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台東区はSDGs（持続可能な開発目
標）を支援しています。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方々へ

臨時特別給付金を支給します

子育て世帯向け
児童1人あたり10万円支 給 額
0～18歳の児童を養育している主たる生計維持者（所得が高い方）、
令和2年分の所得額が所得制限限度額内の方（所得制限限度額については、区ＨＰ〈右記二次元コード〉をご覧ください）対 象

支給・申請方法

※児童が区外にいる場合は、申請書は送付されません。区ＨＰから申請書をダウンロードするか、電子申請を利用して申請してください。
※支給要件を満たしているものの、児童手当を申請していない等の理由で、上記のいずれにも該当しない児童を養育されている方は、区ＨＰから申請書をダウンロードするか、電子
申請を利用して申請してください。
※ＤＶ被害により児童とともに避難されている方は、台東区で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。なるべくお早めにご相談ください。
※台東区が給付金のために、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

問 合 せ
●制度の概要に関すること	 内閣府子育て世帯臨時特別給付金コールセンター
	 （午前9時～午後8時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120－526－145
●手続きに関すること	 台東区役所子育て・若者支援課子育て世帯臨時特別給付金担当 TEL 03－5246－1800

〒110－8615　台東区役所子育て・若者支援課（区役所6階⑥番）申 請 場 所

2月28日㈪※申請を忘れずにお願いします。申 請 期 限

対象区分 申請 支給日等

●❶
令和3年9月分の児童手当支給対
象児童を養育している方
※公務員の方は❹をご覧ください

不要 支給済み
（児童手当登録口座へ振込み）

●❷ 令和3年10月1日～4年3月31日
に生まれた児童を養育している方 不要 児童手当手続きで把握でき次第、順次支給

●❸ 平成15年4月2日～18年4月1日
生まれの児童を養育している方 要

申請書を送付済み、1月から順次支給
※児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当、子育て世
帯生活支援特別給付金を現在受給している方は申請不要。

●❹ 公務員の方 要
申請書を送付済み、1月から順次支給
※対象となる方で、申請書が届いてない方は、区HPから申請書
をダウンロードするか、電子申請を利用して申請して下さい。

対象区分③④に該当する方は申請が必要です。下記申請場所へ郵送か、電子申請（下記二次元コード）でお申込みください。

住民税非課税世帯等向け
1世帯あたり10万円支 給 額
①住民税非課税世帯（基準日〈令和3年12月10日〉において、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯）
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く

対象・支給日等

問 合 せ
●制度の概要に関すること	 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
	 （午前9時～午後8時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120－526－145
●手続きに関すること	 台東区役所臨時特別給付金担当 TEL 03－5246－1155（～1月24日㈪）
	 台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター TEL 0120－000－573（1月25日㈫～）

1月27日㈭から対象世帯に順次確認書を送付、2月中旬から支給予定●令和3年1月1日以前から
　台東区に住民票がある場合

令和3年度の住民税が非課税であることを、台東区から前住所地へ照会を行い、
準備が整い次第、確認書を送付

●令和3年1月2日以降に
　台東区に転入された方

②家計急変世帯（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当となった世帯）
手続きについては詳細が決定しておりません。詳細が決まり次第区ＨＰ等でお知らせします。

発熱等の症状がある場合の相談窓口
基本的な感染防止対策の徹底・定着をお願いします

●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
　 TEL 03-3847-9402
　 FAX 03-3841-4325 ※聴覚に障害のある方などからの相談
●東京都 発熱相談センター（24時間）
　 TEL 03-5320-4592●こまめな換気や窓を

少しだけ開ける常時
換気を

●マスクは正しく着用 ●ソーシャルディスタ
ンス

●手洗いの徹底

新型コロナウイルス感染急拡大中！

③の方の電子申請は
　こちらから

④の方の電子申請は
　こちらから



区の世帯と人口 124,181世帯（前月比61世帯減）世 帯 数 203,709人（前月比162人減）人 　 口
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  【1月1日現在】
※住民基本台帳による

お知らせ

浅草公会堂大規模改修工事が
完了しました
　浅草公会堂大規模改
修工事が12月に完了
しました。改修工事に
より、ホールの耐震補
強、トイレの充実、子
育て支援スペースを新
設したほか、照明LED
化により環境に配慮し
た建物となりました。
　皆さんのご利用をお待ちしています。
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1123
　浅草公会堂管理事務所
　 TEL（3844）7491

