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新型コロナウイルス感染症に
関する区の最新情報は右記二
次元コードよりご確認ください。
台東区 新型コロナウイルス感染症について

検索

発行 台東区 編集 総務部広報課 〒110－8615 台東区東上野４丁目５番６号
TEL 03－5246－1111（代表）
FAX 03－5246－1029（広報課） 区HP▶

緊急事態宣言発令中（9月30日㈭まで）

ワクチン接種で 発症・重症化 の予防を
区内年代別ワクチン接種率（9月13日時点）
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区内接種対象者の2回目接種率は
64%となっています
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●ワクチン接種の予約方法
期間

10月3日㈰まで

10月4日㈪以降

場所

●モデルナ製ワクチン会場
（台東一丁目区民館）
●ファイザー製ワクチン会場
（診療所・病院・集団接種会場）

●モデルナ製ワクチン会場
（台東一丁目区民館）
●ファイザー製ワクチン会場（一部の診療所・
永寿総合病院・台東病院・浅草寺病院 ）

・予約専用サイト（下記二次元コード）よりご予約ください。
※集団接種会場は2回目予約のみを受付けています。
まだ、2回目予約をされていない
方はお早めにご予約ください。
・診療所での接種は、接種会場一覧（下記二次元コード）をご確認のうえ、各診療所へ
直接お問合せください。
予約方法
・12～17歳の方で病院での接種を希望する場合は、コ
ールセンター（毎日午前9時～午後6時、土・日曜日・祝
日も対応） TEL 03−4332−7912 でご予約ください
（集団接種会場の予約は受付けていません）
。
▲予約専用サイト

▲接種会場一覧

【区内在勤（学）の方へ】
モデルナ製ワクチン会場（台東一丁目区民館）では、区内在勤（学）の方の予約を受付けます。
接種日時 11月6日㈯までの金・土曜日午前10時～午後4時
予約方法 接種日2日前の午前9時～接種日前日の正午までにコールセンター（毎日午前9時～午後6時、
土・日曜日・祝日も対応）TEL 03-4332-7912で予約
※予約の際は、オペレーターに区内在勤（学）である旨をお伝えください。
※接種日当日は、区内在勤（学）であることを証明できる物を持参してください（社員証・学生証など）
。

病院の予約受付数を拡大
する際や接種可能な診療
所等については、区HPや
区 公 式LINE等 で お知らせ
します。

▲区HP

▲区公式LINE
登録コード

区HPでは、2回接種をされ
た20・30代の方の声を集めて
掲載しています。
副反応に不安のある方や接種
を迷っている方は下記二次元
コードよりご覧
いただき、ワク
チン接種をご検
討ください。

相談専用ダイヤル
●厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
新型コロナウイルスワクチン ●台東区コロナワクチン
（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）
（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応）
に関する問合せ
TEL 03-6834-7410 ※予約は受付けておりません。 TEL 0120-761-770

発熱等の症状がある場合の
相談窓口

●台東区 発熱受診相談センター（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日を除く ●東京都 発熱相談センター
TEL

FAX

※本紙は、9月13日時点の情報に基づき作成しています。

03-3847-9402
03-3841-4325

（24時間）

※聴覚に障害のある方などからの相談

TEL

03-5320-4592

１ はじめに

性に関する情報を適切に伝え、

様がしっかりと適応していこう
とする、柔軟でかつ積極的な姿
勢を支援してまいります。

るものと認識しております。こ

く、より一層深刻さが増してい

区民生活への影響は極めて大き

ために、ワクチン接種後も、感
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リズムの観点を踏まえ、旅行会

チング商談会や、マイクロツー

業展開の創出を目的としたマッ

います。こうした中、新たな事

光事業者は厳しい状況が続いて

もたらした生活様式の変化や外

新型コロナウイルス感染症が

ぞれの視点を踏まえ、
「国際観

光事業者・区民・観光客のそれ

したニーズを的確に把握し、観

本区においては、ワクチン接

ャッシュレス決済ポイント還元

ル」や、
併せて実施している「キ

れることのないよう、感染状況

と健康を守り、誰一人取り残さ

私は、感染症から区民の生命

健康

台東区特定不妊治療費助
成制度をご利用ください

▽対象 次の全てに該当する方
①平成 年４月１日以降に治療
を開始している ②東京都特定

不妊治療費助成事業の承認を受
けた ③申請時に台東区に住民
登録がある ④他の区市町村で

当該治療について特定不妊治療
費助成を受けていない ⑤治療
開始時点の妻の年齢が 歳未満
である
※令和３年１月１日以降に終了し
た治療が対象となる支援の拡大
については都に準じます。
▽助成額 治療１回につき都助成
額を差し引いた額に対し最大５
万円（助成回数については左記
へお問合せください）
▽申込方法 ①台東区特定不妊治
療費助成申請書兼請求書 ②東
京都特定不妊治療費助成承認決
定通知書（原本） ③東京都特
定不妊治療費助成事業受診等証
明書（写し） ④当該治療の領
収書 ⑤戸籍謄本等（申請者と
配偶者の住民登録が異なる場
合）を左記問合せ先へ郵送か持
参
※詳しくは、左記問合せ先へ

