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【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

など催しものなど催しもの など催しもの
「台東区産業フェア2021」出展
者募集

区内中小企業の商談・販売・企業PR・事
業者間交流の場として開催する展示商談会
です。　日時 10月21日㈭・22日㈮午前
10時～午後5時、搬入日は20日㈬
場所東京都立産業貿易センター台東館（台
東区花川戸2－6－5） 対象 原則として区
内に事業所を有する中小企業
出展料（予定）2日間で1小間10,000円
申込方法 台東区産業フェアHPから申込む
か、申込書（下記問合せ先へ請求）に記入
しファックスで申込み　問合せ 産業振興
課 TEL （5246）1143
FAX（5246）1139

朝倉彫塑館からお知らせ

●特別展「Enjoy sports 朝倉文夫の
1964年」　期間 5月30日㈰まで
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料 一般500円、小中
高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）
※4月29日㈷、5月1日㈯～5日㈷は開館
し、4月30日㈮、5月6日㈭・7日㈮は休
館します。　場所・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

産業研修センターの催し

●革製品のリメイクと染色教室
期間（全10回）6月5日～11月20日の土
曜日　時間午後1時30分～4時30分

対象 区内在住か在勤の方　定員 10人（抽
選）　費用 10,000円（10回分・別途消耗
品代5,000円程度）　申込方法 往復はがき
に講座名・住所・氏

ふりがな
名・年代・電話番号、

在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記
問合せ先へ　 申込締切日 5月15日㈯（必着）　
●第1回革小物　手作り教室　革で巾着を
つくります　日時 6月12日㈯午後1時30分
～3時30分　対象区内在住か在勤（学）の
小学5年生以上の方※小学生は保護者同伴
定員 10人（抽選）　講師 須田達弥（もの
づくり工房）　費用１,000円（勤労者サー
ビスセンター会員は500円）　申込方法 往
復はがきに講座名・住所・氏

ふりがな
名・年代・電

話番号、在勤の方は勤務先名・所在地、会
員の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月22日㈯

◆　以降上記記事の共通項目　◆
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

初心者のためのスポーツ教室
（卓球）
期間（全7回）5月21日～7月9日の金曜日

時間 午後7時～9時　対象 区内在住か在勤
（学）の高校生以上の方　定員 30人（先着
順）　持ち物 運動着、室内履き
申込期間 4月20日㈫～5月11日㈫
場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス
ポーツセンター TEL （3872）3181

区立文化施設「国際博物館の日」
入館無料デー

国際博物館の日を記念して、5月18日㈫
は朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念
館、旧東京音楽学校奏楽堂、書道博物館が
無料で入館できます。　 開館時間 一葉記

念館は午前9時～午後4時30分、そのほか
の館は午前9時30分～午後4時30分※い
ずれの施設も入館は閉館時間の30分前ま
で※詳しくは、各施設へお問合せください。
問合せ 朝倉彫塑館 TEL （3821）4549、
下町風俗資料館 TEL （3823）7451、
一葉記念館 TEL （3873）0004、旧東
京音楽学校奏楽堂 TEL （3824）1988、
書道博物館 TEL （3872）2645、台東
区芸術文化財団 TEL （5828）7591

花とみどりの園芸講習会
「夏を楽しむ寄せ植えを作ろう」

日時 6月5日㈯午後1時　場所 区役所10階
会議室　対象区内在住か在勤（学）の方
定員 10人（抽選）　講師 樺澤智江氏（日
本家庭園芸普及協会公認グリーンアドバイ
ザー）　費用 2,000円（材料費）
申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住所
・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問
合せ先へ（電子申請可）　 申込締切日 5月
17日㈪（必着）
問合せ 〒110－8615　台東区役所環境
課 TEL （5246）1323

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「手拭いを利
用したミニトートづくり」　日時 5月15日
㈯午後2時～4時　場所 上野区民館301会
議室　定員 7人（先着順）　費用 200円（材
料費）　 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひ
まわり TEL （3866）8050
●フリーマーケット出店者募集　
日時 ①5月23日㈰午前8時～午後5時　②
30日㈰午前10時～午後4時　場所 花川戸
公園※車での来場不可、天候により中止の
場合あり　 出店数（予定）①10店　②40

