１歳児を対
象に申込書を
送 付 し ま す。
お 申 込 後、お
届けまでに１～
２か月程度を予

台東区町会連合会（小幡拓也会
長）の定例会が４月１日に開催さ
れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
新型コロナウイルスワクチン接
種スケジュール等について ほか
５件

野税務署）に開設しておりました
申告書作成会場は、終了していま
すのでご注意ください。

６ ３ 立川合同庁舎３階）
▽閲覧場所（休館日を除く）

境事務所管理課（立川市錦町４

る上で、必要な知識や技能等を有

▽申込締切日 ５月 日㈭（必着）
※募集人数等、詳しくは募集要項

で郵送

▽申込方法 申込書に記入し書留

する子育て支援員の養成研修です
（７月から順次開始、オンライン
で実施）
。
▽対象 区内在住か在勤の方
▽募集コース 地域保育コース

詳しくは、国税庁ＨＰをご覧に
中央図書館、西部区民事務所谷
なるか、各税務署にお問合せくだ
中分室、中央図書館谷中分室
さい。
・都民の意見を聞く会
※相談の際に検温を実施しており、 ▽日時 ７月１日㈭午前 時
・５度以上の発熱が認められ ▽場所 ふらっとにっぽり３階多

る場合は、相談をお断りさせて
目的スペース（荒川区東日暮里
いただきます。体調のすぐれな
６）
６
い方は、来署をお控えください。 ▽申込方法 当日直接会場へ

（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をご覧ください。
▽問合せ （公財）東京都福祉保

健財団
ＴＥＬ
（３３４４）８５３３
本研修制度全般については

東京都福祉保健局計画課
ＴＥＬ
（５３２０）４１２１

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。

区民プロデューサー
募集
台東区制作番組（ケーブル
テレビ）では、区民に親しま
れる番組づくりを進めるため、
区民の皆さんから番組企画を
募集し、それをもとに番組制
作を行う「区民プロデューサ
ー」を募集します。応募申請
書、企画書、撮影計画書をも
とに選考の上、決定します。
▽申 込 締 切 日 ５月 日 ㈮

11

20

15

25

金婚は結婚 周年（ダイヤモ
ンド婚は 周年）を迎えるご夫
婦で、３年２月までに申請した
方を掲載しています（申請順・
敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記へ
ご連絡ください。
▽申込み・問合せ 高齢福祉課
（区役所２階⑥番 )
ＴＥＬ
（５２４６）１２２１

13

−

・納付が困難な方には猶予制度が ※公述人の申出がない場合は中止
あります
となりますので、事前にお問合
新型コロナウイルス感染症の影
せください。
●東京都出産応援事業
響により、国税を一時に納付する ・都民の意見を聞く会公述人募集
カタログ用 ことができない場合、納税者の方
対象の家庭に
１人 分以内で環境保全の見地
ギフトカードを郵送します。 万 の状況に応じた猶予制度をご案内 から意見を述べてもらいます。
円相当の育児用品や子育て支援サ します。お早めに所轄の税務署 ▽定員
人程度（抽選）
ービスを選べます。
（徴収担当）にご相談ください。
▽申込方法 事業名・氏名・住所
▽対象 次のいずれかに該当する ▽問合せ 東京上野税務署
および電話番号（法人その他の
世帯
ＴＥＬ
（３８２１）９００１㈹
団体は、名称・代表者の氏名お
①３年１月１日～３月 日に出産
浅草税務署
よび都内にある事務所または事
し、出生日および３年４月１日
ＴＥＬ
（３８６２）７１１１㈹
業所の所在地）
、環境保全の見
に都内に住民票がある
●「
（仮称）西日暮里駅前地区第
地からの意見を書いて、左記問
②３年４月１日～５年３月 日に 一種市街地再開発事業」について
合せ先へ郵送または持参（様式
出産し、出生日に都内に住民票 ・環境影響評価書案に係る見解書
自由）
がある
の縦覧・閲覧
▽申込期間 ５月６日㈭～ 日㈭
※１月１日以降出産した、基準日 ▽期間 ４月 日㈪～５月 日㈪
（消印有効）
に住民票のある世帯に、４月下
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）
８００１ 新宿
▽
問
合せ 〒
旬以降、順に発送します 特段 ▽時間 午前９時 分～午後４時
区西新宿２ ８ １ 東京都環
(
の手続きは不要です 。
分
境局環境政策課
)
※詳しくは、都ＨＰをご覧くださ ▽縦覧場所 区役所６階③番環境
ＴＥＬ
（５３８８）３４４１
い。
課、
東京都環境局環境政策課（新 ●東京都子育て支援員研修（第１
▽問合せ コールセンター
宿区西新宿２ ８ １ 都庁第 期）受講生募集
ＴＥＬ
０１２０（９２２）２８３
、東京都多摩環
二本庁舎 階）
子育て支援分野の業務に従事す
▽配送の問合せ 浅草保健相談セ
金婚・ダイヤモンド婚 おめでとうございます
17

