（3） 令和3（2021）年 9月20日

※対象者には予診票を送付します。

②接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器障害または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり、身体障害者手帳１級
費用 2,500円（生活保護世帯・住民税非課税世帯の方は無料）

約）

1日㈮〜4年2月28日㈪

実施する場合があります。

就学通知書 4年1月上旬に郵送します。必要事項を記入

し、指定された中学校に提出してください。

②番） TEL （5246）1412

▽対象 区内のＴＳマーク取得助
成事業協力店で、ＴＳマークを

※宿泊料金、利用方法等詳しくは、
各区民事務所等で配布する利用
案内をご覧ください。

ＴＥＬ
０４６０（８５）５４８９
（箱根予約センター）

▽場所 上野の森美術館
▽応募資格 区内在住か在勤（学）
または区内障害者施設・団体等
を利用する障害のある個人、グ
ループ
▽応募点数 個人・グループ各３
点まで
※募集作品の規格、作品提出方法
等詳しくは、区ＨＰ（左記二次
元コード）をご覧ください。
▽応募方法 区ＨＰ
（下記二次元コー
ド）より応募用紙
をダウンロードし
左記問合せ先へ郵送（電子申請
可）
▽申込締切日 ４年１月５日㈬
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所文化振興課
ＴＥＬ
（５２４６）１１５３

▽開催日時 ４年３月３日㈭～７
日㈪

台東区障害者作品展「森
の中の展覧会」展示作品
募集

取得した区内在住の方で取得後
１年以内
▽助成額 取得費用額（上限２千

屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
月６日㈬午前 時頃
▽日時
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム
▽問合せ 危機・災害対策課
ＴＥＬ
（５２４６）１０９２

指 定 保 養 施 設の 年 末 年 始
のご利用について

・鬼怒川観光ホテル
月 日㈫～４年１月４日㈫は
利用できません。

子育て・教育

ひ きこ も り に 関 す る 支 援
事業を実施しています

※「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

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

39

高齢者ドライバーの皆さ
んへ～免許返納を考えて
みませんか～
区内在住の満 歳以上で、運転
免許証を１年以内に自主返納した

※審査後、銀行口座へ振込み
※協力店等詳しくは、区ＨＰをご

▽問合せ 区民課
ＴＥＬ
（５２４６）１１２３

方に、左記の記念品を差し上げて
います。
▽記念品 台東区循環バス「めぐ
りん」専用回数券（ 回分の乗
車券）

覧になるか、左記へお問合せく
ださい。
▽申込み 交通対策課（区役所５

円、新規は１千円）
▽申請方法 ＴＳマーク付帯保険
加入書、申請書、請求書、領収
書、印鑑を左記申込み先へ持参

▽申込方法 東京都公安委員会発
行の「 運転免許証の取消通知
書」または「運転経歴証明書」

者数を上回る見込みとなる学校は、12月上旬に抽選を

全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）全国一斉試
験放送を実施します

を左記へ持参
※免許証を返納してから１年以内

変更受付期間内に限り変更可※最終選択状況で入学可能

無料（回数制限あり）
・
「居場所」 利用料の半額を補助
（回数制限あり）
※ 歳以上の方でも都の相談窓口
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、ひとりで悩まず、気軽にご
相談ください。
※詳しくは、区ＨＰ
（下記二次元コー
ド）をご確認くだ
さい。
▽問合せ 子育て・若者支援課
ＴＥＬ
（５２４６）１３４１
（公社）青少年健康センター茗
荷谷クラブ
ＴＥＬ
（３９４１）１６１３

10

子育て心理相談（予約制）

「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 ① 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

26

11

20

30

階②番 、)各区民事務所・同分室
▽問合せ 交通対策課
ＴＥＬ
（５２４６）１２８８

上旬、最終選択状況は11月中旬に、通知および区HPと

110

65

お知らせ

選択票が未提出・希望校が未記入の場合は、通学区域

−

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

10

11

ＴＥＬ
０２８８（７７）１１０１
・ホテル・サンミ倶楽部
月 日㈮～４年１月３日㈪は
利用できません。
ＴＥＬ
０５５７（８１）８０００
・季の湯 雪月花
月 日㈬～４年１月３日㈪は
利用できません。
31

