日本堤子ども家庭支援センター

10月8日㈮
午前10時～11時

寿子ども家庭支援センター

10月13日㈬
午前10時～11時

台東子ども家庭支援センター

10月19日㈫
午前9時30分～11時10分

浅草保健相談センター

10月20日㈬
午前9時30分～11時10分

台東保健所

●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
10月20日㈬
午前9時30分～11時10分

浅草保健相談センター

10月26日㈫
午前9時30分～11時10分

台東保健所

問合せ

台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
浅草保健相談センター TEL （3844）8172
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▽申込方法
月１日㈮～ 日㈪
に配布する申込書に記入し左記

10月7日㈭
午前10時～11時

４年 度 入 居 分 高 齢 者 住
宅（ シル バー ピア ）入 居
者募集

日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

10

10

11

9月24日㈮～30日㈭は結核予防週間です

場所

10月5日㈫
午前10時～11時

第 1285 号

問合せ先へ郵送
月 日㈫
（必着）
▽申込締切日
▽問合せ 住宅課

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時

ＴＥＬ
（５２４６）１２１３

台東保健所

４年４月１日㈮以降で空きが発
生した場合、あっせん順位に従っ

10月20日㈬
午後1時30分～３時10分

20

環境
リサイクル

浅草保健相談センター

マンション向け省エネコ
ンサルタント派遣を行い
ます

10月19日㈫
午後1時30分～３時10分

区では、共同住宅（主にマンシ
ョンの管理組合）を対象に、無料
で省エネコンサルタントの派遣を
行います。現地調査の上、省エネ
提案書を作成し、省エネにつなが
る設備の運用改善や改修などのア
ドバイスを行います。
詳しくは、左記へお問合せくだ
さい。
※予算件数に達し次第、受付終了

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個別相談のみ実施して
います。母子手帳をお持ちください。また体調不良の際は、ご利
用を控えてください。詳しくは、区HPをご確認ください。
●1～3か月児の育児相談
日時
場所

となります。
▽問合せ 環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１２８１

育児相談（予約制）

200

て、住宅をあっせんします。
▽募集戸数 単身用 戸、２人世
帯用４戸

65

▽間取り １ＤＫ～２ＤＫ、浴室、
トイレ、台所
▽月額使用料（例） １万８千円

294 256

～４万４千 円（居室面積・所
得等で異なる）
▽月額共益費 １千円

▽敷金 月額使用料の３か月分
▽主な申込資格 次の全てに該当
する方
①区内に継続して３年以上居住し
ている
②現に住宅に困窮している（自己
の責に基づかない立退き要求を
受けている、保安上危険かつ衛
生上有害な状態にある住宅に居
住している、収入に比して著し
く過重な家賃の支払いをしなけ
ればならないなど）
③年齢が満 歳以上である
④単身または２人世帯である
⑤所得が定められた基準内である
（令和２年の年間所得が単身で
万８千円以内、２人世帯で
万８千円以内）
⑥独立して日常生活を営むことが
できる
⑦申込者（同居者も含む）が暴力

団員でない
⑧本人名義で賃貸借契約を締結し
ている

区役所５階⑩番住宅課、１階戸
籍住民サービス課、
区民事務所・
同分室、地区センター、老人福

祉センター、老人福祉館、地域
包括支援センター（区ＨＰから

ダウンロード可）

▽選考方法 資格に該当する申込
者による公開抽選
▽募集のしおり・申込書配布場所

（5） 令和3（2021）年 9月20日

広報

結核は過去の病気と思われがちですが、現
在でも、都内では年間約1,800人、区内では
年間約50人の方が新たに結核を発病していま
す。台東区は、全国や都と比較して結核り患
率が高い状況です。
日本では高齢者の患者が多く、65歳以上の
方が全体の6割以上を占めています。また、
都内では働き盛りの世代の患者が多いのが特
徴的です。会社や学校・保育園等において集
団感染の報告もみられています。
結核は、結核患者が咳などをした時に結核
菌が飛散し、それを周りの方が吸い込むこと
で感染、発病します。誰もがかかる可能性の
ある病気ですが、早期発見すれば、通院で治
すことができます。
【結核予防・早期発見のための4か条】
①年に1回、健康診断等で胸部レントゲン検査
を受けましょう。
※特に65歳以上の方は、感染症法の規定によ
り、毎年1回健診を受けていただくことに

犬の狂犬病予防集合注射
（10月開催）

なっています。
②咳やたんの症状が2週間以上続く場合は早め
に内科や呼吸器科を受診しましょう。
③免疫力を保つために、日頃からバランスの
良い食事をとり、規則正しい生活を心がけ
ましょう。
④赤ちゃんはBCG予防接種で結核の重症化
予防をしましょう。おすすめする接種時期
は、生後5～8か月の間です。
▷問合せ 台東保健所保健予防課
TEL （3847）9476
結核罹患率（人口10万対率）
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（出典：
〈公財〉結核予防会結核研究所 結核対策活動評価図2019）