入谷区民館の利用予約受付を
再開しました
　改築工事により休館していた入谷区民館
は、4月からの利用再開を前に、集会室等
の利用予約受付を再開しました。
▷問合せ　区民課
　 TEL（5246）1123
　入谷地区センター仮事務所
　 TEL（3876）1821

区民館付帯設備使用料の見直
しについて
　区民館で貸し出している多目的ホールの
音響映像装置や舞台照明装置等の付帯設備
の使用料を一部変更しました。
　付帯設備は各館により異なりますので、
詳しくは、各区民館へお問合せください。
▷問合せ　区民課
　 TEL（5246）1123

コミュニティ助成事業について

　（一財）自治総合センターのコミュニテ
ィ助成事業による宝くじの助成金を受け、
今三町会が備品（テント）の購入を行いま
した。コミュニティ助成事業は、コミュニ
ティ活動の促進と健全な発展を図るととも
に、宝くじの社会貢献広報を目的としてい
ます。
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1122

昔の台東区の映像を探してい
ます「台東区映像アーカイブ」
　区内の風景やイベントを撮影した、8・
16ミリフィルムの映像を後世に遺す「映
像アーカイブ事業」を行っています。フィ
ルムをお持ちで、ご協力いただける方は、
ぜひご連絡ください。
　また、個人や区が撮影・制作した映像、

区の文化財を紹介する映画などをDVDにし
て、中央図書館で51作品貸し出しています。
▷問合せ　生涯学習課
　 TEL（5246）5852

災害救援用資材が配備されま
した
　日本赤十字社から、災害救援用（3年度
配備）として、避難所用テント（プライベ
ートルーム）10張りが危機・災害対策課
に配備されました。
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1122

寄附の禁止について

　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈る
こと、有権者が政治家に寄附を求めること
は法律で禁止されています。
▷問合せ　選挙管理委員会事務局
　 TEL（5246）1461

問合せ ●台東区コロナワクチン 相談専用ダイヤル
　（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 03-6834-7410

●厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
　（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120-761-770

※2回目接種を受けた日によって、接種券の発送日が異なります。接種券発送および接種のスケジュール

●病院または集団接種会場の接種予約 ●診療所での接種予約
インターネット予約（24時間受付）

右記二次元コードより予約してください。 台東区コロナワクチン コールセンター

TEL 03-4332-7912

電話予約

（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）

※インターネット・電話ともに、つながりにくい場合があります。時間をおいてお手続きください。

1・2回目接種を受けた診療所また
はかかりつけ医に直接お問合せく
ださい。

接種券が届き次第、予約ができます。予 約 方 法

インターネット予約等が困難な方に、区スタッフが予約をサポートします（完全予約制）
実施場所 台東保健所または花川戸一丁目施設
申込み TEL 03−3847−9404（月～金曜日午前9時～午後5時）
※申込時に、予約サポートの実施日時等をご案内します。　

接種会場等詳しくは、
1月13日発行の新型
コロナワクチン追加
接種（3回目）特集号
をご覧ください

対象 2回目接種をされた18歳以上の方　 接種可能時期 65歳以上の方は2回目接種日から6か月以降、64歳以下の方は2回目接種日から6～7か月以降
※ワクチンの供給時期によって接種可能時期が遅くなる場合があります。
使用するワクチン ファイザー社製ワクチン・モデルナ社製ワクチン※初回接種に用いたワクチンに関わらず、どちらのワクチンでも接種可

※接種可能時期等は、変更となる場合があります。最新情報は、区HP等でお知らせします。
※接種券が届くまでに数日かかる場合があります。発送日から１週間経っても届かない場合は、下記相談専用ダイヤルへお問合せください。
※台東区で接種情報が確認できないため、3回目用接種券の発行申請が必要となる方がいます。詳しくは、右記二次元コードをご確認ください。

1月 2月 3月 4月 5月２回目接種時期２回目接種時期

6月1日～23日6月1日～23日

6月24日～7月8日6月24日～7月8日

7月9日～31日7月9日～31日

8月8月

9月9月

順次接種順次接種

順次接種順次接種

順次接種順次接種

順次接種順次接種

順次接種順次接種

1月17日㈪
接種券発送済
1月17日㈪
接種券発送済

1月24日㈪
接種券発送
1月24日㈪
接種券発送

1月31日㈪
接種券発送
1月31日㈪
接種券発送

2月7日㈪
接種券発送
2月7日㈪
接種券発送

2月14日㈪
接種券発送
2月14日㈪
接種券発送

新型コロナウイルスワクチン
追加接種（3回目）が前倒しになりました

現時点で国から供給されるワクチンは、ファイザー社製が初回実績よりも少ないため、希望の時期に希望のワクチンが接種できない場合があります。
1・2回目と異なるワクチンの接種もご検討ください。