▽申込締切日 都の助成承認決定

日から６か月以内
００１５ 台東
▽問合せ 〒
区東上野４ー ー８ 台東保健
所保健サービス課

ＴＥＬ
（３８４７）９４４７

等提供者の白血球の型が一致しな
ければなりませんが、その確率は

数百人から数万人に１人です。そ
のため、１人でも多くの方に骨髄
バンクへのご登録をお願いしてい

ます。登録方法等詳しくは、左記
へお問合せください。
▽問合せ （公財）日本骨髄バン

ク ＴＥＬ
（５２８０）１７８９
●区ではドナーとドナーが従事す
る事務所に対し、助成金を交付し
ています

詳しくは、区ＨＰをご覧になる
か、左記へお問合せください。

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

月 日㈰～ 日㈯
「薬と健康の週間」に合わ
せて無料薬事相談を行い
ます

▽期間
月 日㈰～ 日㈯
▽場所 「無料薬事相談」のポス
ターが掲示されている区内薬局
▽対象 台東区国民健康保険・後
期高齢者医療制度の加入者
※保険証をご持参ください。
▽相談内容 使用中の薬や家庭常
備薬、医療用医薬品等の使用・
取り扱い方法など
▽協力 ㈳下谷薬剤師会、㈳浅草
薬剤師会
▽問合せ 国民健康保険課（区役
所２階⑬番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２５１

善 意 の 献 血 あり がと う ご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今
回、次の方に贈呈しました。
加川崇様 （今戸１丁目）
回以上献血された方は左記へ
ご連絡ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

203,894人（+67人）

【区の世帯と人口（9月1日現在）】▷住民登録世帯数（前月比） 124,143世帯（+107世帯） ▷住民登録人口

月３日までに希望する全ての

区民が接種を終えられるようペ

うした状況にあっても、住み慣
染予防対策を徹底していただき
社と連携したツアーの企画など、

感染症の影響により、区内観

れた地域で安全安心に過ごせる
ますよう切にお願い申し上げま

観光需要の回復を見据えた取り

長期化するコロナ禍において、 ースを緩めることなく全力で取

よう、感染症からくる課題の解
す。
組みを始めています。

まちの活力を取り戻し、観光
の持続的な発展に向けて歩みを

げるために、区民の皆様、区議
出行動の抑制は、経済活動の縮

光都市 台東区」の復活に向け

進めるために、コロナ禍で変容

会の皆様とともに、この苦境を
小など、区内事業者に大きな影

た今後の方向性について検討を

今後を見据えた地
３ 域経済活性化につ
いて

決に留まらず、防災や教育、ま
ちづくりなど、各分野の施策も
着実に取り組んでいかなければ
なりません。
私は、
「ひと」と「まち」が

乗り越え、全力で区政運営に邁

響を及ぼすとともに、社会の変

輝く本区の明るい未来を築き上

進してまいります。

進めてまいります。

種の推進に全庁を挙げて取り組

事業」は、区内消費を喚起し地

や経済への影響を注視しながら、

４ おわりに

容をもたらし、消費者ニーズの
変化を呼び起こしました。
台東区商店街連合会主催の

んでまいりました。医師会や医

域経済の活性化につながるとと

臨機応変に必要な対策を行い、

新型コロナウイル
２ スワクチンの接種
状況につい て

療機関など関係機関の多大なる

もに、事業者のデジタル化を促
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月は「骨髄バンク推進
月間」です
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白血病等の血液難病の根治療法
として、骨髄移植および末梢血幹
細胞移植があります。これらの移
植を成功させるには、患者と骨髄

17

50

「江戸たいとうスーパーバザー

ご協力をいただき、９月９日時

ますので、引き続き皆様のご理

全力で区政を推し進めてまいり
また、
「台東区経営持続化特

解ご協力を賜りますようお願い

進する好機と考えています。
別資金」融資の実施期間を再延

申し上げます。

点で区民の６割を超える方が２
今後、若い世代の接種率をさ

長するなど、コロナ禍を契機と

回目の接種を済ませております。
らに伸ばすことが課題となって

した社会の変容に、事業者の皆

※一般的なマスクの中では、不織
布マスクが最も⾼い効果を持ち
ます（厚生労働省HPより）
。
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建物の換気や、⼿洗い、消毒
をこまめに⾏ってください。
ウイルスは、⽬・⿐・⼝などか
ら感染します。消毒する前の⼿で
顔に触れないように気を付けてく
ださい。
⾶沫感染を避けるには、⼈との
接触を避けることが重要です。
なるべくいつも⼀緒にいる⼈と
過ごし、テレワークや、時差出勤
にご協⼒をお願いします。
⾷事をしている時に、マスクを
外して会話をすると、⾶沫感染の
リスクが⾼まります。
職場においても、ランチの時に
感染リスクが⾼まります。 休憩時
間はつい気分が緩みがちです。会
話をする場合は、マスク着用をお
願いします。

