台東区長

新春を寿ぎ、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
感 染 拡 大の波 を 繰 り 返 す 新 型コロナウイルス感 染 症の影 響 下にあって、
区民の皆様には、感染防止対策の徹底にご協力いただき、心より感謝を申し
上げます。
昨年は、コロナ禍での様々な困難の中で開催された東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピック競技大会において、全身全霊で競技に向き合う選手の
姿に感動し、私たちにも希望と勇気を与えてくれました。開催にご尽力され
た大会関係者やボランティアの皆様に心から敬意と感謝を申し上げます。
また、上 野 動 物 園で双 子のジャイアントパンダ 「シャオシャオ（ 暁 暁 ）」
と 「レイレイ（蕾蕾）
」 が誕生し、その愛くるしい姿は、日本中の皆様を
笑顔にしてくれます。
現在、区では、３回目のワクチン接種など、感染症対策に全庁を挙げて取
り組んでいます。また、今後を見据えた地域経済の活性化にも力を入れてい
ます。厳しい経営状況が続いている中小企業の資金繰りを支援し、経営の安
定化を図るため、
「台東区経営持続化特別資金」受付期間の延長などを実施
しています。さらに、旅行会社と観光分野において協定を結び、地域資源の
旅行商品化や人材の育成など、持続可能な観光を推進していきます。
また、区立特別養護老人ホームを再編成し、入所定員数の拡大や居住環境
の向上を図るため、
「
（仮称）竜泉二丁目福祉施設整備」工事に着手するな
ど、今後も、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる施策を推進
してまいります。
さらに、新型コロナウイルス感染症による区民生活及び事業者活動への影
響など、社会経済状況の変化を捉え、施策及び取り組みを効果的・効率的に
展開するため、区政運営の長期的指針である「長期総合計画」の一部を修正
します。
今後も、新型コロナウイルス感染症の感染状況や景気動向を注視しつつ、
臨機応変に必要な対策を講じてまいります。区民の生命と暮らしを守り抜き、
「ひと」と「まち」が輝く明るい未来を築き上げるために、全力で区政運営
に邁進してまいります。
新春にあたり、本年が皆様にとりまして、輝かしい幸多き一年となります
よう、お祈りいたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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2・3ページに新春対談を掲載しています。
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戸川区の葛西臨海部に移動して、葛西臨海水族園と

年9月に、西園に「パンダのもり」がオープンしま

して開園しました。上野動物園が、水族館を持って

した。この施設は、パンダのふるさとでもある中国

り返っていただき、
特徴的な出来事をお伺いします。

いたというのは、もう40年前の話になっています。

四川省の自然を再現していて、ジャイアントパンダ

1882（明治15）年に、日本で初めての動

その後、両性爬虫類館（ビバリウム）やアイアイ

物園として開園した当初は、東園の一部の地域だけ

等のマダガスカルの生き物を展示する「アイアイの

でした。ですが戦後、西園に園域を拡大して今の広

すむ森」という施設がオープンしています。園内の

さになりました。

施設は、その時代時代の背景なのです。

1989（平成元）年には、上野動物園開園100年

（恩賜上野動物園長）

服部

征夫

福田

豊

氏
（恩賜上野動物園長）

（区長）

司会

今年はさらに、ジャイアントパンダが来園

してから、50周年を迎えます。日本と中国の国交

ンダとはどのような存在なのでしょうか。また服

昨年を振り返って

部区長が印象に残っているパンダのお話を教えて
ください。

シャオシャオとレイレイ

ワクチン接種会場となった上野精養軒

区長

あけましておめでとうございます。

い臨時休園を余儀なくされました。期間にして160

係が2頭の健康状態を見ながら1頭を母親のシンシ

園長

あけましておめでとうございます。

日間でしたが、その間もやはり動物のことを楽しみ

ンに任せて、もう1頭を飼育係が扱うという風に同

司会

まずは、お2人に昨年1年を振り返っていた

にしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいまし

時並行で世話をした後、タイミングを見て入れ替え

だきたいと思います。昨年はどのような1年でした

たので、動物たちの情報をオンライン等で、積極的

るという作業を繰り返し行いました。

でしょうか。

に発信をして参りました。たくさんの方に楽しんで
いただけたのではないかと思います。
動物の方ですが、アジアゾウやコビトカバ等いく
つかの動物は残念ながら、死んで、動物園からいな

