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福祉作業所等工賃向上支援事業

高齢者等住宅支援
●高齢者等家賃等債務保証 保証人がい

る方に対して、転居に要する費用を助

ないため、民間賃貸住宅に入居すること

成します（区内の民間賃貸住宅から別

が困難な方に対して、区と協定を結んだ

の区内民間賃貸住宅に転居する場合に限

賃貸保証機構に加盟する保証会社を利用

る）
。

した場合、支払った初回保証料の一部を

▷対象 次の全てに該当する方

助成します。

①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず

▷対象 次の全てに該当する方

れか

①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず
れか

②区内に継続して3年以上居住している
③前年の総所得金額が単身世帯は256

②区内に継続して3年以上居住している

万8,000円以下、2人以上の世帯はこ

③生活保護を受給していない

の額に世帯員が1人増えるごとに38

④区内転居であり、転居先に継続して居

万円を加算した額以下 ほか

住する

▷助成額 礼金・仲介手数料・引越し費

⑤保証人がおらず、緊急連絡先がある
ほか

用の合計額（上限15万円）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

▷助成額 支払った初回保証料の2分の
1（限度額2万円）

※詳しくは、下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。

●高齢者等住み替え居住支援（転居前に

TEL （5246）1468

契約更新拒否により立ち退きを受けてい

23区合同説明会および技術職採用フォーラムPR動画を配信しています
試験 ・選考の受験希望者

対象 3年度以降の特別区職員採用

閲覧方法 特別区人事委員会HP特設サイ

ト（右記二次元コード）より閲覧可
局任用課採用係 TEL （5210）9787

問合せ 特別区人事委員会事務

台東区公式LINEで情報を発信しています！
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。

希望する情報のメッセージを受信できます

メニューから
「受信設定」を
タップ

区では、区内の福祉作業所等（就労継続支援Ｂ型事業所など）で働く障害者が、
働くことの喜びや達成感を得ながら、地域における自立した生活の実現を目
指せるよう、工賃向上への取り組みを行う福祉作業所等を支援しています。
●福祉作業所等に対する支援内容
①コンサルティング（中小企業診断士による経営コンサルティング、
デザイナー
等による自主製品の高付加価値化支援） ②工賃向上講習会の開催

③仕事の

受注に関する支援 ④その他、自主製品の高付加価値化に関する支援 など
●福祉作業所等の自主製品の紹介
食品や雑貨などさまざまな自主製品の製作・販売をしています。詳しくは、
区HP（下記二次元コード）よりご覧ください。
●福祉作業所等へ仕事を依頼してみませんか？
清掃や軽作業など、企業の皆さんからの仕事の発注に応えています。詳しく
は、下記問合せ先へ。
問合せ 台東区障害者就労支援室
TEL （3847）6431

◆

以降、上記記事の共通項目

◆

問合せ 台東区障害福祉課 TEL （5246）1206

▷問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

申込み） 取り壊しや家主の都合による

配信期間（予定）7月30日㈮まで
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注意事項を
ご確認いただき
「許可する」を
タップ

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

中学生の「税についての作文」
の
入賞者が決まりました
54回目となる今回は、区内の中学生から1,259編の応募がありました。
上野・浅草納税貯蓄組合連合会、東京上野・浅草税務署等の審査により、
次の方が入賞・入選しました（敬称略）
。
問合せ 税務課税務係 TEL （5246）1114

上野納連管内の表彰

浅草納連管内の表彰

●東京国税局管内納税貯蓄組合連合会
優秀賞、上野納税貯蓄組合連合会特選
山本沙和（御徒町台東中3年）
鈴木良太郎（上野中3年）
●東京都主税局長賞、上野納税貯蓄
組合連合会特選
吉住友紀乃（上野中2年）
●東京上野税務署長賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
北村涼香（御徒町台東中2年）
諸熊朔太郎（柏葉中2年）
●台東区長賞、上野納税貯蓄組合連
合会入選
木島拓哉（忍岡中3年）
●台東都税事務所長賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
貝塚菫（上野中3年）
●台東区教育委員会賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
山田夏希（御徒町台東中3年）
●上野納税貯蓄組合連合会入選
真貴田美彩（柏葉中2年）
平原美和（柏葉中1年）
植田迅（上野中2年）
工藤優大（忍岡中3年）