※上記は1月17日時点の情報に基づき作成しています。



【第1回台東区地域福祉計画策定委員会の傍聴ができます】　▷策定委員会実施日時　1月27日㈭午前10時　▷場所　区役所10階会議室　▷申込み・問合せ　福
祉課 TEL 5246－1273

第1293号　3広報

区議会から

　区議会は、区の政策や予算など区民生活
に関わることを審議し、決定しています。
　本会議や委員会は、You
Tube（ユーチューブ）で
生中継します。ぜひ、ご視
聴ください。
●令和4年第1回台東区議会定例会が始ま
ります
▷日程　2月9日㈬～3月28日㈪
※会議予定等、詳しくは区議会HPをご覧

ください。　
▷問合せ　区議会事務局
　 TEL（5246)1473

国立西洋美術館世界文化遺産
登録5周年記念SNSキャンペ
ーンを開催しています
▷期間　3月31日㈭まで
▷参加方法
・Twitterからの参加方法
①台東区SNSキャンペーン公式アカウン

ト（@taito_seibi5)が発信するツイー
トをリツイート

②リツイートした当日中に記念品交換場所
でリツイートした画面を提示

・Twitter・Instagram・Facebook・
Weiboからの参加方法
①国立西洋美術館の世界文化遺産登録5周

年に対する記念メッセージを#seibi5を
つけて投稿

②投稿した当日中に記念品交換場所で投稿
画面を提示
▷記念品交換場所　東京観光情報センター

京成上野、上野案内所（松坂屋上野店内）、
上野御徒町駅ツーリストインフォメー
ションセンター、アトレ上野インフォ

メーション、東京メトロ上野駅旅客案内所、
パークス上野（上野公園案内所）、上野マ
ルイ1階 UENO　Information Center、
浅草文化観光センター
▷記念品　マグネットバッジとロゴ入りマ

スクのセット（1,000セット）
※1,000セット無くなり次第マグネット

バッジのみ（400個）となります。

※必ず台東区SNSキャンペ
ーン特設サイト内の利用
規約を確認したうえで参
加してください。
▷問合せ　都市交流課
　 TEL（5246）1193

青パトを夜間に使用しませんか

　町会等自主防犯
団体の夜間防犯パ
トロールに、青色
回転灯付パトロー
ル車（青パト）を
貸し出しています。青パトを使用するには、
区内の自主防犯団体に所属し、講習会の受
講が必要です。
▷貸出時間　午後7時30分～10時
　（土・日曜日・祝日を除く）
※詳しくは、下記へお問合せください。　
▷問合せ　生活安全推進課
　 TEL（5246）1044

自動通話録音機を無料で貸し
出しています

　自動通話録音機は、電話がかかってくる
と自動で相手に対し警告メッセージが流れ、

通話内容を録音し、特殊
詐欺対策に有効です。
▷対象　区内在住で原則

65歳以上のみの世帯
▷申込方法　電話で在庫の有無を確認の上、

本人確認書類（保険証等）を下記問合
せ先へ持参（代理の方でも申込み可）

※詳しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　生活安全推進課（区役所4階⑥

番） TEL（5246）1044　 
　上野警察署 TEL（3847）0110㈹
　下谷警察署 TEL（3872）0110㈹
　浅草警察署 TEL（3871）0110㈹
　蔵前警察署 TEL（3864）0110㈹

福祉
（高齢・障害等）

うんどう教室指導員（ボラン
ティア）を募集します

　山谷掘公園の健
康遊具を使って足
腰を鍛える教室で、
高齢者に運動を指
導するボランティ
アを募集します。運動指導が未経験な方で
も大丈夫です。事前説明会を開催します。
関心のある方はご連絡ください。
▷説明会実施日時　3月22日㈫
　午前10時～11時
▷説明会実施場所　区役所10階会議室
▷申込締切日　2月18日㈮
▷申込み・問合せ　介護予防・地域支援課
　 TEL（5246）1295