10

おり、ワクチンの有効性・安全

10

換気や⼿洗い・
消毒を
新型コロナウイルスは、主に⾶
沫感染により感染します。
⾶沫感染を抑えるには、マスク
の着⽤が⾮常に効果的です。
また、鼻が出ないようにするな
ど、正しく着⽤しましょう。

令和３年
第３回 区議会定例会
区長発言 〈要旨〉

令和3（2021）年 9月20日

⼈との接触を
避ける
食事中に注意

マスク着用の徹底

第 1285 号 （2）
広報

感染症を広げないためには、
ひとりひとりの感染症対策が重要です

（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〉

会 ＴＥＬ
（５８２８）７５４１

▽自己負担額 １千円
▽申込み・問合せ 社会福祉協議
▽対象 認知症で行方不明になる
おそれのある区内在住の高齢者
▽申込方法 対象者の本人確認で

認が容易にでき、早期発見につな
がります。

元気情報誌「ココカラ」
第９号発刊します
きる物（介護保険証等）
、本人
の写真（できるかぎり）を左記
問合せ先か地域包括支援センタ
ーへ持参
※申込みの際、体の特徴や緊急連
絡先等を記入します。
※申込内容は、地域包括支援セン

は持参
▽応募締切日
着）
月

日㈮（ 必

８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所高齢福祉課（区役所３階
⑥番）
ＴＥＬ
（５２４６）９０２７
ＦＡＸ
（５２４６）１０５９

高齢者マッサージサービ
ス券の申込みを受付けて
います

▽申請方法 身体障害者手帳等を
左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

心身障害者福祉タクシー
券・燃料費（ガソリン代）
助成をご利用ください

居住費（滞在費）の４分の１を軽
減します。

更新拒否により立ち退きを受けて
いる方に対して、転居に要する費

●高齢者等住み替え居住支援（転
居前に申込み）

帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③生
活保護を受給していない ④前

転居する場合に限る）
。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世

用を助成します 区(内の民間賃貸
住宅から別の区内民間賃貸住宅に

取壊しや家主の都合による契約

▽対象 次の全てに該当し、区が
生計困難と認めた方
①世帯全員の住民税が非課税

②世帯の前年の収入（仕送りや手
当、非課税年金等を含む）が、
単身世帯で 万円以下（世帯員

が１人増えるごとに 万円加算）
▽対象 身体障害者手帳上肢１級、 ③世帯の預貯金等の額が、単身世
下肢・体幹・内部機能障害１～

帯で 万円以下（世帯員が 人
増えるごとに 万円加算）
④自宅以外に活用できる資産（土

住宅
まちづくり

高齢者等居住支援

一部を助成します。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世

帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③生
活保護を受給していない ④区

住居 表示の戸 番票をお渡
しします

法律により、建物
には住居表示を表示
することが義務付け
られています。
戸番票が破損・汚
損等している建物の

所有者、管理者また
は使用者は左記へお
問合せください。戸
番票を無償で送付し

ますので、自身で貼付してくださ
い。
※表札等により、表示している場

合は、戸番票が貼付されている
物と同様の取り扱いです。
▽対象 区内建物の所有者または

管理者、使用者
▽問合せ 建築課

ＴＥＬ
（５２４６）１３３２

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】携帯電話・スマートフォンなどでおかけになる際は、頭に〈03〉をつけてダイヤルしてください。

福祉

（高齢・障害等）
救 急医療 情 報キットを無
償配布しています
代から始めるこれからの人生
を自分らしくイキイキと過ごすた
めの元気情報誌です。
▽新聞折り込み日 ９月 日㈷
▽折り込む新聞 毎日、朝日、読

地や家屋等）がない
⑤負担能力のある親族等に扶養さ
れていない
⑥介護保険料を滞納していない
▽対象サービス 訪問介護・通所
介護・短期入所生活介護、特別
養護老人ホームにおける施設サ
ービス等
※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 介護保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

年の合計所得金額が単身世帯は
万８千円以下、２人以上の世
帯はこの額に世帯員が１人増え
るごとに 万円を加算した額以
下
▽助成額 礼金・仲介手数料・引
越し費用の合計額（上限 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ＨＰをご
覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）ＴＥＬ
（５２４６）１４６８

50

●高齢者等家賃等債務保証
保証人がいないため、民間賃貸
住宅に入居することが困難な方に
対して、区と協定を結んだ全国保
証機構に加盟する保証会社を利用
した場合、支払った初回保証料の