また、新型コロナウイルスの影響で中国から専門
家が来日してアドバイスをいただくことも難しいの
で、オンラインで現地と情報交換しながら進めまし
た。

区では、感染症対策の切り札として、ワクチン接

くなってしまいました。しかし一方では、マヌルネ

種の推進に全庁を挙げて取り組みました。下谷・浅

コやクロキツネザル、ライチョウ等新しい命も数多

でジャイアントパンダを飼育しており、そこでも双

草両医師会をはじめ、医療関係者の全面的なご協力

く、誕生しました。

子が誕生しています。双子の誕生があった場合の対

と、区民や事業者のご理解をいただき、円滑なワク
チン接種を行うことができました。
ここ上野精養軒も接種会場としてご協力をいただ

そうした中で、特にジャイアントパンダについて
の命が誕生し、皆さんに明るい話題を提供すること

おかげさまで順調に成長しまして、昨年の10月

区長 「シャオシャオ」と「レイレイ」は、
「夜明

ピック競技大会が開催されました。コロナ禍でさま

けから未来へつながる」という意味があり、日本中

ざまな困難の中、全身全霊で競技に向き合う選手の

の皆さんに「元気と希望」を与える願いのこもった

姿に、感動するとともに、私たちにも「希望と勇気」

名前ですね。

を与えてくれました。開催にご尽力された大会関係

1月に予定されている一般公開も本当に楽しみで

者やボランティアの皆さんに心から敬意と感謝を申

す。これからも地元台東区としても、温かく見守っ

し上げます。

ていきたいと思います。

そして、昨年6月、上野動物園で、台東区生まれ

上野動物園では、初めてジャイアントパンダの双

のジャイアントパンダの双子の赤ちゃんが誕生しま

子の赤ちゃんが誕生し、経験のない双子の飼育に大

した。

変ご苦労されていると思いますが、福田園長いかが

喜びに包まれました。

応について「アドベンチャーワールド」のスタッフ
の方々からさまざまなアドバイスをいただきました。

また、昨年は東京2020オリンピック・パラリン

皆さんが心待ちにしていたことであり、日本中が

国内では、
和歌山県の「アドベンチャーワールド」

は、
「シャオシャオ」と「レイレイ」の新しい双子
ができたので非常にうれしかったですね。

きました。心より感謝申し上げます。

ですか。
園長 「シャオシャオ」と「レイレイ」の双子の赤

この嬉しい知らせを受け、地元台東区として、区役

ちゃんパンダの誕生は、我々も初めての経験でした

所本庁舎でお祝いの懸垂幕をお披露目し、区民の皆

ので、大変な思いをしました。

の末には、
母親の「シンシン」と「レイレイ」
「シャ
オシャオ」
の親子三頭が同居する状態になりました。
我々としては、一安心しているところです。

恩賜上野動物園のパンダは、1972（昭和

まれました。

また、偽妊娠や着床遅延など特徴的な繁殖戦略を
持っている動物です。したがって、動物園での繁殖
というのは非常に難しいことでした。
野生のジャイアントパンダは約1,900頭ぐらいだ
と言われていて、飼育下でも、600頭ぐらいまで増
えてきています。ですが、依然として絶滅が危惧さ
れる動物種であることには変わりません。
動物の種の保存・命を未来につないでいくという
が数多く生息する豊かな地球環境を、今後もしっか