（必着）

37

30

●金婚
・根本博・良子（橋場１）
・阿由葉久男・光代（根岸２）
・松本孝夫・陽子（蔵前４）
●ダイヤモンド婚
・光野英次・キサ（三筋１）
・竹内久雄・栄子（三筋２）
・和田豊司・和子（東上野６）
・本多一隆・登志（清川１）

−

10

31

で行っています。上野合同庁舎
（上

163

−

−

50

31

幼児用ヘルメット
無償配付します

令和3（2021）年 4月20日

−

−
17
−

60

30

−

26

19
−

W
E
B

ンター ＴＥＬ
（３８４４）８１７１
●４月 日以降の申告相談は事前
予約が必要です。
４月 日以降の申告相談につい
ては、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、原則として電話に
よる事前予約制となります。
入場整理券の当日配付およびＬ
ＩＮＥによる事前発行は行ってい
ません。
また、申告相談は所轄の税務署

16

16

21

※新型コロナウイルス感染症
の拡大状況によっては撮影
を見合わせる場合がありま
す。
※申込方法等、詳しくは区Ｈ
Ｐをご覧になるか、左記へ
お問合せください。
▽問合せ 広報課
ＴＥＬ
（５２４６）１０４１

5月9日～6月5日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
のお知らせ

※状況により、番組内容が変更に
なる場合があります。
◀YouTube 台東区公式チャンネ
ルは左記二次元コードからご覧
いただけます。

5月9～15日
●旧作品 ころばぬ先の健康体操＆脳トレ
B
Part①（20分）
●旧作品 ～重要文化財で聴く～ 弦楽アン
サンブル《TGS》コンサート 弦楽合奏で巡
C
る世界一周の旅（20分）

定 し て い ま す。
早めにお申込み

B

○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B 午前9時20分 C 午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
午後5時台と午後9時台

ください。
※案内は対象者の誕生月翌月
に発送します。
▽対象 ３年度中に１歳にな

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041

った区内在住の子供
▽申込方法 対象者へ送付し
た案内に同封の申込書を記
入後、持参または返送用封
筒（ 円切手貼付）で郵送
▽問合せ 生活安全推進課
（区役所４階⑥番）
ＴＥＬ
（５２４６）１０４４

●旧作品 ウクレレファミリーコンサート
C
番外編 DAICHI ON STAGE（20分）

11ch
5・6月の区役所制作番組案内

84

5月16～22日
●（仮）台東区プロフェッショナル（20分）B
●旧作品 ころばぬ先の健康体操＆脳トレ Part
C
②（20分）
5月23～29日
●
「ましろのおと」と台東区 Part②
（14分） B
●(仮)お祭りアーカイブ Part①（20分）
午前9時34分
●旧作品 見たい知りたい文化財「東京文化会
館」Part①（6分）
午前9時54分
5月30日～6月5日
●(仮)お祭りアーカイブ Part②（20分） B
C
●旧作品 第36回浅草流鏑馬（20分）
5月2～8日
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
のお知らせ
●たいとうタイムトラベル Part⑥（20分）
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