1

かかりつけ医療機関や緊急連絡
先などの情報を専用の用紙に記入
し、健康保険証（写し）などとと
もに専用の容器に入れて冷蔵庫に
保管しておくことで、緊急時、救

150

100

内転居であり、転居先に継続し
て居住する ⑤保証人がおらず
緊急連絡先がある

38

３級、視覚１ ２級、愛の手帳
１ ２度の方
※燃料費助成については右記に加

※燃料費助成は必要書類が複数あ
るため、事前に左記へお問合せ
ください。

350

▽助成額 支払った初回保証料の
２分の１（限度額２万円）

256

１枚につき１千円の負担でマッ
・はり・きゅう
サージ（ 分程度）

20

200

15

20

※世帯状況に応じて各
種控除が受けられる
場合があります。

ター・区内警察で情報共有しま
すので、ご了承ください。

398万4千円

え、自動車税が減免されている
方
▽所得限度額 左表のとおり（
歳以上の方は本人所得、 歳未
満の方は扶養義務者の所得）

1人

10

22
31

下旬から受付けます。
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
▽対象 区内在住でストマ用装具
階⑩番）
を使用している方
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１
▽費用 ３年度の区民税所得割額
介護サービスの利用料の
に応じて自己負担額あり（非課
一部が軽減されます
税世帯は無料）
（社会福祉法人等による
※前年度所得超過で助成を受けて
利用者負担額軽減）
いない方でも、３年度の税額に
より対象となる場合があります。 軽減制度に協力する事業所のサ
ービスを利用した場合、介護サー
※障害者紙おむつ購入補助券の更
新申請は 月から受付けます。 ビス費の利用者負担および食費・

15

・

2人目以
降1人に 38万円加算
つき

※現在、所得超過でタクシー券、
燃料費助成を受けていない方は、
２年中の所得が限度額以内であ
れば、 月から申請できます。
▽助成額 タクシー券は月額３千
円、燃料費は月額２千 円
（どちらかを選択）
▽申込方法 障害者手帳、印鑑を
左記問合せ先へ持参

360万4千円

売、産経、東京、日本経済の朝
刊
▽配布場所 左記問合せ先のほか

する事業です。
※募集結果については、区ＨＰで
公表します。
▽応募方法 下 記
二次元コードか
ら申込むか応募
用 紙（ 下 記 問 合

加促進を目的として、教室・サ
ロンの開催、団体活動や談話等
の高齢者の交流機会の場を提供

60

せ先で配布）に記入し、下記問
合せ先へ郵送かファックスまた

0人

10
110

−

※行方不明時は、
希望に応じて
「高 いずれかの施術を受けられる利用
各地域包括支援センターなど
齢者見守りメールマガジン」で 券を配布します。
▽問合せ 介護予防・地域支援課
捜索協力依頼情報を配信します。 ▽対象 ９月 日現在、区内在住
（区役所２階⑤番）
▽問合せ 介護予防・地域支援課
の 歳以上の方
ＴＥＬ
（５２４６）１２９５
（区役所２階⑤番）
※特別養護老人ホーム入所者は除
高 齢 者 位置 確認システム
ＴＥＬ
（５２４６）１２２５
く
をご利用ください
▽配布枚数 １人年間２枚
入 谷 老 人 福 祉 館 事 業の 新
高齢者に端末機を携帯してもら
▽利用期間 ４年３月 日㈭まで
規名称を募集します
い、所在不明となった場合に、居
▽利用場所 台東区三療師連合会
場所を電話またはインターネット
入谷老人福祉館は、施設の老朽
に所属するマッサージサービス
でご案内します（端末機には、電話 化に伴い、４年３月末で閉館しま
券取扱場所
やメール機能等はついていません）
。 す。それに伴い、同老人福祉館事 ▽申込方法 本人確認できる物（健
▽対象 認知症のある区内在住の 業は、４月からは、近隣でリニュ
康保険証・運転免許証等）を持
高齢者を日常的に在宅で介護し、 ーアルオープンする入谷区民館に
参し、左記問合せ先へ
居場所を確認した後、迎えに行 おいて、出張形式で継続します。 ▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
ける方
新たな実施場所での事業実施に
階⑥番）
▽申込方法 端末機を携帯する予 伴い、 歳以上のより多くの方に
ＴＥＬ
（５２４６）１２２２
定の高齢者の介護保険証、申請 広くご利用いただけるように、「老
ストマ用装具（蓄便袋・
者（介護者）の本人確認できる 人福祉館」に代わる呼び方として、
蓄尿袋・紙おむつ）給付
新規名称を募集します。
物、印鑑を左記問合せ先へ
券の更新申請を受付けま
※老人福祉館事業は、 歳以上の
す
区民の方の、健康増進や社会参
月～４年３月分の申請を９月
▽費用 月額 円（消費税別）
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）

ＴＥＬ
（５２４６）１２２５

認知症高齢者等早期発見
ステッカーを配布してい
ます

60

・

扶養人数 所得限度額

500

23

60

認知症で行方不明のおそれのあ
る高齢者の方に、靴のかかとに貼
るステッカーのほか、衣類等に貼
る通し番号入りのアイロンシール
を配布しています。
警察等に保護された際、身元確