ケアハウス松が谷入居者募集
（2人用居室）
　ケアハウスは、高齢者が安心して生活で

きるように配慮された施設です。入居のご
相談を随時受付けています。
▷対象　次の全てに該当する方
①区内在住で60歳以上の夫婦・親子・兄

弟姉妹
②日常生活（食事や入浴等、身の回りのこ

と）の維持は可能だが、高齢等のため
独立して生活するには不安がある

③使用料を負担できる
④保証人を立てられる
▷費用　
・入居一時金　1人150万円
・月額使用料　18万円～32万2千円（2

人分・食事その他含む）
※見学・入居相談等詳しくは、下記へお問

合せください。
▷場所・申込み・問合せ　ケアハウス松が

谷 TEL（3845）6501
　高齢福祉課
　 TEL（5246）1205

金婚・ダイヤモンド婚
おめでとうございます
●金婚
・左昌男・靜順（東上野2）
・髙鹿和巳・正子（根岸5）
・本多平八・和子（浅草5）
・岩下安雅・智子（下谷2）
・吉澤進・千代子（寿3）
●ダイヤモンド婚
・矢﨑利雄・元子（今戸2）
　金婚は結婚50周年（ダイヤモンド婚は
60周年）を迎えるご夫婦で、11月までに
申請した方を掲載しています（申請順･敬
称略）。掲載を希望する方は、下記へご連
絡ください。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課（区役所2

階⑥番）
　 TEL（5246）1221　

台東区SNSキャン
ペーン特設サイト

●スマートフォンをお持ちの方には、e-Taxでの確定申告作成が便利です
　マイナンバーカードを取得し、スマートフォンへ「マイナポータル」アプリをインス
トールすれば、IＣカードリーダライタがなくても、自宅からスマホを利用して、確定
申告書等を作成・提出することができます。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
※マイナンバーカード未取得でも、ID・パスワード方式を利用しての作成・提出は、

引き続き可能です。
●スマートフォンをお持ちでない方には、国税庁ＨＰでの確定申告書作成が便利です
　国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力
すれば税額などが自動計算され、所得税および復興特別所得税、贈与税、個人消費税等
の申告書や青色申告決算書などを作成できます。
※申告期間中は、24時間（メンテナンス時間は除く）利用可
▷問合せ　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク TEL 0570（01）5901
●確定申告書作成会場の開設、申告書等の送付先について
▷期間　2月16日㈬～3月15日㈫（土・日曜日・祝日を除く）
※2月20日㈰・27日㈰は東京国税局で相談・受付
▷場所　上野合同庁舎（池之端1－2－22　東京上野税務署）
※上記期間中は、浅草税務署内には会場はありません。　
▷受付時間　午前8時30分～午後4時
▷相談時間　午前9時15分～午後5時
※作成会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券の配付状況

により受付を早めに終了することがあります。また、入場整理券は当日会場で配付
するほか、LINEアプリで事前に入手できます。国税庁LINE公式アカウントを「友だ
ち追加」して、日時指定の入場整理券を入手してください。
▷申告書等の送付先　〒110－8655　池之端1－2－22　上野合同庁舎「東京国税局

業務センター」宛
●税理士による無料申告相談では申告書を作成できます

日程 場所 時間
東京上
野税務
署管内
の方

1月27日㈭・28日㈮ 金杉区民館1階
第2集会室

▷受付　午前9時30分～午後3時30分
▷相談　午前9時30分～午後4時
※正午～午後1時は相談は行っており

ません。2月1日㈫・2日㈬ 区役所10階
1002会議室

浅草税
務署管
内の方

2月1日㈫・2日㈬
(年金受給者等) 台東区民会館

8階第2会議室
▷受付　各部終了時間の30分前まで
▷相談　午前9時30分～正午（午前の

部）、午後1時～4時（午後の部）2月3日㈭・4日㈮
(小規模納税者等)

▷対象　年金受給者、給与所得者、小規模納税者など（土地・建物・株式などの譲渡所
得がある方や税理士に依頼されている方を除く）

※混雑緩和のため、オンラインまたは電話による事前申込みとなります。

※車での来場不可。申告書の提出のみの方は、管轄の税務署へ直接持参するか、郵送で
ご提出ください（左記送付先参照）。
●マイナンバーの記載や本人確認書類の写しの添付等は申告書等の提出の都度必要です
　所得税および復興特別所得税・個人消費税・贈与税の申告書には、マイナンバーの記
載が必要です。税務署では申告書を提出する際に、本人確認を行いますので、申告する
本人の本人確認書類（下図参照）の提示または写しの添付が必要です。

本人確認書類
①マイナンバーカードをお持ちの方　マイナンバーカード（個人番号カード）
②マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類（以下から1点）