「こども１１０番」にご協
力ください

要事項を記入し、下記問合せ先へ郵送※期限内に学校

40

30

10

29

11

台東区役所学務課（区役所6階
問合せ 〒110−8615

28

12

本事業は、
登下校時や

選択方法 10月上旬に対象者へ送付する学校選択票に必

T
S

選択校の変更 11月上旬～中旬の

下記問合せ先で公表

選択状況 中間選択状況は11月

の学校を指定します。

12

12

放課後など
に子供たち
が身の危険

対象 区内に住民登録があり、4年4月に中学校に入学す

※内容・開催時期等は予定であり、変更になる可能性があります。

接種料は医療機関によって異なり、差額は自己負担）

を感じた際、
助けを求め
ることがで
きる緊急避

選択できる学校 区立中学校全7校

る児童と保護者

助成額 1回2,300円（2回まで、

は区内協力医療機関でしか使えません。

にお申込みください。
難場所を地
※電子申請でも受付けます。詳し
域に設けるものです。
くは、区ＨＰをご覧ください。
皆さんのご協力をお願いしま
▽問合せ 交通対策課（区役所５
す。
階②番）
▽申込方法 事業所名等・代表者
ＴＥＬ
（５２４６）１２８８
名・住所・電話番号・メールア
ドレスを電話か
マーク取得費用助成
メールで左記問
金交付
合 せ 先 へ（ 下 記
ＴＳマーク
二次元コードか
とは、自転車
らも申込可）
安全整備士が
▽申込み・問合せ 学務課
点検整備した
ＴＥＬ
（５２４６）１４１２
Ｅメール
gakumu-kodomo 自転車に貼付するシールで、損害
110ban.wyj@city.taito. 保険や賠償責任保険等がついてい
ます。
tokyo.jp

4年4月に中学生になる皆さんへ
10月上旬に学校選択票を
郵送します

Dramatic
Dining
接種場所 区内協力医療機関（要予約）※予診票

浅草芸者と世界的ダンサーが共演する
浅草芸者と世界的ダンサー
没入型演劇（イマーシブシアター）を
のオンラインイマーシブシ
4年3月1日㈫～
撮影し、まるでその場に自分がいるよ
アター公演
13日㈰
うな疑似体験ができる映像に仕上げた
Dramatic Dining Asakusa
作品をオンライン配信します。

対象 区内在住で、平成18年4月2日〜令和3年7月1日生まれの

●子供

接種期間 10月

子供（予診票は生後6か月以上にならないと使えません）

内山和重
音楽に触れることを本当に必要として
いるあなただけに向けたコントラバス 12月4日㈯～
の独奏による演奏会を、1日に1公演、 4年3月13日㈰
百日にわたり開催します。

藝を育む
まち同好会

満65歳以上（予診票は満65歳の誕生日を過ぎないと使えません）

企画者
開催期間（予定）
内容（予定）
企画名

TEL （3847）9471

あなたとわたしの萬音百夜
接種場所 23区協力医療機関（要予
接種期間 10月1日㈮〜4年1月31日㈪

台東区芸術文化支援制度の支援対象企画が
決定しました

インフルエンザ予防接種
費用の一部を助成します

若手アーティストと不忍池界隈の老舗
店舗が共創し新規商品開発をしてい
不忍池界隈の老舗の魅力を き、その様子を記録したドキュメンタ 11月19日㈮～
若手アーティストが再発見！ リー映像や、その店舗をテーマとした 12月6日㈪
映像作品を制作し、オンライン配信し
ます。

①12月31日現在、
対象 区内在住で次のいずれかに該当する方

●高齢者

「台東区芸術文化支援制度」は文化のまち台東区にふさわしい魅力的な芸術文化の企画を支援す
る制度です。今年度は、下記の3件が支援対象企画に決定しました。
問合せ 文化振興課 TEL （5246）1328

問合せ 台東保健所保健予防課

第 1285 号
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】 パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847－3611〉