73

10

急隊に必要な情報を伝える助けと
なります。

65

住 宅 用 火 災 警 報 器の 設 置
費用を助成しています

30

10

すでにキットをお持ちの方は、
情報シート（左記問合せ先または
地域包括支援センターで配布およ
び区ＨＰでダウンロード）に記載
した内容が変わっていないか確認
してください。
▽対象 区内在住の 歳以上の高
齢者で、次のいずれかに該当す
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
者のみの世帯 ③１日のうち、
ひとりになる時間帯がある
▽申込方法 本人確認できる物
（健康保険証、介護保険証等）
を左記問合せ先か地域包括支援
センターへ持参
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２５

令和3（2021）年 9月20日

▽対象 次のいずれかに該当する
世帯 ① 歳以上の高齢者のみ
②身体障害者手帳、愛の手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方がいる
※有効に作動する火災警報器が設
置されている場合は対象外
▽設置台数 煙式１台（業者によ
る設置）
65
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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

12

▽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
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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）

国

都

台東区
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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〉
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●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。
区主催イベントの実施状況については、
右記二次元コードよりご確認ください。

催 し も の など
「リピーター獲得につなげる！簡
単に始められるLINE公式アカウ
ント活用法セミナー」
（オンライン開催）

中の方は、受給資格者証を持参 講師 衛藤

前売券 チケットペイ、区役所９階④番文

4階のワークショップルームでエコたまを

信之氏（日本メンタルヘルス協会 心理カ

化振興課、右記問合せ先で販売

行っています。環境やエコに関することを

ウンセラー）

東区芸術文化財団 TEL （5828）7591

申込み・問合せ 産業振興課
TEL （5246）1152（区HPから申込可）

です。 日時 10月28日㈭午後2時～４時

●企画展 中村不折コレクション 「書で
みる日本の歴史と文化」 期間 12月12日

定員 500人（先着順） 講師 LINE㈱
申込方法 下記二次元コードから申込むか、

㈰まで 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、

氏名・電話番号を電話かファックスかメー

小中高生250円

場所・問合せ 書道博物館

TEL （3872）2645

問合せ 観光課

朝倉彫塑館から

TEL （5246）1447
FAX （5246）1515

●特別展「歴史に学ぶ〜朝倉先生いのちの

Eメール taito-omotenashi@city.taito.

講義〜」 日程 12月12日㈰まで

tokyo.jp

前９時30分～午後４時30分（入館は４時

女性再就職サポートプログラム
地域型 in台東「ブランクがあっ
ても大丈夫！働きたい！のはじ
めの一歩」
（予約制）
ビジネスマナーや仕事の進め方の基本、パ

オンラインビジネス交流会
Zoomを利用したグループミーティング

書道博物館から

日時 10月4日㈪午後3時～4時15分

ルで下記問合せ先へ

時間 午

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）
問合せ 朝倉彫塑館 TEL （3821）4549

日曜特別コンサート「古楽」

対象 区内・文京区の中小企業等 定員 60
社（先着順） 申込方法 産業振興事業団HP

から申込み

申込締切日 10月21日㈭

クイズやゲームをしながらインタープリ
ターと一緒に楽しく学びます。ぜひご参加
ください。
問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習
室 TEL （3866）2011

