氏

ふりがな
名・年齢・電話番号を

書いて下記問合せ先へ
申込締切日 1月30日㈯（必着）
問合せ 〒111－8621
生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5812

図書館のこども室から

●おはなし会　日時 1月31日㈰午前11時　
場所生涯学習センター　対象 2歳～小学校
低学年の子供と保護者（図書館利用登録を
している方）　定員 6組（先着順）※申込
みは保護者の方に限る
受付開始日時1月19日㈫午前9時
申込み・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

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。

10 言語対応「広報たいとう」デジタルブックで配信中！
FREE APP無 料◆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

Delivering M
ulti Languag

es!

This Public relations magazine
can be read in 10 languages

※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。

◆10言語で読める・聞ける
　（音声読み上げ対応※）

台東区公式LINEで情報を発信しています！

希望する情報のメッセージを受信できます

※すべてのメッセージを受信する場合も、必ず受信設定をお願いします。

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

注意事項を
ご確認いただき

「許可する」を
タップ

メニューから
「受信設定」を
タップ

など催しものなど催しもの など催しもの
費用の記載のないものは「無料」です。

医療
情報

1・2月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
　新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする場合がある
ため、台東区準夜間・休日こどもクリニックおよび夜間・休日診療を受診される際は、必
ず事前に電話してください。
・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。 https://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　 TEL  （3833）8381

※1階救急外来受付にお越しください。
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～9時45分
日曜・祝日・年始（1月1日～3日）  午前8時45分～午後9時45分

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は、別途「選
定療養費」の負担が生じることがあります。
※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。
※お薬は原則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。

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　 URL https://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）

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
1
月
1
日

内科 菊嶋クリニック 蔵前3－13－13　NRビル3階 （3851）3281
内科 上野くろもんクリニック 上野1－9－2　1階 （6803）0115
歯科 二宮歯科診療室 浅草橋5－20－8　CSタワー1階（3865）6060
薬局 みどり薬局 蔵前4－21－9 （3851）0054

1
月
2
日

内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6 （5806）3077
内科 田村胃腸科外科 竜泉3－42－11 （3874）9981
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 ひまわり調剤薬局三ノ輪店 竜泉3－39－6 （3876）7168

1
月
3
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 舩坂歯科診療所 柳橋2－6－8　南雲ビル2階 （3851）4800
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

1
月
10
日

内科 あさくさ田原町内科クリニック 寿2－10－11　MS田原町ビル2階（3841）1181
内科 上野医院 上野2－11－10　小島ビル4階（3832）0076
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 オアゾ薬局　田原町店 雷門1－7－3 （3843）8565

1
月
11
日

内科 浅草のもとクリニック 浅草3－7－7 （5603）8808
内科 つちやファミリークリニック 入谷2－25－2 （3873）1375
歯科 浅草橋デンタルクリニック 浅草橋5－2－2　浅草橋ハイツ302（3866）6460
薬局 富士薬局 浅草3－27－10 （3875）1193
薬局 めぐみ薬局 入谷2－25－3 （5603）1193

1
月
17
日

内科 浅草第一診療所 浅草4－33－7 （3872）8617
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
薬局 すずらん調剤薬局 浅草4－34－5 （5603）5002

1
月
24
日

内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1－10－6　富田ビル1階（5822）5563
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 柳沢歯科 浅草橋1－4－6　遠藤ビル3階（3862）4141
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1－25－10 （3865）5322

1
月
31
日

内科 成寿クリニック 今戸2－28－9　201 （5824）2266
内科 藤本クリニック 上野桜木1－10－22　中銀上野パークマンシオン1階（5685）2151
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2－28－9 （5824）2255
薬局 恵愛堂薬局 上野桜木1－10－23 （5814）4193

2
月
7
日

内科 聖愛クリニック 浅草5－64－8 フュージョナル浅草フォレスト101（3874）5341
内科 谷中クリニック 谷中3－13－10 （3823）1261
歯科 加藤歯科医院 浅草橋3－3－2 （3851）3074
薬局 川元薬局 浅草5－57－8 （3875）0157
薬局 万代薬局　谷中店 谷中3－13－8  カーサ・サトウ101（5809）0961

　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
情報を発信しています。
　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。右記登録コードを読み取り、ご登録ください。

●区主催事業については、台東区
新型コロナウイルス感染症拡大防止
ガイドラインに沿って、実施してい
ます。

●掲載のイベント等については、新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止となる場合があります。

●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。


