広報

（4） 令和4年（2022）年 1月1日
●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。

第 1292 号

元旦号

日曜特別コンサート「弦楽」
（事前予約）

手遊びなどをはさみながら、絵本の読み聞

午後5時）※詳しくは区HPをご確認くだ

かせを行います。

さい。 TEL （5246）5853

出演 東京藝術大学音楽学部学生および院

●ノーテレビデーおはなし会

生

23日㈰午前11時

入場料 500円

予約期間 1月12日㈬

日時 1月

対象 0～3歳の子供と

社会福祉事業団
介護の日本語講座

～29日㈯※未就学児入場不可

保護者

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

●おはなし会 日時 1月29日㈯午前10時
30分 対象 3歳以上の子供と保護者

●日本人介護士編「正確に

受付開始日時 1月14日㈮午前9時

本語」

TEL （3824）1988

受付開始日時 1月11日㈫午前9時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センター

定員 6組（先着

順・1組3人まで） 申込み・問合せ 中央図

対象 区内在住か在勤（学）またはサービ

書館 TEL （5246）5911

定員 12人（抽選） 講師 フローリスト松尾

フラワーアレンジメント教室講師

伝わる！介護現場で使う日
時間 午後3時～5時

日時 2月24日㈭午後6時30分～8時

スセンター会員および登録の同居家族

女性のための就職応援セミナー
「面接力アップと転職者の体験
談」

申込み・問合せ スポーツ振

興課（土・日曜日・祝日を除く午前9時～

日時 1月30日㈰午後1時開場、2時開演

春のフラワーアレンジメント
教室

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。

㈫～20日㈭

図書館のこども室から

▲日本人介護士編

●外国人介護士編「外国人介護士のための
日本語講座」 時間 午後6時～8時
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
日程 1月24日㈪※オンデマンド配信2月7

「スポーツひろば」
スポーツ推進委員運営教室

日㈪～3月31日㈭

場所 三ノ輪福祉セン

費用 4,000円（サービスセンター会員・

内容・日程 ①誰でも簡単チューブトレーニ

ター
研修東京センター研修主幹） 申込方法 そ

講師 飯塚弘幸氏（認知症介護研究・

会員家族は2,000円） 申込方法 はがき

ング（全3回）1月28日、2月4日・18日の

れぞれの二次元コードから申込むか、電話

日時 2月19日㈯午後1時30分～4時30分

（1人1枚）に教室名・住所・氏名・年齢・

金曜日 ②姿勢矯正のプロが教える姿勢不

かファクスまたはメールで下記問合せ先へ

場所 区役所10階会議室 対象 おおむね40
～55歳の女性 定員 20人（先着順）

性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

良の原因と自重での改善エクササイズ（全

（申込書は事業団HPからダウンロード可）

（学校）名・会員の方は会員番号を書いて

4回）2月2日・9日・16日、3月2日の水曜日

申込締切日 1月15日㈯

下記問合せ先へ 申込締切日 1月31日㈪
（必着） 場所・問合せ 〒111－0056 台

時間 ①②午後7時30分～8時30分

問合せ 台東区社会福祉事業団

講師 仲宗根春代氏（産業振興課就業支援相

談員）※雇用保険受給中の方は、受給資格
者証を持参

内容 面接時のマナー、模擬面接など

申込み・問合せ 産業振興課

TEL （5246）1152（区HPから申込可）

江戸たいとう伝統工芸館
「匠の逸品！入札会」

ふりがな

対象 区

TEL （5603）2228

東区小島2－9－18 台東区産業振興事業

内在住か在勤（学）の方 定員 各30人（先

FAX （5603）2230

団 台東区勤労者サービスセンター

着順） 持ち物 運動できる服装、室内用運

Eメール taito-jinzai@bz

動靴、タオル、飲み物

TEL （5829）4123

日時 2月9日㈬午後2時～3時

場所 台東

区民会館ホール

商品を、所定の参加用紙に必要事項を記入

ね65歳以上の方 定員 40人（抽選）

し、参加箱へ入れてください。 期間 1月

講師 北廣和江氏（コンチネンスアドバイ

18日㈫～2月20日㈰

ザー・看護師） 申込方法 はがきに教室名

時間 午前10時～

対象 区内在住でおおむ

午後6時※第2・4火曜日は休館

・住所・氏名・電話番号を書いて下記問合

場所 江戸たいとう伝統工芸館

せ先へ

申込締切日 1月28日㈮（必着）

問合せ 〒110－8615

商品の引渡し（予定）3月中旬頃
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」
クロージングイベント