オンラインスポーツ教室
●おうちでできる運動あそび 日時 10月

問合せ 台東区産業振興事業団

10日㈰午前10時30分～11時30分

TEL （5829）4124

対象 3～6歳程度の子供と

園芸講習会
～野菜や花を育てる～「コンテ
ナガーデンを楽しもう」

保護者 定員 20組（抽選）
講師 桜田敬子氏（台東区

フィジカルプロデュー
サー、全国ラジオ体操連盟指導員）

日時 11月14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）

●自宅でできる簡単ストレッチ 日時 10

の方 定員 10人（抽選） 講師 伊藤康仁
氏（シティファーマー） 費用 2,000円

選） 講師 高橋聖氏（台東

（材料費） 申込方法 はがきに催し名・住

スポーツ協会公認アスレ

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記
問合せ先まで（電子申請可）

月10日㈰午後1時～2時

ティックトレーナー）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 電子申請

㈰ 問合せ スポーツ振興課

日時 10月31日㈰午後1時開場、2時開演

問合せ 〒110－8615

事前の個別説明会に参加していただきま

出演 小島芙美子（ソプラノ）
、遠藤結子

TEL （5246）1323

台東区役所環境課

定員 20人（抽

区スポーツ推進委員、日本

申込締切日 10月25日㈪（必着）

ソコンの基礎を5日間で学びます。申込後、
す。

問合せ 台

申込締切日 10月3日

TEL （5246）5853

日程 11月25日㈭～12月1日㈬の

（バロック・ヴァイオリン）
、永瀬拓輝（バ

うち5日間※個別説明会11月8日㈪・9日

ロック・チェロ）
、宮﨑賀乃子（チェンバ

㈫

場所 台東

ロ） 曲目 組曲第14番ト短調（フローベ

●フリーマーケット出店者募集

デザイナーズビレッジ 対象 プログラム初

ルガー）
、ヴァイオリンとオブリガート・

日時 10月31日㈰午前9時～午後3時

●ボウリング大会 日程 11月20日㈯

日時点で54歳以下の女性で、主に出産・

チェンバロのためのソナタ第6番ト長調

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

費用 2,200円

時間 午前10時～午後4時

（J.S.バッハ） 入場料 500円※電話での

育児・介護などの理由で離職中の方
定員 16人（先着順） 申込方法 電話また

チケット予約が必要

は下記二次元コードから申込み

㈬～30日㈯※未就学児入場は不可

申込開始日 9月21日㈫

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

申込み・問合せ 東京しごとセンター女性し

TEL （3824）1988

ごと応援テラス

予約期間 10月13日

問合せ 台東区産業振興課
TEL （5246）1152

出店数（予定） 50

出店料 2,000円※区民は会HPから予

リサイクル推進友の会（土・日曜日・祝
日を除く午前10時～午後4時）
TEL （3412）6857※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

区民体育祭

申込締切日 11月15日㈪

対象 区内在住か在勤（学）の方

場所 ア

イビーボウル向島（墨田区東向島3−13
−10）※申込方法等詳しくは、区HPをご
覧ください。 問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

