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令和3（2021）年 9月20日
10・11月の区役所制作番組案内

11ch

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041
10月3～9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
●第4回台東区長賞記念演奏 Part②（40分）B
特別編成 10月8日 再10月9日 午後1時～5時
●台東区議会 令和3年 第3回定例会 区長発言・一般質問

10月24～30日
●旧作品 たいとうタイムトラベル Part① 上
B
野・東上野・根岸・谷中（40分）
10月31日～11月6日
●（仮）台東区立幼稚園の紹介（14分） B
●旧作品 日本近代農畜産業の発展の軌跡～
江戸から昭和へ 激動の時代を生きた岩崎久
彌とめぐる旅～（20分）
午前9時34分
●旧作品 台東区長賞ギャラリートーク～第１回 平成3年度台
10月10日～11月6日
Ａ 東区長賞受賞作品「室内」宮北 千織～（6分） 午前9時54分
●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
特別編成 11月6日 正午～午後7時
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ ●台東区議会 令和3年 決算特別委員会 総括質問
10月10～16日
○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B
●第41回 台東薪能（40分）
B 午前9時20分 C 午前9時40分
10月17～23日
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台
B
●（仮）STOP ！特殊詐欺（14分）
と午後5時台と午後9時台
●朝倉彫塑館 特別展「歴史に学ぶ～朝倉先生

いのちの講義～」
（14分）
午前9時34分
●親子で実践 てあそび・ふれあいあそび（6分）
午前9時48分
●旧作品 台東区の犯罪発生状況とその対策に
ついて（6分）
午前9時54分

「台東区産業フェア」
ポータルサイト
リニューアルオープン！
区内事業者と、一般の方・ビジネス
目的の方とをつなげる「台東区産業
フェア」ポータルサイトがリニュー
アルオープンしました。ぜひご覧く
ださい。
問合せ 産業振興課

北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携
～大地のタカラ×江戸のチカラ 関係人口創出プロジェクト～

北海道十勝の自然と食を味わう「十勝ウィーク」

ポータルサイト

最新情報はコチラ！
台東区産業振興課公式
Instagram

台東区と姉妹区の墨田区、そして北海道十勝地域（18町村）と連携し、2～4年度までさ
まざまな事業を展開しています。十勝の自然と食を区内で味わえる「十勝
ウィーク」を、右記の期間に開催します。 期間 9月30日㈭～10月12日㈫
※期間中の開催日時は、実施内容によって異なります。
詳しくは、区HPおよび右記二次元コードからご覧ください。

十勝特産品フェア

●実施店舗

問合せ

店舗名

住所

スイーツスタジオ
ベルモントホテル
浅草3−38−5 （5603）0037
柳橋1−2−8
ベルノート
「レストラン ラコント」
bookcobar
アサクサ
ミハラシカフェ

浅草6−40−13 （6877）3045 浅草
うまいもんあづま
浅草4−20−3 （3875）2987
ヨシカミ
雷門2−18−9 浅草
（5830）7187
小柳
文化観光センター8階

浅草じゅうろく

浅草4−37−8 （6240）6328 浅草 川松

デンキヤホール

問合せ
（3864）7733

浅草1−32−1 （3841）0190
浅草1−41−4 （3841）1802
浅草1−29−11 （3843）2861
浅草1−4−1

（3841）1234

noura（ノウラ） 浅草4−10−6 （6458）1255 浅草ときわ食堂

浅草1−3−3

（3847）8845

浅草 花川戸 鮒忠 花川戸1−6−4 （3844）4127 雷門おすぎ

浅草1−18−3 （3841）3297

柳橋1−30−5
どせう飯田
（3866）7969
KYビル地下1階

西浅草3−3−2 （3843）0881

洋食大吉

日時 10月23日㈯午前10時～正午
集合場所 浅草文化観光センター大会議室
対象 16歳以上の方 定員 15人（先着順）
講師 塩入亮乗氏（浅草寺法善院住職）
費用 500円（保険料など）
申込開始日 9月21日㈫
申込み・問合せ 今戸社会教育館
TEL （3873）4140

十勝産の豊かな食材を使った新しいメニューを、区内16店舗で期間限定で味わえます。
住所

たいとう再発見スタンプラリー
対象講座「浅草レトロ物語」

「台東区産業フェア」

十勝食材フェア
店舗名

社会教育センター・社会教育館指定管理者主催

TEL （5246）1143

※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。

●東京都最低賃金改正について
10月１日㈮から、時間額1,041円に改正されま
す。※都内で働く全ての労働者に適用
▷問合せ 東京労働局賃金課
TEL （3512）1614
東京働き方改革推進支援センター
TEL 0120（232）865

※期間中の定休日および開店時間は、店舗によって異なりますので各店舗へお問合せください。

浅草サンバカーニバル40周年記念

浅草サンバフェスタ2021
「浅草サンバカーニバル」
は1981年の初開催から
数 え て、 今 年 で40周 年
と な り ま す。 第39回 浅
草サンバカーニバルは来
年への延期が決定してお
り ま す が、40周 年 を 記
念して、
「浅草サンバフェ
スタ2021」が開催され
ます。例年の浅草サンバ
カーニバルのように、直
接観覧することはできま
せんが、ステージショーの映像が配信される予定です。映
像 の 配 信 は 浅 草 サ ン バ カ ー ニ バ ル 実 行 委 員 会 公 式You
Tubeチャンネルで行います。 配信日時 10月下旬（予定）
問合せ 浅草サンバカーニバル実行委員会事務局
TEL （3841）9250

十勝地域18町村 えりすぐりの季節の野菜や乳製品、海産加工品など豊か
な特産品を期間限定販売します。十勝食材フェアで味わった食材も購入でき
ます。 時間 午前10時～午後7時※10月6日㈬は休み 場所 ふるさと交
流ショップ 台東（浅草4−36−5）

十勝の森と休む「うららパークたいとう・すみだ」
十勝の自然、葉のざわめきや森の香りを体感する森林浴や十勝への旅をデジ
タルで体験します。 日時 10月5日㈫～7日㈭午前9時～午後6時※最終日
は午後3時まで 場所 浅草文化観光センター6階多目的スペース
※「特別区全国連携プロジェクト」とは
東京を含む全国各地域がともに発展・成長し、共存共栄を図ることを目的
に、特別区（東京23区）と全国の各地域が連携・交流事業を行う取り組み
として、平成26年9月に特別区長会事務局が立ち上げたプロジェクトです。
問合せ

台東区都市交流課 TEL （5246）1016

台東区観光ボランティアガイドによる
「区内歴史・史跡散策コース」
日時 ①10月23日㈯

②24日㈰ ③30日㈯午前10時～正午 内容 ①香りある花街、

活気あふれる町並み、由緒ある神社巡り ②古より文人・墨客が住んでいた町巡り ③
上野から谷中へ渋沢栄一の足跡巡り 定員 各20人程度（抽選） 申込方法 往復はがき
に希望コース（①～③重複可）
・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 10月8日㈮（必着） 問合せ 〒111−0034 台東区雷門2−18−9 浅草
文化観光センター内 台東区観光ボランティアの会事務局 TEL （3842）5599

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

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。