台東区役所介護

予防・地域支援課 TEL （5246）1295

成年後見制度無料相談会
（事前予約）

場所 生涯学習センターミレニアムホール

相談していただきます。

講師 大石学氏（東京学芸大学名誉教授）
、

㈷午前9時30分～午後4時30分（1組45

浦井正明氏（寛永寺住職）

分程度） 対象 区内在住か在勤（学）の方
定員 5組（先着順） 申込締切日 2月2日㈬

・参加人数（同伴者1人まで・同伴者氏

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL （5828）7507

名・年齢）
・電話番号を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可）※開催日の10日前ま

日時 1月29日㈯・30日㈰午後2時～2時
50分 対象 区内在住か在勤（学）の高校
定員 各30人（先着順）※内

容等詳しくは、区HPをご覧ください。

TEL （5246）1153

持ち物 水着、

申込方法 催し名・希望日時

・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を電
話かファクスで下記申込先へ
申込締切日時 1月26日㈬午後9時
場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

プール TEL ・ FAX （3874）3019

3,300円、
「台東区民割引」
（区内在住か在

問合せ 台東区スポーツ振興課

勤〈学〉の方）2階席2,800円（先着順）

TEL （5246）5853

※「台東区民割引」購入希望を必ずお申出
申込方法 下記二次元コード

から申込むか電話で申込先へ
カ ン フ ェ テ ィ

申込み Confetti TEL 0120－240－540

日程（全5回）2月10日・24日、3月10日

・24日・31日の木曜日

時間 午前10時

～11時 場所 たなかスポーツプラザ

午前10時～午後6時）※「台東区民割引」

対象 区内在住か在勤（学）の方

は電話受付のみ

人（先着順） 申込方法 たなかクラブ（た

問合せ 江戸まちたいとう芸

なかスポーツプラザ内）に直接申込み

楽祭実行委員会事務局（台

申込期間 1月毎週木曜日午後1時～5時

東区役所文化振興課内）

問合せ スポーツ振興課※詳しくは、区HP

TEL （5246）1328

定員 15

をご確認ください。 TEL （5246）5853

月 日

（土・日曜日・祝日・1月１日～3日を除く

たなかクラブ「ピラティス教室」

月 日

ください。

月 日

入場料（全席指定）1階席3,500円 、2階席

月 日

場所 浅草公会堂

費用 プール利用料で参加可

バスタオル等

月 日

第4回 江戸まち たいとう芸楽
祭「風誘う・花の大忠臣蔵」
～日本の伝統芸能でつづる「赤
穂浪士討入り」の物語～

日

生以上の方

台東区役所文化振興課

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間
月日
当番医・薬局
内科
くろす内科クリニック
1
内科 吉田産婦人科医院
1 歯科 永石歯科クリニック
薬局 清川薬局
内科 元浅草いけだクリニック
1 内科 谷中クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
2 歯科
薬局 元浅草アイアイ薬局
薬局 たかはし谷中薬局
内科 磯野外科内科
1 内科 桜木内科クリニック
歯科 渡辺歯科医院
3
薬局 コトブキ永生堂薬局
薬局 オーラム薬局
1 内科 曽谷村医院
内科 つちやファミリークリニック
9 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 めぐみ薬局
1 内科 菊嶋クリニック
内科 城所医院
10 歯科 関戸歯科医院
薬局 薬局ユアーズ
内科 浅草のもとクリニック
1 内科 藤本クリニック
16 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 富士薬局
薬局 恵愛堂薬局
内科 浅草二天門クリニック
1 内科 竜泉協立診療所
23 歯科 さや歯科医院
薬局 たから薬局 浅草店
薬局 ドテのクスリヤ森田薬局
1 内科 塩川内科医院
30 内科 上野医院
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
内科 江戸通り おだ内科・皮フ科
2 内科 かとう医院
6 歯科 小林歯科医院
薬局 南山堂薬局 浅草橋駅前店
薬局 レーメイ堂薬局
月