店　出店料 ①1,500円　②2,000円※区民
は会HPから予約で1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後4
時） TEL 090（3068）3534
②リサイクル推進友の会（午前10時～午後
4時） TEL （3412）6857※会HPか当日
会場で申込み
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291
●子供用品限定　ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集　日時 6月27日㈰午前10時
～午後2時　出店数 23店（抽選）※区内
在住の方優先　申込方法 住所・氏名・年齢
・電話番号・子供の年齢をメールか直接下
記問合せ先へ※電話での申込不可、営業関
係の方の出店不可　 申込締切日時 5月24
日㈪午後6時※出店決定者のみ出店票を送
付　場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室 TEL （3866）8185
Eメール trnet@jcom.home.ne.jp
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。
ゆずります　小型冷蔵庫、自転車（12イ
ンチ、16インチ）、ベビーカー（A型）、
鳥かご、化粧台　ほか
※上記は4月1日現在の情報です。詳しく
は、下記へお問合せください。
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ TEL （3866）8361

清島温水プール 水泳教室

●第2期 ジュニア水泳教室　水慣れから4
泳法まで、学年・泳力別にグループレッス

医療機関名 住所 電話番号

永寿総合健診・予防医療センター 東上野3－3－3
プラチナビル2階 TEL（3833）7351

オリエンタル上野健診センター 上野1－20－11 TEL（5816）0720

鶯谷健診センター 根岸2－19－19 TEL（3873）9161

田村胃腸科外科 竜泉3－42－11 TEL（3874）9981

東京トータルライフクリニック 雷門2－6－3
ユニカ雷門ビル2階 TEL（5806）9871

あさくさ雷門前クリニック 雷門2－11－8 TEL（5827）2700

浅草寺病院 浅草2－30－17 TEL（3841）3330

浅草クリニック 浅草4－11－6 TEL（3876）3600

台東区立台東病院 千束3－20－5 TEL（5824）3540

哺育会浅草病院 今戸2－26－15 TEL（3876）1711

医の森クリニック浅草橋
浅草橋1－30－9
ヒューリック浅草橋
江戸通り4階

TEL（5809）3601

人間ドック（日帰り）受診者に
検査料金の一部を補助します

対象台東区の国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で、申込み日現在35歳
以上の、2年度分まで保険料を完納した方（妊娠中の方を除く）　受診場所 区内の指
定医療機関（下表のとおり）　補助額 契約検査料金（医療機関によって異なる。おお
むね4～5万円）のうち2万円（年度内1回）※受診の2週間前までに申込みが必要です。
詳しくは、右記へお問合せください。　 申込み・問合せ 国民健康保険課庶務係（区
役所2階⑬番） TEL （5246）1251

台東区文化・スポーツ奨励賞を贈りました
　この賞は、優れた文化・スポーツ活動等により、広く台東区の文化およびスポー
ツの振興に寄与し、将来の活躍が期待される方に対して贈るものです。
●受賞者
・茂木秀人イファインさん（「第99回全国高等学校サッカー選手権大会」優勝）
▷問合せ　総務課 TEL （5246）1052　

都営住宅入居者募集（東京都公募）
募集住宅 家族向・単身者向等（抽選方式）　 申込書配布期間 5月６日㈭～14日㈮（閉
庁日を除く）　 申込書配布場所 区役所１階戸籍住民サービス課･５階⑩番住宅課、区民
事務所・同分室、地区センター※東京都住宅供給公社ＨＰからダウンロード可
申込先・問合せ 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター TEL （3498）8894
問合せ テレホンサービス TEL （6418）5571　台東区住宅課 TEL （5246）1367

●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・延期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。
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ンします。　 日程（全8回）6月9日～8月
4日の水曜日（7月7日を除く）
時間 Aクラスは午後4時30分～5時30分、
Bクラスは5時30分～6時30分　対象区内
在住か在学の方　定員各40人（抽選）
講師野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
費用 8,500円（8回分・保険料・利用料
含む）　 申込方法 往復はがき（1人1枚）
に教室名・住所・氏名・電話番号・泳力
レベルを書いて下記問合せ先へ※往復は
がき返信後、来館手続きがあり
申込締切日 5月12日㈬（必着）
場所・問合せ 〒110－0015　台東区東上
野6－16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353