●東京国税局管内納税貯蓄組合連合会
優秀賞、浅草納税貯蓄組合連合会特選
森葉月（桜橋中3年）
●東京納税貯蓄組合総連合会会長賞、
浅草納税貯蓄組合連合会特選
江原花乃（白鷗高校附属中1年）
●浅草税務署長賞、浅草納税貯蓄組
合連合会入選
小鷹晃朋（駒形中3年）
福田紗也（白鷗高校附属中1年）
●台東区長賞、浅草納税貯蓄組合連
合会入選
角田七海（白鷗高校附属中1年）
●台東都税事務所長賞、浅草納税貯
蓄組合連合会入選
山崎秀斗（白鷗高校附属中1年）
●台東区教育委員会賞、浅草納税貯
蓄組合連合会入選
大久保涼可（浅草中2年）
●浅草青色申告会会長賞、浅草納税
貯蓄組合連合会入選
髙橋優太（白鷗高校附属中1年）
●浅草納税貯蓄組合連合会入選
浜田美香（浅草中2年）
尾松胡桃（白鷗高校附属中1年）
小出清美（白鷗高校附属中1年）
芝琴羽（白鷗高校附属中1年）

※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。

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！

区内のグルメ・ショッピング情報とともに、お店で行っている感染予防の取り組みもご覧になれます

区内事業者の皆さん

区民の皆さん

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、たいとう愛公式インスタグラムで無
料紹介（リポスト）します。

こんな時だからこそ、地元のお店を応援しましょ
う。皆さんからの「いいね」や「応援メッセージ」
が地域の力になります。まだ知らないすてきな
お店と出会えるかもしれません。

参加方法

右記二次元コードから公式アカウントをフォロー
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

Follow me!!

問合せ 観光課

TEL （5246）1151

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。
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●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。
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。

催 し も の など
新しい日常取組マネージャー講
習会

円（教材費別） 申込方法 往復はがきに教

説明会の定員 各15組（先着順）

時、11時～正午 定員 各5人（抽選）

室名・住所・氏名・年代・電話番号、在勤

定員 6組（抽選）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

ふりがな

（学）の方は勤務先（学校）名・所在地を
書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込締切日 3月16日㈫（必着）
場所・問合せ 〒111－0023

場所 台東保健所

1－36－2 産業研修センター

売店等の経営者または従業員 定員 20人
（先着順） 申込み・問合せ 産業振興課
TEL （5246）1152（区HPから申込可）

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第1期」

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

活動日時 開

相談内容を書いて下記問合せ先へ

館日 対象 区内在住か在学の小学生

日時 3月17日㈬午後2時～3時45分
対象 区内の飲食店・小

●きっずインタープリター

たいとうやまびこ塾
「マジックに挑戦」

対象 区内在住の60歳以上の方

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場

TEL （3872）6780

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

紙に記入し提出

申込締切日 2月19日㈮（必着）※募集数に

問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室

達しない場合、22日㈪以降に電話で受付

TEL （3866）2011

場所・問合せ 〒111－0056

－5 台東区シルバー人材センター

図書館のこども室から

日時（全2回）3月17日㈬・24日㈬午後2

●あかちゃんえほんタイム リーフレット

小島1－5

TEL （3864）3338

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口（予約制）

時～4時 場所 生涯学習センター 対象 区

による絵本や読み聞かせのポイントの紹

期間（全7回）4月9日～5月29日の金・土

内在住か在勤（学）の方 定員 10人（抽選）

介・おすすめ本の配布を行います。

住まい探しにお困りの方へ住宅探しのお手

曜日（5月22日を除く） 時間 （金曜日ク

講師 片山彰人氏（学習支援ボランティア）

ラス）①3歳児コースは午後2時30分～3

費用 1,000円

期間 各会場であかちゃんえほんタイムが
開催できるまで 場所 中央図書館ほか

30分～4時30分

し名・住所・氏名・年齢・電話番号を書い

対象 区内在住の平成30年9月5日～令和2

者、障害者、ひとり親世帯など

て下記問合せ先へ

年8月31日生まれの子供と保護者

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番） TEL （5246）1468

時30分 ②4歳児コースは午後4時～5時
（土曜日クラス）③3歳児コースは午前9時

申込方法 往復はがきに催

ふりがな

申込締切日 2月26日

30分～10時30分 ④5歳児コースは午前

㈮（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯

定員 40組（先着順）※子供1人につき1回

11時～正午

学習センター生涯学習課

まで、申込みは保護者に限る。※中央図書

定員 各10人（抽選）

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

④）
・住所・氏名・生年月日・性別・保護
者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月14日㈰（必着）
場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸

フリーマーケット出店者募集
時間 午前10時～午後3

1－1－10 台東リバーサイドスポーツセ

時 場所 花川戸公園※車での来場不可、天

ンター TEL （3872）3181

候により中止の場合あり
出店数（予定）20店

産業研修センターから

タイムマシーンカンパニー（午前10時～

●第1回トレーニング教室

午後5時） TEL 050（3616）3300

日時（全15回）4月6日～7月27日の火曜

日午後1時30分～3時
勤の方

出店料 2,000円

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

対象 区内在住か在

定員 20人（抽選） 費用 4,000

円（15回分・初日に支払） 申込方法 往復
ふりがな

はがきに教室名・住所・氏名・年代・電話

申込み・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

日時 3月14日・21日・28日の日曜日午後2

講 座・相 談 会 など

時～4時※受講者にはURLとパスワードを
送ります（通信料は各自負担）
。
対象 区内在住か在勤（学）の16歳以上の

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」

方で写真の撮影や取込み、オンラインで
発表ができる方
定員 12人（抽選） 講師 佐藤洋一氏（早稲

日時 3月16日㈫午後1時～4時（受付は3

田大学社会科学部教授）

TEL （5246）1291

時まで） 場所 区役所4階401会議室

申込方法 区HP（右記二

対象 区内に空き家等を所有している方

次元コード）から申込み

環境学習室「登録制プログラム」
●くらまえ田んぼクラブ

て右記問合せ先へ

曜日午前10時30分～正午※3月14日㈰午

活動日時 第2日

日時（全20回）4月6

後1時30分の説明会に参加した方のみ申

日～8月24日の火曜日午後6時30分～8時

込可。説明会への参加は、電話で右記問合

30分 対象 区内在住か在勤（学）の16歳

せ先へ

以上の方 定員 19人（抽選） 費用 6,000

の5歳～小学2年生の親子

第１期

申込開始日 2月9日㈫

問合せ 台東区清掃リサイクル課

番号、在勤の方は勤務先名・所在地を書い
●基礎英会話教室

す。

対象 区内在住の高齢

メディアリテラシー オンライ
ン講座「写真で学ぶビジュアル
リテラシー入門―撮る・読み取
る・見せる（体験型講座）―」

館で電話受付し、受取館は選択となりま

TEL （5246）5812

日程 3月14日㈰

伝いをします。 日時 毎週金曜日午後1時

対象 区内在住か在勤（学・園）

硬式テニス教室

曜日

クラス
時間
定員
受講料
初級① 午前9時10分～10時40分
15人
初級② 午前10時45分～午後0時15分
15人
12,000円
初級③ 午後1時30分～3時
15人
初級④ 午後3時15分～4時45分
15人
初級⑤ 午後5時55分～7時25分
15人
15,000円
木曜
中級Ａ 午前9時30分～11時
30人
中級Ｂ 午前11時15分～午後0時45分
30人
12,000円
中級Ｃ 午後1時30分～3時
15人
中級Ｄ 午後3時15分～4時45分
15人
中級Ｅ 午後5時55分～7時25分
15人
中級Ｆ 午後7時30分～9時
30人
15,000円
中級Ｇ 午後5時55分～7時25分
15人
水曜
上級
午後7時30分～9時
15人
17,000円
※上級クラスを初めて受講する方は、3月17日㈬午後7時（予定）のレベルチェックが必要
期間 4月7日㈬～6月23日㈬の10回（4月28日・29日、5月5日を除く） 対象 区
ラケット、
内在住か在勤（学）の高校生以上の方（未経験者不可） 持ち物 運動着、
シューズ 申込方法 往復はがき（1人1枚・1クラス）に教室名・希望のクラス・
住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効
申込締切日 2月23日㈷（必着） 場所・問合せ 〒111−0024 台東区今戸1−1−
10 台東リバーサイドスポーツセンター TEL （3872）3181

定員 各3組（1組60分程度・先着順・予約

申込締切日 3月2日㈫

優先）※予約に空きがあれば当日受付可

問合せ 生涯学習課

相談員 宅地建物取引士・建築士ほか

TEL （5246）5821

申込み・問合せ 住宅課

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

TEL （5246）1468

シルバー人材センターの催し

日時 講義・演習は4月8日㈭～ 6月28日㈪

のうち44日間午後6時30分～9時40分

●パソコン講座

(8時30分までの日もあり)、修了式は6月

内容・日程（全3回）①「ワードの応用」案

29日㈫午後6時30分 場所 三ノ輪福祉セ

内状や席札の作成・3月8日㈪、11日㈭、

ンター

15日㈪ ②「エクセルの応用」住所録や

在住か在勤の方優先 定員 12人（先着順）

家計簿の作成・12日㈮、16日㈫、19日

費用 79,100円（テキスト代含む）

㈮

対象 全日程通学可能な方※区内

時間 午前10時～正午 定員 各6人
（抽
選） 費用 3,000円（3回分）

請求し、本人確認できる物（運転免許証・

申込方法 電話で申込書を下記問合せ先へ

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

健康保険証などの写し）と共に提出※詳し

(①か②)・住所・氏名・年齢・電話番号を

くは、事業団HPをご覧ください。

書いて右記問合せ先へ

申込締切日 3月26日㈮

●パソコン「無料よろず相談会」

問合せ 台東区社会福祉事業団

日時 3月10日㈬・25日㈭午前10時～11

TEL （5603）2228

10 言語対応「広報たいとう」デジタルブックで配信中！
es!

g
i Langua
ng Mult

◆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

Deliveri

FREE APP

※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。

【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。