台東区介護サービス人材確保事
業「介護職員実践研修」
（録画
配信）

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

期間 11月～4年2月末

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

勤の方

場所 中小企業振

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

知識・鶴岡浩樹氏（医師）
、高齢者の身体

対象 区内在住か在勤の方、

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

構造とリハビリの視点・南雲健吾氏（理学

して行うセミナーです。

江戸をたずねる
「奥浅草ガイドツアー」

店

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

スポーツトレーナーが指導する、体を動か
日程（全2回） 11月4日㈭・11日㈭

（

より中止の場合あり
約で1,500円

健康セミナー「ウイルスに負け
ないカラダづくり」

TEL （5211）2855

リサイクル

時間 午後6時30分～8時

対象 区内在住か在

内容・講師 福祉職のための医学

日時 11月6日㈯A班は午後1時、B班は1

興センター

時30分※参加者の班分けを行います（班

勤労者サービスセンター会員とその家族

パネルに掲示しています。
ご利用ください。

療法士）
、薬の知識と支援の視点・藤澤節

分け結果は当選通知に記載）
。

定員 15人（抽選） 講師 小西宏和氏

ゆずります 電子ピアノ、こたつ、ベット

子氏（薬剤師）
、高齢者の栄養とフレイル

集合場所 待乳山聖天公園（台東区浅草7－

費用 1,000円（会員とその家族は500円）

4－9・待乳山聖天横） 定員 40人（抽選）

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名・

ゆずってください ミルク缶（空き缶）
、

申込方法 申込書（下記事業団HPからダウ

講師 日比谷孟俊氏（元慶應義塾大学教授）
、

年齢・電話番号、在勤の方は勤務先名、会

バトミントンラケット2本

ンロード可）に記入し下記問合せ先へ

不破利郎氏（奥浅草観光協会専務理事）
、

員の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

※上記の情報は9月1日現在の内容です。

ファックスかメールまたは下記二次元コー

平田真純氏（待乳山聖天本龍院住職）

申込締切日 10月6日㈬（必着）

詳しくは、下記へお問合せください。

ドから申込み※申込み後受講の手引き、資

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

問合せ 〒111－0056

－18 台東区勤労者サービスセンター

問合せ 環境ふれあい館ひまわり3階リサイ
クルショップ TEL （3866）8361

料等を郵送します。

・年齢・参加人数（同伴者1人まで・同伴

ふりがな

者氏名・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 10月10日㈰

（必着） 問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

職場のメンタルヘルスセミナー
（
（予約制）

台東区小島2－9

TEL （5829）4123

邦楽フレッシュコンサート2021
邦楽が誘う和の世界

（セミダブル）
、五月人形 ほか

耐震相談会

FAX （5603）2230
Eメール taito-jinzai@bz04.plala.or.jp

午前10時～午後4時※予約優先
場所 区役所1階展示コーナー

出演 東京藝術大学音楽学部邦楽科

申込み・問合せ 建築課

入場料（全席指定） 一般2,000円、小～高

TEL （5246）1335

える方法をお伝えします。 日時 10月30

演目 創作「老松白藤」
、尺八「本末

日㈯午後2時～4時30分 場所 台東区民会

and Branches」
、箏曲生田流「楓の花」
、

館 定員 50人（先着順）※雇用保険受給

箏曲山田流「住吉」
、創作「anew」

Roots

問合せ 台東区社会福祉事業
団 TEL （5603）2228

に関する相談会です。 日時 10月19日㈫

場所 生涯学習センターミレニアムホール

校生1,000円※未就学児入場不可

申込締切日 4年2月16日㈬

建築士による住宅の耐震化やブロック塀等

日時 10月30日㈯午後1時開場、2時開演

コロナ禍でどんな状況になっても、乗り越

予防・清木智恵子氏（管理栄養士）

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室 エコたま
環境学習室では、毎週日曜日午後３時から

講 座・相 談 会 など
男性向け講座「こんなところに
ジェンダーバイアス！？―失敗
から考える男らしさの呪縛」
日時 10月30日㈯午後2時～3時30分

【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

令和3（2021）年 9月20日
場所 生涯学習センター

第 1285 号 （6）

定員 20人（先着

定員 12人程度（抽選） 費用 実費（実習

順）※託児あり（1歳以上の未就学児）希

にかかる交通費・食費・施設入館料など、

望の方は下記問合せ先へ

3,000円程度）

話番号を電話かファックスで下記問合せ先
へ 申込締切日 10月15日㈮

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

氏（恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表）

申込方法 下記二次元コードから申込むか、

日時 10月19日㈫午後1時～4時（受付は3

●渋沢栄一家の葬送と供養 日時 10月31
日㈰午後2時～4時 定員 30人（抽選）※

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

申込書（下記問合せ先で配布）を下記問合

時まで） 場所 区役所9階901会議室

応募多数の場合は区内在住の方優先

託児の締切日 10月23日㈯

せ先へ郵送か持参※詳しくは受講案内か、

対象 区内に空き家を所有している方

講師 桑原功一氏（渋沢資料館副館長）

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

区HPをご覧ください。

定員 3組（1組60分程度・先着順・予約優

申込方法 往復はがき（１枚２人まで）に講

習センター4階） TEL （5246）5816

申込締切日時 10月22日 ㈮

先）※予約に空きがあれば当日受付可

座名・参加者全員の氏名・年齢、代表者の

午後5時（必着） 問合せ 障

相談員 宅地建物取引士・建築士、弁護士

住所・電話番号を書いて下記問合せ先へ

害福祉課（区役所2階⑩番）

または司法書士

申込締切日 10月15日㈮（必着）

講師 清田隆之

オンライン くらしに役立つ講座
「どうしている？ 子どものおこ
づかい」～
Zoomを利用したオンライン講座です。

TEL （5246）1207

ふりがな

申込み・問合せ 住宅課

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

TEL （5246）1468

場所 生涯学習センター

文化財講座

産業研修センターから

問合せ 〒111−8621

生涯学習センター

●台東区映像アーカイブ上映会 Part.10

生涯学習課 TEL （5246）5828

対象 区内在住か在勤（学）の方

●第3回CADステップアップ講座 入門

～映像でよみがえる区内の都電～

FAX （5246）5814

日時 10月14日㈭午前10時～11時30分
定員 20人（先着順） 講師 金融広報アドバ

講座（産業研修センター実施）を受講した

日時 10月23日㈯午後2時～3時30分

イザー（東京都金融広報委員会）

方を対象にした実践的なＣＡＤ操作講座で

定員 30人（先着順） 講師 細川明日香氏

申込方法 下記二次元コードから申込むか、

す。 日時 (全2回) 11月9日㈫・10日㈬
午後6時～8時30分 対象 区内在住か在勤

住所・氏名・電話番号・メールアドレスを
書いてファックスで下記問合せ先へ

選） 講師 渡辺豊氏

問合せ くらしの相談課

分） 申込方法 往復はがきに講座名・住所・

TEL （5246）1144

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

FAX （5246）1139

勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問

申込方法 講座名・希望人数（2人まで）
・参

<10月>

加者全員の氏名・年齢、代表者の住所・電

18日

ふりがな

（学）で全日程受講可能な方 定員 4人（抽

申込締切日 10月8日㈮

費用 3,000円（2回

①午前10時～正午（パ

ネルディスカッション終了後、各団体によ

合せ先へ

申込締切日 10月20日㈬

日時 (全4回) 11月10日㈬・11日㈭・17

日㈬・18日㈭午後6時30分～8時30分
対象 区内在住か在勤（学）でファッション

イラストレーションの基本デザイン画を学
びたい方

定員 15人（先着順） 講師 鄭
貞子氏 費用 5,000円（4回分）※パソコ

1時～2時30分

ン持込み可 申込方法 講座名・住所・氏名

場所 区役所10階会議室

●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拡大状況により、出店の中止または営業時間の変更になる
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。