来食サービス（いきいきランチ）
特別養護老人ホーム・デイサービスの施設
の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと
れた食事を提供します。　日時 月～金曜
日（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時　
場所三ノ輪福祉センター2階レストラン
対象区内在住か在勤の60歳以上の方
定員 20人（先着順）　費用 555円
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　持ち物 本人確認できる
物（健康保険証等）　問合せ みのわ高齢者
在宅サービスセンター
TEL （5603）2245

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

台東まちかど面接会

主に区内で働くことができる求人企業約
10社が参加します。　日時 5月19日㈬午

後1時30分～3時30分　（受付は1時10分
～3時）場所 台東区民会館9階
持ち物 面接希望数の履歴書・職務経歴書　
問合せ ハローワーク上野
TEL （3847）8609　31#
台東区産業振興課 TEL （5246）1152

くらしに役立つ講座「初めての
資産運用　投資信託ってなに?」

投資信託のしくみ、種類や特徴、リスクな
ど基礎知識を学ぶ講座です。　日時 5月
26日㈬午後2時～3時30分　場所 台東区
生涯学習センター301研修室　対象 区内
在住か在勤（学）の方　定員 25人（先着順）　
講師 NPO法人 金融と証券を学習する会
申込方法 住所・氏名・電話番号・ファック
ス番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）
名・所在地を電話かファックスで下記問合
せ先へ（電子申請可）　問合せ くらしの相
談課 TEL （5246）1144
FAX（5246）1139

無料建築相談

日時 5月13日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

〈5月〉　　　
14～16日　三社祭（浅草神社）、小野照崎
神社大祭（小野照崎神社）　　
19～24日　さつきフェスティバル（上野
公園噴水前広場）　　
24日 　五條天神社例大祭（五條天神社）
29・30日　お富士さんの植木市（浅間神
社周辺）

北海道鹿追町、茨城県筑西市、滋賀県長浜市と
「特定分野における連携に関する協定」および

「災害時相互応援協定」を締結しました
　3月25・31日に、北海道鹿追町、茨城県筑西市、滋賀県長浜市と2つの協定をオン
ラインにより締結しました。
●特定分野における連携に関する協定　互いの持つ資源や特長、先進的な技術などを
活かしながら連携、協力することで互いの都市の活性化につなげていくものです。
連携期間 4月1日～7年3月31日（4年間）　連携分野 北海道鹿追町（産業、環境）、茨
城県筑西市（産業）、滋賀県長浜市（文化、観光、産業）
●災害時相互応援協定　震災など大規模災害が発生した場合において、連携都市である
3都市との間で、応急対応や復旧措置等について、互いに協力し合う仕組みを築くもの
です。　問合せ 特定分野における連携に関する協定　都市交流課 TEL （5246）1016
災害時相互応援協定　危機・災害対策課 TEL （5246）1093

省エネ機器等の導入に対して
助成を行っています

　住宅や事業所へ省エネ効果のある機器等を導入する場合、助成を行っています。機
器をお得に導入し、省エネに取り組みましょう。
※必ず工事前に申請してください。
※申請方法等、詳しくは区ＨＰをご覧になるか、下記へお問合せください。
期間通年受付（予算が無くなり次第、受付終了）　対象区内の建物に導入する方
問合せ 環境課 TEL （5246）1281

