居 宅 訪 問 型 病 児・ 病 後 児
保育利用料を助成 し ま す

▽対象 区内在住の６か月〜小学
生の児童

１年以内︶に左記問合せ先へ申
請書を提出
※詳しくは︑区ＨＰか左記問合せ
先︑保育園等で配布するパンフ
レットをご覧ください︒
▽問合せ 児童保育課︵区役所６
階⑧番︶℡︵５２４６︶１３０９

▽申込方法 住所・氏名・生年月
着︶
▽問合せ 〒

▽申込締切日 ４年１月５日㈬
︵必

月 日㈪〜４年１月９日㈰
・すこやかとしょしつ
月 日㈯〜４年１月 日㈷
※連携施設︵いきいきプラザ︑﹁は

・くらまえオレンジ図書館

都と市区町村では︑安定した税
収確保と納税義務の公平性確保を

月は﹁オール東 京 滞 納
ＳＴＯＰ強化月間﹂です

℡︵５２４６︶１１５３

８６１５ 台東
区役所文化振興課

日・電話番号・職業を書いて︑
電話かファックスまたははがき
で左記問合せ先へ
月 日㈮︵消印
▽申込締切日
有効︶
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所総務課調査統計係
℡︵５２４６︶１４６２
︵５２４６︶１４５９

浅 草 公 会 堂 管理事 務 所 が
移転しました

12

25

27

ばたき ﹂情報コーナー︿男女
平等推進プラザ﹀
︶は４年１月４

10

▽問合せ 中央図書館
℡︵５２４６︶５９１１

日㈫から開館していますが︑図
書館資料の受取等のサービスは
１月９日㈰まで利用できません︒

図るため︑ 月を強化月間と位置
づけ︑連携して徴収対策を実施し

環境
リサイクル

℡︵５２４６︶１３２３

さ︶になること
※プランターの大きさ︑植える植
物︑設置場所には条件がありま
す︒材料購入前に必ず左記へお
問合せください︒
※予算がなくなり次第終了︒
▽問合せ 環境課

▽条件 新たに設置するプランタ
ー等の面積が０・ 平方メート
ル以上︵新聞紙１面以上の広

▽助成対象 自らの敷地内で︑道
路に面した場所に設置するプラ
ンター︑花苗等購入経費

玄関先や店先に花や緑を植えた
プランターを置く場合︑かかった
経費に対して助成をします︒

玄関先や店先を花や緑で
飾りましょう︵プランタ
ー設置費用助成︶

▽日時
月 日㈯午前 時〜正
午
▽場所 旧下谷小学校校庭
▽配布数︵先着順︶ １人１袋︵５
リットル程度︶
※なくなり次第終了︒
▽問合せ 環境課
℡︵５２４６︶１３２３

リサイクル用土を無料配
布します

ています︒広報や催告による納税
推進︑差押等の滞納処分実施など︑
さまざまな徴収対策に取り組んで
います︒
▽問合せ 収納課
℡︵５２４６︶１１０７

区 立図 書 館の 臨 時 休 館 と
サービス停止のお知らせ

利用できませんので︑ご注意くだ
さい︒利用者の皆さんにはご不便
をおかけしますが︑ご協力をお願

10

浅草公会堂の事務所が︑台東区

台東区障 害者作品展﹁ 森
の中の展 覧 会 ﹂展示 作品
募集

図書館情報システムの更新作業
のため︑区立図書館を臨時休館し
ます︒
▽期間
月 日㈪〜４年１月９日㈰
また︑照明工事のため︑池波正
太郎記念文庫︵中央図書館内︶を
臨時休館します︒
▽期間
月 日㈰〜４年１月 日㈷
休館期間中は︑ブックポストで
の資料の返却を除く全ての図書館
サービスを停止します︒また︑イ
ンターネットでの検索・予約等を
はじめとする
サービスも
者施設・団体等を利用する個人︑
グループ
▽応募点数 個人・グループ各３
点まで

いします︒
なお︑区立図書館の年末年始の
休館日は左記のとおりです︒
▽応募方法 区ＨＰ
︵下記二次元コー
ド︶より応募用紙

12

21

−

●年末年始の休館日
・中央図書館
月 日㈪〜４年１月９日㈰
・浅草橋分室・谷中分室・根岸図
書館・石浜図書館
月 日㈪〜４年１月 日㈷

25

17

をダウンロードし
下記問合せ先へ郵送︵電子申請
可︶

10

12

12

−

※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︒

10

℻

４年３月３日㈭〜７日㈪に上野
の森美術館で開催される︑台東区
障害者作品展﹁森の中の展覧会﹂
の展示作品を募集します︒
▽応募資格 障害のある区内在住
か在勤 ︵学︶または区内障害

12

W
E
B

区内の児童・生徒を対象に明るい選挙をテーマにしたポスターコンクールへの参加を呼び
掛けたところ、今年度は小学生から72作品、中学生から190作品、合計262作品の応募
がありました。審査の結果、次の14人の作品が入賞しました（敬称略・音行順）
。また、
台東区めいすい賞を除く7作品は、東京都のポスターコンクール審査会に推薦され、西原
あかりさんの作品が優秀賞を受賞し、全国審査に推薦されました。

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 岩崎萌依（浅草小2年）
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 峯田寿（谷中小5年）
▷台東区めいすい賞 髙柳心暖（谷中小6年）
、宮内もも（根岸小3年）