の感染拡大によって、上野動物園は開園以来最も長

場合、1頭しか世話をしないのです。そこで、飼育

り守っていきたいです。

いてお聞きしていきたいと思います。
今年は恩賜上野動物園が開園してから140年とい

ことで、地元台東区として、上野動物園と一緒に、

20）年の4月に22歳で一生を終えます。すると、

何かお祝いしたいですね。福田園長いかがですか。

パンダの「不在期間」ができますが、台東区の皆さ

ぜひ、記念のイベント等ができたら楽しい

んのご支援をいただいて、2011（平成23）年の2

園長

ジャイアントパンダが来園50周年になりますが、

と「シンシン」は公開になり、皆さんに元気をお届

めて来園しました。その時は、上野はもちろん全国

当時、ジャイアントパンダを知る職員というのが、

けできたのではないかと思います。この2頭は非常

の皆さんが「熱烈歓迎」したことを覚えています。

園の中でも少なく、竹の調達や病気の時の世話をど

に相性が良く、その翌年に自然交配で最初の子供が

その後、2008（平成20）年にみんなを楽しませ

うしたらいいか等が分からなかったようで、いろい

2012（平成24）年に生まれます。しかし、残念な

ろ大変な苦労をして飼育していたようです。

がら約1週間で、死んでしまいます。

てくれた「リンリン」が亡くなり、上野にパンダが

その後に、「ホァンホァン」と「フェイフェイ」

不在となりました。
この間、上野観光連盟はじめ、子供たちからの寄

この頃、ジャイアントパンダの人工授精が技術開

23日に上野動物園で初めて双子のジャイアントパ

いう熱い思いで奔走し、パンダの保護サポート基金

発されました。上野動物園でも、これを取り入れ、

ンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が誕生しまし

設立の働きかけや、東京都と関係者の皆さんのご尽

最初に「チュチュ」が誕生します。しかし、残念なが

た。

力により、
2011（平成23）年の「リーリー」と「シ

ら「チュチュ」は、わずかな時間で死んでしまいます。

ンシン」の来園が叶えられました。
以来、子供たちや、ファンだけでなく、上野周辺
の商店街や町会がパンダフィーバーに沸き、地域の
活性化や経済の活力を生み出すなど、本区へ大きな

ですから、うまく育つのかどうか非常に心配をした

す。この2頭は、順調に育ちまして、パンダフィー

んですが、中国の専門家のアドバイスをいただきな

バーが再び巻き起こりました。

がら職員も24時間体制で頑張り、また多くの皆さ

オスの「リンリン」とメキシコのチャプルテペッ

日まで元気に過ごすことができています。

司会

恩賜上野動物園の今後について、福田園長

にお伺いします。恩賜上野動物園では、希少動物の
種の保存として、飼育繁殖に取り組む「ズーストッ
ク計画」
など、
これまでもさまざまな取り組みを行っ
ていますが、今後の取組みを教えてください。