●ファッションデザイン画4日間講習

る個別相談を実施） ②午後1時～5時 ③

菊供養会・金龍の舞（浅草寺）

「ふるさと交流ショップ 台東」
9～10月出店自治体をご紹介します！

ふりがな

ひきこもりに関する①パネルディ
スカッション「ひきこもった方々
が働くことをえらぶとき」②個
別相談会③茶話会
日時 11月6日㈯

（台東区文化財保護調査員）

●出店自治体スケジュール

ふりがな

日程

出店自治体

対象 ②③は区内在住の方優先

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

9月21日㈫まで

定員（先着順）①30人

先（学校）名・所在地をファックスかはが

茨城県筑西市（連携都市）
×千束通商店街

9月23日㈷～28日㈫

千束通商店街

9月30日㈭～10月12日㈫

たいとう・すみだ・十勝ウィーク
（北海道十勝地域）

10月14日㈭～26日㈫

千束通商店街

程度） ③10人

②6組（1組55分

講師 ①青少年健康セン

ター茗荷谷クラブ、あだち若者サポートス
テーション、しんじゅく若者サポートス

きで下記問合せ先へ

申込締切日 10月22

日㈮
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

テーション、いたばし若者サポートステー

場所・問合せ 〒111－002

ション ②③臨床心理士

－36－2 産業研修センター

申込方法 電話か区HPから申込み

TEL （3872）6780

申込締切日 10月29日㈮

FAX （3871）9525

問合せ 子育て・若者支援課

問合せ

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

FAX （5246）1289

若手経営者サポートセミナー
経営者の心構え“醸成”コース
日時 (全5回) 11月30日㈫、12月21日㈫、

4年1月11日㈫・24日㈪、2月8日㈫午後

江戸まち たいとう 芸楽祭！

下記のほか未定のものは決まり次第、江戸まちたいとう芸楽祭HP等でお知らせします。

◆体験ワークショップ
プログラム名

対象 企業の後継者や事業を始めたばかりの

内容

講師 二条彪氏（経営コンサルタント）
申込方法 下記産業振興事業団HPから申込

み※詳しくは、下記問合せ先へ※オンライ
ンによる実施の場合あり
問合せ 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4124

令和3年度第2回知的障害者（児）
ガイドヘルパー養成研修
知的障害者（児）の外出時の移動支援に必
要な知識と技術を学ぶ研修です。修了者に
は、区内の知的障害者（児）の移動支援に
従事するための修了証を渡します。
日時 講義は11月13日㈯午後1時～6時、

実習は個別に日程調整（5時間程度）
対象 次のい

ずれかに該当する方（ヘルパー資格の有無
は問いません） ①研修修了後、区内の事
業所でガイドヘルパーとして従事希望 ②
すでに従事していて技術向上をめざす

紙切りワークショップ

日頃見ている映画やアニメなどの映像で使われて
いる効果音は、意外と身近にある道具などで作られ
リクエストに応じて即興で作品を切りあげる紙切
たりしています。
り芸。
暮らしの中で聞こえる何気ない音が、全く違う音
お題をもとに頭の中に描いたイメージを、はさみ1
に変身しているかもしれません。
つと紙1枚で形にする日本の伝統芸能の世界を体験し
そんな「効果音のヒミツ」を知って試して録音す
てみよう！
る内容です。録音した音は、USBメモリに保存して
お渡しします。

新人経営者等 定員 40人（先着順）
費用 10,000円（5回分）

〒110−8615
台東区役所文化振興課内
江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局
TEL （5246）1328

効果音ワークショップ

7時～9時（2月8日のみ午後6時45分～8
時45分） 場所 区役所10階会議室

問合せ

第四回

TEL （5246）1341

場所 区役所10階会議室 ほか

台東区橋場1

日時 11月14日㈰午後2時～4時
場所 寿区民館多目的ホール

日時・場所
対象・定員（先着順）

日時 12月11日㈯午後2時～3時
場所 浅草橋区民館多目的ホール

小学校３年生以上・16人

小学校3年生以上・18人

講師

茅原良平氏（日本大学芸術学部放送学科准教授）

林家花氏

申込受付日時

10月4日㈪午前9時～11月10日㈬午後5時

10月6日㈬午前9時～12月8日㈬午後5時

申込み・問合せ

江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会事務局（午前9時～午後5時、
土･日曜日･祝日を除く） TEL （5246）1328

内容、出演者等については、変更になる場合があります。詳しくは、江戸まちたいとう芸楽祭HPをご覧ください。

催し名

子ども家庭支援センターの催し

日時

ホップ組
10月12日㈫
～ベビーマッサージ～ 午前10時15分～11時
Hello! English!

10月6日㈬
午前10時30分～11時
11時15分～11時45分

対象（保護者同伴）

定員

区内在住の5か月までの
5組
子供
（先着順)
区内在住の2～3歳の子供

各8組
（先着順)

絵本と音楽を楽しむお 10月21日㈭
区内在住の1歳6か月～3 10組
話コンサート
午前10時30分～11時15分 歳の子供
(先着順)
パパの日Saturday

10月9日㈯
午前11時～11時30分

区内在住の0～3歳の子供

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

5組
(先着順)

申込開始日

場所・申込み・問合せ
日本堤子ども家庭支援セン
9月27日
ター「にこにこひろば」
㈪
TEL （5824）2535
台東子ども家庭支援セン
9月21日
ター「わくわくひろば」
㈫
TEL （3834）4577
寿子ども家庭支援センター
9月27日
「のびのびひろば」
㈪
TEL （3841）4631
日本堤子ども家庭支援セン
9月21日
ター谷中分室「ぽかぽかひ
㈫
ろば」 TEL （3824）5532

広報

第 1285 号 （8）

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。