助成対象 助成金額 住宅 事業所
家庭用燃料電池 （エネファー
ム） 設置 14万円（1台まで） ○ ×
共同住宅共用部用LED照明
改修

工事費用 （税抜） ×20％ （上限30万円） 
※共同住宅のみ ○ ×

省エネ効果が認められる機
器への入れ替え （※1） 工事費用 （税抜） ×20％ （上限30万円） × ○

太陽光発電システム設置
出力1キロワットあたり5万円 （戸建住
宅 上限20万円） （共同住宅共用部・事
業所 上限50万円）

○ ○

家庭用蓄電池システム 最大蓄電容量１キロワット時あたり1万
円 （上限10万円） 〇 ×

高反射率塗料施工 工事費用 （税抜） ×20％ （上限15万円） ○ ○
窓、外壁等の遮熱・断熱改修 工事費用 （税抜） ×20％ （上限15万円） ○ ○

雨水タンク設置
本体、付属機器の購入費および設置費
用の合計 （税抜） ×50％ （1台の上限5
万円、 2台まで申請可）

○ ○

屋上緑化 （建物の屋上を緑化
する場合） （※2）

①1平方メートルあたり2万円×助成対象
面積　②工事費用 （税抜） ×50％※①と
②のうち金額の低い方 （上限30万円）

○ ○

壁面緑化 （建物の壁面にネッ
ト等を取り付け、つる性植物
等で緑化する場合） （※2）

①1平方メートルあたり5千円×助成対象
面積　②工事費用 （税抜） ×50％※①と
②のうち金額の低い方 （上限15万円）

○ ○

地先緑化 （建物の周り等に植
込地を作り、樹木を植える場
合） （※2）

①1メートルあたり1万円×助成対象緑化
延長　②工事費用 （税抜） ×50％※①と
②のうち金額の低い方 （上限10万円）

○ ○

民間貸駐車場緑化 （駐車場に
植込地を作り、緑化をする場
合） （※2）

①1平方メートルあたり1万円×助成対象
面積　②工事費用 （税抜） ×50％※①と
②のうち金額の低い方 （上限10万円）

○ ○

プランター設置 （玄関先や店
先に花や緑を植えたプラン
ターを置く場合） （※3）

①1平方メートルあたり3万円×助成対象
面積　②助成対象経費 （※3） （税抜） ×
50％※①と②のうち金額の低い方 （上
限5万円）

○ ○

（※1） 空調機器や照明器具等、 幅広い機器が対象。 詳しくは上記へお問合せください。
（※2） 緑化の助成金を複数受ける場合、 上限は50万円。 台東区みどりの条例の適用を受
ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外。

（※3） プランター等容器 ・ 花苗 ・ 土 ・ 肥料の購入費等が対象。

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

「ふるさと交流ショップ 台東」
4～5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　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、
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
そろい、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）　場所台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）
※新型コロナウイルス感染状況により、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。
●出店自治体スケジュール

日程 出店自治体
4月22日㈭～27日㈫ 千束通商店街

4月29日㈷～5月4日㈷ 愛媛県大洲市
5月6日㈭～11日㈫ 青森県青森市
5月13日㈭～18日㈫ 千束通商店街
5月20日㈭～25日㈫ 茨城県筑西市

台東区芸術文化支援制度
アートプラン募集

対象 積極的に芸術文化活動を行いたいと考えている個人・団体　募集企画 文化のま
ち台東区にふさわしく、魅力あふれ、斬新な表現の創造や発展につながる、芸術文化
に関わる企画　 企画の条件 次の条件を満たす企画　①台東区にふさわしく、区が支援
する意義がある　②9月～4年3月15日㈫に実施　③この支援がないと実施困難　④
原則、プロのアーティストが関わる　⑤区民等の鑑賞または参加の機会が提供される　
⑥コロナ禍でも実現可能、コロナ禍を機に生み出された新しい取り組みである　⑦感
染症拡大防止の各種ガイドライン等を遵守している　支援内容 ①限度額180万円の
経費助成　②台東区および台東区アートアドバイザーによる助言等のサポート
募集案内・申請書 区HPからダウンロード可　申請方法 申請書と必要書類を下記問合
せ先へ郵送　 申込締切日 5月31日㈪（必着）　問合せ 〒110－8615　台東区役所文
化振興課 TEL （5246）1328

北海道鹿追町 茨城県筑西市 滋賀県長浜市

コンポスト容器・家庭用生ごみ処理機の
購入費を一部助成しています（抽選）

　本年度分の助成事業は、多数の申請が見込まれるため、抽選で助成金交付者を決定
します。　対象コンポスト容器（生ごみを堆肥にする容器）、家庭用生ごみ処理機（ディ
スポーザー式を除く）　助成額 購入価格（消費税含む）の２分の１（コンポスト容器
は上限10,000円、家庭用生ごみ処理機は上限25,000円）　申込方法 住所・氏名・
電話番号・購入理由・購入予定機種・価格（税込）を書いて下記問合せ先へ郵送か電
子メールで申込み　 申込締切日 5月7日㈮（消印有効）※要件等、詳しくは区HPをご
覧になるか下記へお問合せください。　問合せ 〒110－8615　台東区役所清掃リ
サイクル課 TEL （5246）1018　 Eメール seisou@city.taito.tokyo.jp


