健康
献血にご協力くだ さ い

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、企業や学校等で実施予

その被扶養者になった時は、 日
以内に国民健康保険課（区役所２
階⑫番）
、区民事務所・同分室で
国民健康保険をやめる手続きをし
てください。

園芸用土を半透明のビニール袋等
に入れて、左記回収場所へお持ち
ください。
▽回収日時 第４土曜日午前 時
～正午
▽助成金額 助成対象者が研修を
実施した養成機関に支払った研
修受講費用（テキスト代、実習

※ただし、他に助成を受けている
方は除く。

の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯

▽対象 区内在住か在勤の方
▽活動内容 保育施設・習い事へ

や区の専門部門のご紹介ができ
る場合があります。
※ご家族の方もご利用できますの

で、一人で悩まず、気軽にご相
談ください。
▽問合せ 子育て・若者支援課

ＴＥＬ
（３９４１）１６１３

ＴＥＬ
（５２４６）１３４１
（公社）青少年健康センター茗
荷谷クラブ
習会（予約制）

子育て心理相談（予約制）

学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。
●提供会員入会説明会・登録時講

▽日時 ①５月 日㈫ ②７月８
日㈭ 午前９時～正午

「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

に要した費用等を含む、上限額
は、各研修３万円）
▽定員 各３人程度
▽申請方法 台東区重度訪問介護
およ

従業者養成研修及び同行援護従
業者養成研修受講費用助成金交
付申請書（第１号様式 に
) 研修
の修了証明書の写しと研修受講

※車での来場不可
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の３日前

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

費用の領収書を添えて左記問合
せ先へ持参（申請書等の様式は
区ＨＰからダウンロード可）
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）ＴＥＬ（５２４６）１２０７

5月25日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

（土・日曜日・祝日を除く）
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、内容によっては紹介
できない場合もあります。
※依頼会員入会については左記へ
お問合せください。
▽場所・申込み・問合せ 台東区
社会福祉協議会
ＴＥＬ
（５８２８）７５４８

5月19日㈬午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

信がもてない」
「出産後、気分が
落ち込みがち」などの相談に、専
門カウンセラーが応じます。
▽日程 ①５月 日㈬ ② 日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時（１
人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子
供を育てている方
▽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

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時
場所

ひきこもりに関する支援
事業を実施しています

専門の臨床心理士がひきこもり
について助言、相談を行います。
▽内容
・電話相談および訪問・来所相談
・
「居場所」利用補助（３年度新
設）
※「 居場所 」とは、ひきこもり
の状態から、次のステップを踏
み出すために提供する自宅以外
の場所です。相談事業とあわせ

5月19日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所

手 話通 訳 者 が待 機してい
ます
聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が、区役所の窓口で
円滑な手続きができるよう、手話
通訳者を配置しています。
▽日時 毎週水曜日（閉庁日除
く）午後３時～７時
※月～金曜日・毎月第２日曜日の
開庁日（午前９時～午後５時）
は遠隔手話通訳サービスも利用
できます。
▽場所・問合せ 障害福祉課（区
役所２階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１０５８
（５２４６）１２０９

子育て・教育

5月18日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

福祉
（高齢・障害等）
重 度 訪問 介 護 従 業 者 養 成
研 修・同 行 援 護 従 業 者 養
成 研 修 受 講 費 用 を助 成 し
ます

てご利用ください。
▽対象 中学卒業～ 歳のひきこ
もり等の状態にある人とその家

寿子ども家庭支援センター
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▽対象 次のいずれかにに該当す
る方 ①研修の修了日から３か

ファミリー・サポート・
センター会員募集

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室

5月14日㈮午前10時～11時

定の献血会が中止になるなど、血
液製剤に使用する献血血液の確保
が厳しい状況が続いています。皆
さんのご協力をお願いします。

お問合せください。
▽問合せ 国民健康保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２５６

環境
リサイクル

5月11日㈫午前10時～11時

▽お近くの献血ルーム
・
： （千代田区外神

保険・年金
国民健康保険加入者で他
の健康保険へ加入した場
合は届出をお忘れ な く

家 庭 から 出る園 芸 用 土 を
回収しています

日本堤子ども家庭支援センター

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者募集

5月6日㈭午前10時～11時

25
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場所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時