境のことを知っていただく普及啓発の機能を強化す

時差出勤の導入による働き方改革、デジタル社会の

るという計画を作りました。

形成に向けた取り組みなど、社会経済状況が変化し

また、令和3年度から、10か年計画で「第二次都
立動物園マスタープラン」を策定いたしました。
地球環境や生物多様性が保全された、持続可能な

ています。
今後もその変化を的確に捉え、ポストコロナに向
けた効果的・効率的に施策を展開していく必要があ

上野動物園では、
「ズーストック計画」とい

社会を実現するため、動物園・水族館が持つ4つの

うものを策定しまして、2018（平成30）年に「第

機能（レクリエーション・保全・教育・研究）を強

そのため、令和5年度から令和10年度の長期総合

二次ズーストック計画」
として見直しを行いました。

化しまして、持続可能な開発目標（SDGｓ）の達

計画の一部を修正し、基本構想に掲げる将来像「世

見直しにあたりましては、対象とする種を50種か

成に寄与していきたいというふうに考えております。

界に輝く ひと まち たいとう」の実現に向け、取り

園長

ら約120種に増やしました。野生生物の保全に貢献

区長

新型コロナウイルス感染症によって、区民

ります。

組んでいきます。

の生活および事業者の活動への影響や、
テレワーク・

今年の抱負

て、上野公園とともに東京市へ下賜され、1947（昭

困難な時期もあったと思いますが、歴代の園長や職

和22）年、名称が「東京都恩賜上野動物園」とな
りました。

マニス（スマトラトラ）

ブラン（スマトラトラ）

まずはやはりコロナ禍が早く収束して、収

物園内で過ごすにあたり、安心して楽しく時間を過

感染症の感染状況や景気動向を注視しつつ、
「感染拡

員、飼育員の皆さんの大変なご苦労とご努力に改め

束した上にはたくさんの方々に動物園にご来園いた

ごしていただきたいと思いますので、そのための環

大防止」と「社会経済活動の活性化」の調和を図り

て敬意と感謝を申し上げます。

だきたいというのが、最大の目標です。

境づくりを進めていきたいと思います。

ながら、臨機応変に必要な対策を講じてまいります。

園長

力ある展示や、一昨年10月に誕生したアジアゾウ

きと健康に暮らす姿を、魅力的な展示を通して実現
していきたいと思います。それからお客様には、動

上野公園に博物館の付属施設として開園した、日本

ネール首相から「平和の使者」として「インディラ」

う意味）がいる「ゾウのすむ森」など、家族で楽し

最古の動物園です。

が贈られてきました。

める憩いの人気スポットとして親しまれています。

長い歴史の中で、関東大震災や戦争など、多くの

んにご支援・応援をいただいて、無事に成長して今

今後の区政と恩賜上野動物園

「ウタイ」の子「アルン」
（タイ語で「夜明け」とい

1924（大正13）年、昭和天皇のご成婚を記念し

ジャイアントパンダは非常に小さく生まれるもの

その後に「トントン」と「ユウユウ」が生まれま

ク動物園からメスの「シュアンシュアン」が来園し

効果をもたらしてくれました。

願いなどを上野動物園が叶えていただき、インドの

1882（明治15）年、恩賜上野動物園は、

それからしばらく時間が空いて、2017（平成
29）年6月12日に「シャンシャン」が、昨年の6月

が来園します。

せ書きなど、地元の皆さんが「パンダを上野に」と

「ゾウを東京の子供たちにみせてください」という

区長

この頃、東日本大震災が発生して、動物園は一時的
に休園しました。4月から開園と同時に「リーリー」

その上で、
「動物の福祉」すなわち動物が生き生

野動物園についてどのようにお考えですか。

月21日に「リーリー」と「シンシン」が来園します。

めて来たのが、「カンカン」と「ランラン」です。

するために、環境教育や野生生物が生息する自然環

ウタイとアルン

戦後の1949（昭和24）年、台東区子供議会での、

その後「シュアンシュアン」は、メキシコへ帰国
します。残された「リンリン」は、2008（平成

1972（昭和47）年の10月28日に上野動物園に初

現在もパンダをはじめ、北極グマとアザラシの迫

う記念の年です。服部区長はこの長い歴史を持つ上

らこの2頭の間には、出産はありませんでした。

今年は、ジャイアントパンダ来園50周年という

恩賜上野動物園140周年について
開園当時の上野動物園

ます。この2頭は繁殖を試みるのですが、残念なが

等の特徴があります。

が、ジャイアントパンダは双子を出産しても多くの

続いては、
「恩賜上野動物園140周年」につ

ンダのもり」とあえてひらがなで命名しました。

念して「カンカン」
、
「ランラン」のペアが日本で初

ないと自然交配の場合は、なかなか交尾に至らない

昨年は、やはり新型コロナウイルス感染症

司会

という意味と、
「守る」という意味、両方込めて「パ

47）年、今から50年前、日中国交回復の調印を記

ジャイアントパンダは繁殖期に発情の「適期」が

取り組みが非常に重要であり、ジャイアントパンダ

園長

区長

そして「シャンシャン」の誕生は、区民の皆さん
が心待ちにしていたことであり、日本中が喜びに包

と思いますね。

非常に短いことや、オスとメスの相性がうまくいか

飼育係が24時間つきっきりで面倒を見るのです

さんとともにお祝いしました。

「パンダのもり」というのは、「フォレスト＝森」

シャンシャンとシンシン

服部区長、台東区にとって恩賜上野動物園のパ

生活や区内経済に大きな影響を及ぼしました。

ることができる施設です。

カンカンとランラン

ンカン」とメスの「ランラン」が来園しました。

株の影響もあり、感染拡大の波が繰り返され、区民

最近では、動物福祉の考え方を考慮して、順次更

が間近で、中国の生息地にいるかのような体験をす

ジャイアントパンダの来園50周年について
回復の象徴として1972（昭和47）年にオスの「カ

昨年は、新型コロナウイルス感染症の変異

新をしています。最新施設としては、2020（令和2）

ありがとうございます。それでは続きまし

園長

1959（昭和34）年、東京生まれ。1984（昭和59）
年、東京都の職員となり、葛西臨海水族園長、多摩
動物公園長を経て、2017（平成29）年 4 月より現職。
獣医師、博士（学術）、日本動物園水族館協会会長、
日本博物館協会理事、国立科学博物館評議員等

区長

を記念して、不忍池のところにあった水族館を、江

て、福田園長にお聞きします。これまでの歴史を振

司会

今回の新春対談は、恩賜上野動物園長の福田
豊氏をお招きして、上野精養軒で行いました。

第 1292 号 （3）

元旦号

うお祈りします。

新春対談
福田豊氏

令和4（2022）年 1月1日

今後も、世界の上野動物園として発展されますよ

恩賜上野動物園長

そして職員も、健康で生き生きと仕事ができるよ
うな職場づくりを合わせて進めていきたいです。
区長

2022（令和4）年は、新型コロナウイルス

台東区長

区民の生命とくらしを守り抜き、
「ひと」と「まち」
が輝く明るい未来を築き上げるために、全力で区政
運営を行っていきたいと思っています。

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。