（表1）狂犬病予防集合注射会場
実施日
10月18日㈪
10月19日㈫
10月20日㈬
10月21日㈭
10月22日㈮
10月23日㈯

場所
防災広場「根岸の里」（根岸3－12）
柳北公園（浅草橋5－1－35）
富士公園（浅草4－47－2）
防災広場「初音の森」（谷中5－5）
石浜公園（清川1－14－21）
台東保健所 （東上野4－22－8）

時間

午後1時30分～3時

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、狂犬病予防注射を10月に延期しました。
※雨天中止（振替なし）
10月中は、公園会場(表1)と同一料金で協定動物病院（表2）でも注射できます（協
定動物病院では10月以外も注射できますが、料金は各病院の通常料金となります）。
登録済みの犬には３月末に問診票はがきを郵送しています。 署名をして当日必ず注
（表2）協定動物病院※予約制の病院は、必ず事前にお問合せください。
射会場へお持ちください（はがきを紛失された方は事前にご連絡ください）。
名称（所在地）電話番号
診療時間・休診日
※犬の体調に不安がある場合、または会場に来られない場合は12月31日㈮までに動
月・火・水・金・土曜日
入谷動物病院
物病院で注射してください。
午前9時～正午、午後4時～7時
（下谷2－24－1）
日曜日・祝日
※まだ登録が済んでいない犬は、公園と区内動物病院のどちらでも登録と注射ができ
TEL （3876）1217
午前9時～正午（木曜日休診）
ます。
※診療は完全予約制
※動物病院では登録済みの犬は、はがきがないと注射できません。また、注射を伴
佐野動物病院
月曜日
わない注射済票の交付や、鑑札のみの発行はできません。
（浅草4－40－7）
午前10時～午後1時・午後3時～6時
TEL （3876）9696
火・水・木・土・日曜日･祝日
※犬の体質や体調により、まれに注射による副反応を示すことがあります。 注射後の
午前10時～午後1時、午後3時30分～7時（金曜日休診）
犬の様子をよく観察し、異常があれば獣医師に申し出てください。
料金 ３，
７５０円（注射料金３，
２００円＋注射済票交付手数料５５０円）

シンシアペットクリニック
（花川戸2－3－11）
TEL （3847）6083

注意

すずきペットクリニック
（三筋1－9－4）
TEL （3865）1988

※新規登録犬は６，
７５０円（ 登録手数料3,000円を含む）
※おつりのないようにお願いします。

・妊娠・病気等で注射できない場合は、動物病院が発行する「診断書」を保健所に
提出してください。
・雨天の場合は中止で、振替は実施しません。当日午前５時の気象庁発表の天気予報
（ TEL ０３－１７７）で、東京地方の午後の降水確率が40パーセント以上の場合中
止となります。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対策にご協力をお願いします。
①来場の際はマスク着用をお願いします。
②お越しいただく前に検温し、発熱・せき・のどの痛みなど風邪の症状が見られる場
合は来場をご遠慮ください。
③海外から帰国して２週間以内の方は来場をご遠慮ください。

問合せ

台東保健所生活衛生課

TEL （3847）9437

相愛動物病院
（雷門1－15－11）
TEL （3845）0011
トリトン動物病院
（寿2－8－4）
TEL （3844）9007
まつもと動物病院
（竜泉3－23－7）
TEL （5603）2950

※診療は完全予約制
月・火・木・金・土曜日
午前10時～午後1時、午後3時～6時
（水・日曜日･祝日休診）
月・火・水・金・土曜日
午前9時～正午、午後4時～7時
木曜日
午前9時～正午（日曜日･祝日休診）

月・火・木・金・土・日曜日･祝日
午前9時～午後1時、午後3時～7時（水曜日休診）
月曜日
午前9時～11時30分
火・水・金・土・日曜日･祝日
午前9時～11時30分、午後3時～6時30分（木曜日休診）
※診療は完全予約制
月・火・木・金曜日
午前9時～午後0時30分、午後4時30分～7時
水・土曜日
午前9時～午後0時30分（日曜日･祝日休診）

【家庭の省エネヒント】 夏の冷房時に外から室内に伝わる熱の7割以上が窓からです。外出時は昼間でもカーテンやブラインドで日差しをカットしたり、よしずや
すだれを活用することや、断熱性の高い窓にリフォームするのが効果的です。
（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」
）
〈台東区環境課 TEL 5246－1281〉