10

届出により国民健康保険料が変 ▽回収場所 偶数月は旧下谷小学
更となる場合は、後日世帯主あて
校校庭（区役所裏）
、奇数月は
に保険料変更通知書を送付します。 環境ふれあい館ひまわり
▽必要な物 職場の健康保険証 ※１回で出せる量は リットル袋
（写し可）
、台東区の国民健康保
１つまで。枯れた植物や、石な
険証、マイナンバーの確認がで
どは取り除いてください。
きる物（いずれも保険証が変わ ※事業所のものや、砂・泥・肥料
る方全員分）
・木くず等の園芸用土ではない
※郵送での手続きを希望する方は、 もの、鉢・プランターは回収で
電話で左記問合せ先へ
きません。
●リサイクル用土を無料配布しま
す（年６回）
家庭用園芸用土の回収で集めた
土を再生処理したリサイクル用土
を、回収会場で無料配布します。
▽時期 ４～６月、 ～ 月
▽配布数（先着順） １人につき
１袋（５リットル程度）
▽問合せ 園芸用土の回収は清掃
リサイクル課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１８
リサイクル用土の配布は環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１３２３

９）
田１
・保険証利用にご注意ください
ＴＥＬ
（３２５１）８２０１
職場の健康保険は保険証に記載
・
（墨田区押上１ １
されている「資格取得年月日」ま
２）ＴＥＬ
（６４５６）１９７２
たは「扶養認定年月日」から有効
▽問合せ
です。誤って国民健康保険証を使
東京都赤十字血液センター
って診療を受けた場合、区が負担
ＴＥＬ
（５２７２）３５２３
した医療費（総医療費の７～８割
分）を返還してもらうことになり
台 東 区「 患 者 の 声 」 相 談
ます。
窓口の受付日が変わりま
▽問合せ 国民健康保険課資格係
す
ＴＥＬ
（５２４６）１２５２
▽４月 日㈮まで 月～金曜日
国民健康保険料の納付は
午前９時～午後５時（祝日・年
便利な口座振替をご利用
末年始を除く）
ください
▽４月 日㈪から 月・水・金曜
口座振替は、金融機関の口座か
日 午前９時～午後５時（祝日
ら自動的に納付する方法で、納め
・年末年始を除く）
忘れがありません。ぜひお申込み
▽相談専用電話番号
ＴＥＬ
（３８４７）９４１５
ください。令和３年度全期分の一
※詳しくは区ＨＰをご覧になるか、 括振替もできます。一括振替をご
希望の方は５月 日㈪までにお申
込みください。詳しくは、左記へ
左記へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４１６

−
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族
▽受付日時 月～土曜日午前 時
～午後６時
▽費用
・電話相談および訪問・来所相談
無料（回数制限あり）
・
「居場所」 利用料の半額を補助
※ 歳以上の方でも都の相談窓口

5月19日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所

職種 臨時的任用教員（幼稚園） 対象 幼稚園教諭普通免許状を現に有する者 勤務地 23区の
区立幼稚園
（大田・足立区を除く） 面接実施日（応募期間）5月11日㈫（4月23日㈮～5月6日㈭）
、
6月15日㈫・16日㈬（5月20日㈭～6月9日㈬）
、7月13日㈫（6月24日㈭～7月7日㈬）
、8月
17日㈫（7月29日㈭～8月10日㈫）
、9月14日㈫（8月26日㈭～9月8日㈬）
、10月12日㈫（9
月24日㈮～10月7日㈭）※事前電話予約が必要 申込締切時間 インターネット
は午後5時受信有効、郵送は当日消印有効 申込書配布場所 各区教育委員会事
務局（台東区は区役所6階①番指導課）か右記問合せ先 問合せ 〒102－
0072 千代田区飯田橋3－5－1東京区政会館17階 特別区人事・厚生事務組
合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当 TEL （5210）9857

問合せ

−

国民健康保険の加入者が新しく

子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方（提供会
員）を登録し、依頼に応じて提供
会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼
と実費が支払われます。

5月18日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター

30

19

場所

●1～3か月児の育児相談
日時

20

月以内に重度訪問介護事業者ま
たは同行援護事業者と雇用契約
を結び、区内の重度訪問介護事
業所または同行援護事業所に職
員として３か月以上継続して就
労している ②区内の重度訪問
介護事業所または同行援護事業
所に職員として３か月以上継続
して就労している

内容 身体測定・保健師等の相談

持ち物

母子健康手帳

30

育児相談（予約制）

F

14

家庭で不要となった鉢植え等の

10

39

10

23

職場の健康保険に加入した時や、

40
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広報

【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〉