申込締切日 1月30日㈰（必
着） 問合せ 〒110－8615

ご利用に
あたって

日

当落いずれの場合もお知らせします。

都立浅草高等学校
温水プール水泳教室

診療対象
診療日
受付時間

月

でに、参加券を送ります。抽選の結果は、

場所

日

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

台東区準夜間・休日こどもクリニック

月

ふりがな

日時 2月11日

▲外国人介護士編

永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381
※1階救急外来受付にお越しください。
小児科（15歳以下の子供）※小児科医が診療を行います。
月～土曜日午後6時45分～9時45分（日曜日・祝日・年末年始・お盆を除く)
日曜日・祝日・年末年始午前8時45分～午後9時45分
※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する場合は、別
途「選定療養費」の負担が生じることがあります。
※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。
※薬は原則１日分の処方です。翌日には ｢かかりつけ医｣ の診療を受けてください。

日

下記の場所で、パソコン越しに司法書士に

04.plala.or.jp

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時間を分けてのご来院をお願いする場合があ
るため、台東区準夜間・休日こどもクリニック、および夜間・休日診療を受診される際は、
必ず事前に電話してください。
都合により、当番を変更することがあります。当番医、台東区夜間・休日診療案内電話等
にご確認のうえ、受診してください。
「台東区夜間・休日診療案内電話」 TEL 03－5246－1277

月

日時 2月27日㈰午後2時※120分程度

申込期間 1月4日

1・2月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

シニアのための尿もれ予防教室

参加方法 入札対象品で、購入を希望する

日時 2月5日㈯午後2時

場所 ①大正小学校 ②田原小学校

医療
情報

内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
所在地
電話番号
清川2ー8ー11
（3872）0298
池之端2ー5ー44
（3821）3915
松が谷1ー1ー1 嵐川ビル2階 （3842）4182
清川2ー8ー10
（6240）6801
元浅草4ー7ー22
（3841）2121
谷中3ー13ー10
（3823）1261
根岸4ー1ー28
（3874）6433
元浅草4ー8ー5 泉コーポ102（5811）1625
谷中3ー18ー4
（3824）2345
駒形1ー5ー17
（3843）5631
上野桜木1ー10ー11 地下1階（3827）8401
西浅草2ー20ー2
（3844）0148
寿3ー15ー17
（3844）5527
上野桜木1ー10ー11
（5842）1454
鳥越1ー7ー1
（3851）2384
入谷2ー25ー2
（3873）1375
根岸4ー1ー28
（3874）6433
入谷2ー25ー3
（5603）1193
蔵前3ー13ー13 NRビル3階（3851）3281
北上野2ー26ー5
（3844）0510
西浅草2ー12ー8 関戸BLDG2階（3843）8567
蔵前3ー13ー13
（3851）4193
浅草3ー7ー7
（5603）8808
上野桜木1ー10ー22 中銀上野パークマンシオン1階（5685）2151
根岸4ー1ー28
（3874）6433
浅草3ー27ー10
（3875）1193
上野桜木1ー10ー23
（5814）4193
浅草2ー34ー7 グレイプス浅草2階 （5830）0121
竜泉3ー1ー2
（3873）4373
西浅草3ー16ー8 2階
（5828）4182
浅草2ー34ー7 グレイプス浅草1階 （5827）0365
千束4ー38ー10
（3875）5381
千束1ー4ー11
（3872）0153
上野2ー11ー10 小島ビル4階（3832）0076
根岸4ー1ー28
（3874）6433
柳橋1ー20ー4 深代ビル3階（3862）4188
根岸3ー12ー14
（5603）7161
西浅草2ー16ー1
（3844）1092
浅草橋1ー30ー9
（5829）8611
根岸3ー9ー18
（3872）5349

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療時
間などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL （5272）0303
URL https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは TEL 3212－2323）

費用の記載のないものは「無料」です。