●小学校の部

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 西原あかり（忍岡中3年）※都優秀賞・全国審査推薦
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 櫛引美緒（忍岡中3年）
▷台東区入選 伊藤翼（浅草中3年）
、澤村柚葉 （忍岡中2年）
松田千尋（上野中2年）
▷台東区めいすい賞 上野有菜（浅草中1年）
、小野寺清夏（桜橋中2年）
管涼乃（上野中2年）
、越川杏珠（桜橋中2年）
、髙橋こころ（忍岡中3年）

●中学校の部

●入賞した14作品を展示します

▶区長賞
﹁楽しくにぎわう雷門﹂
熊谷奈々 蔵(前小 )

▷期間 12月13日㈪〜17日㈮※13日㈪は正午から、最終日は午後3時まで
▷場所 区役所1階ロビー

問合せ 選挙管理委員会事務局 TEL （5246）1461

「わたしが好きな場所・年中行事」
「花
のある風景」「国立西洋美術館のある
風景」というテーマで区立小学校の小
学3年生から絵画を募集したところ、
1,095人の応募があり、その中から次
の30人の作品が入賞となりました。
・入賞者氏名（学校名・敬称略）
竹下優香(上野小)、前田珠希(上野小)、
浅岡高宗(平成小)、鈴木英恵(根岸小)、
丹治穂菜美(根岸小)、小林環太(忍岡
小)、田中美紗(忍岡小)、生駒道大(谷
中小)、藤本もね(谷中小)、藤澤優里(金
曽木小)、藤原啓一郎(金曽木小)、中嶋
朱理(黒門小)、藤田才(黒門小)、伊沢
真由莉(大正小)、戎屋克馬(大正小)、
柏木永茉(大正小)、前うらら(浅草小)、
今津実来(蔵前小)、宇田川咲宙(蔵前
小)、宇埜颯真(蔵前小)、熊谷奈々(蔵

27

27

明るい選挙ポスターコンクール入賞作品発表

前小)、黒本ちひろ(富士小)、髙橋芽伊
(富士小)、阿部礼奈(松葉小)、小川優
奈(松葉小)、村山小夏(石浜小)、添田
雅(田原小)、渡邉橙理(田原小)、高﨑
夏美(金竜小)、多田紗椰葉(金竜小)
※今年度は新型コロナウイルス感染状
況を鑑み、表彰式は中止とし、入賞者
への賞状授与および記念品贈呈は各学
校で行いました。
※区HPで入賞作品をご覧いただけます。
・絵画コンクールの展示会
日程・場所 12月7日㈫〜17日㈮・生涯学
習センター、12月20日㈪〜28日㈫・
区役所1階ロビー
問合せ 建築課 TEL （5246）1343

｢小学3年生まちなみ
絵画コンクール」
を
開催しました

26

27
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お知らせ

LINE ID ＠608dcmjm LINE ID ＠331upwbi LINE ID ＠313mwlwy LINE ID ＠383nolqp
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池之端児童館
台東児童館
玉姫児童館

谷中児童館

寿児童館

▽対象費用 医療機関への受診
︵サービスの利用前後７日以内︶
を伴う病気︑けがなどにより利

TEL （３８７４）
１７１４ TEL （３８７４）
６５７１ TEL （3832）
８４９３ TEL （３８２３）６６４４

千束児童館

今戸児童館

松が谷児童館

用したベビーシッター等の派遣
による病児・病後児保育サービ
スの利用料

毎月児童館のおたよりをお届けします。また、児童館の行事案内や活動の様子など、
さまざまな情報を配信します。下記二次元コードか、
Ｌ
ＩＮＥアプリの「友だち追加」の
「ＩＤ/電話番号」からＩＤを入力して登録してください。 ※児童館公式LINEアカウント
開設に伴い、メールマガジンの配信は10月末を持って終了しました。 引き続き、児
童館の最新情報は、児童館公式LINEアカウントへご登録お願いします。
問合せ 各児童館または、台東区社会福祉事業団児童課 TEL （5603）２２２９

台 東 区 登 録 調 査員 を募 集
します

TEL （３８４１）６７３４ TEL （３８７６）１６５６ TEL （3844）８
６０２ TEL （３８２4）4043

※入会金︑年会費等は対象外︵こ
れらに利用料が含まれている場
合の利用料相当分は対象︶
▽助成額 利用料の半額︵上限年

児童館公式LINEアカウントを開設しました

額４万円︶
▽対象事業者 ①︵公社︶全国保
育サービス協会加盟事業者 ②
︵公社︶全国保育サービス協会
が国から委託を受けて実施する
ベビーシッター派遣事業の割引
券取扱事業者
▽申請方法 サービスを受け︑利
用料を支払った後︵利用日から

（3） 令和3（2021）年 12月5日

国勢調査をはじめ︑国が実施す 民会館の仮事務所から︑浅草公会
る各種統計調査を︑区が直接依頼 堂管理事務所へ移転しました︒電
して従事していただく調査員です︒ 話番号は変わりません︒
なお︑引き続き大規模改修工事
調査期間中は非常勤の地方公務員
の身分で︑決められた報酬が支給 実施中のため︑受付業務のみとな
されます︒従事するには︑調査員 ります︒ホール・集会室の一般利
候補者として登録が必要です︒登 用はできません︒
▽問合せ 区民課
録に際して面接を行います︒
℡︵５２４６︶１１２３
※申込みされた方に面接︵４年１
浅草公会堂管理事務所
月予定︶の通知を送付します︒
℡︵３８４４︶７４９１
LINE ID ＠462wmlzl LINE ID ＠574gdjtd LINE ID ＠323muxsv LINE ID ＠092chbag

第 1290 号
広報

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】 ▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内であ
る等 ▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区HPからダウンロード可）※申込資格、住宅の概要等、詳しくは右記へ 〈住宅課 TEL 5246−1213〉