＋

身元確認書類（以下から1点）
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項

証明書（マイナンバーの記載がある
ものに限る）　など

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード　など

※郵送で申告書を提出する場合は、本人確認書類（マイナンバーカードの場合は両面）
の写しを添付してください。

※自宅等からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の写しの提出は不要です。
●申告書作成のため、各会場へ来場される皆さんへ
　マスク着用の上、できる限り少人数でお越しください。
※検温にご協力をお願いします。37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断

りします。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理せず来場を
控えていただくようお願いします。
▷問合せ　東京上野税務署 TEL（3821）9001㈹
　浅草税務署 TEL（3862）7111㈹

●住民税（特別区民税・都民税）第4期分の納期限は1月31日㈪です
　お近くの金融機関・コンビニエンスストア（バーコードが印字されているものに限る）、
区役所、区民事務所・同分室で忘れずに納めてください。
　また、スマートフォン決済アプリによる納付もできますので、詳しくは納税通知書同
封のチラシまたは区HPをご覧ください。
　口座振替（自動払込）の方は、残高にご注意ください。引き落としの確認は、預貯金
通帳の記帳でお願いします。
※納期限までに納付がない場合は、督促状、催告書や電話などで納付のお願いをしてい

ます。それでも納付がない場合は、納めている方との公平性を保つため、延滞金の
加算や法律に従い差押え処分を行う場合があります。

※新型コロナウイルスによる経済的な影響を含め、病気や災害、退職や事業廃止など、
さまざまな理由により期限内の納付が難しくなった場合は、お早めにご相談ください。
▷問合せ　スマートフォン決済や口座振替については税務課 TEL（5246）1114　
　納付にお困りの方のご相談については収納課 TEL（5246）1107

税の申告に関するお知らせ
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住宅
まちづくり

住宅総合ガイドブックを配布
しています

　住宅に関する情報や制
度を中心にまとめたガイ
ドブックを配布しています。
▷配布場所　区役所5階

⑩番住宅課、区民事務
所・同分室、地区セン
ター（区HPでも閲覧可）
▷問合せ　住宅課 TEL（5246）1367

マンション管理・修繕相談員
派遣制度

　専門家（マンション管理士・一級建築士
・弁護士）を理事会等に派遣します（資料
代・会場費等は利用者負担）。
▷対象　①区内の分譲マンション管理組合
　②賃貸マンションを区内に所有する個人
▷派遣回数　同一年度内に4回（2時間）

まで
※利用後、派遣の結果報告の提出が必要
▷申込締切日　派遣を希望する日の3週間

前
※詳しくは、下記問合せ先で配布するパン

フレットまたは区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課（区役所５階⑩番）　
　 TEL（5246）9028

台東区住宅修繕資金融資あっ
せん制度

　区が住宅リフォーム資金の融資を指定の
金融機関にあっせんし、利子の一部を負担
します。
▷対象住宅　区内にある自身が居住するた

めの住宅で、居住部分の床面積が280
平方メートル以下（賃貸住宅や店舗、事
務所を除く）　
▷主な申込資格　
①区内に1年以上住所を有する20歳以上

の方で、返済完了時の年齢が75歳未満
②世帯全員が住民税を滞納していない
③融資金の返済および利子の支払いに十分

な能力があり、金融機関の定める保証
を受ける（保証料は申込者負担）

※現在本融資を受け、返済している場合は

申込みできません。
▷融資あっせん額　工事費の80パーセン

ト以内で、10万円以上500万円以内
※返済期間は申込金額により異なる。
▷利率　3年度契約利率1パーセント（本

人負担0.5パーセント、区負担0.5パー
セント）
▷申込期限　工事着手1か月前
※工事着手後の申込不可
※詳しくは、下記問合せ先で配布するパン

フレットまたは区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課（区役所5階⑩番）
　 TEL（5246）1217

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅　家族向（ポイント方式）、単

身者向・シルバーピア（抽せん方式）
※申込みできる世帯が限定されていま
す。詳しくは下記へお問合せください。
▷申込書配布期間　2月1日㈫～9日㈬（閉

庁日を除く）
▷申込書配布場所　区役所1階戸籍住民サ

ービス課・5階⑩番住宅課、区民事務所
　・同分室、地区センター
※東京都住宅供給公社HPからダウンロー

ド可
▷申込み・問合せ　東京都住宅供給公社都

営住宅募集センター
　 TEL（3498）8894　
▷問合せ　テレホンサービス
　 TEL（6418）5571
　台東区住宅課 TEL（5246）1367

健康

ヒトパピローマウイルス予防
接種について

　4月1日㈮から予防接種の積極的勧奨が
再開されます。4年度に13～16歳になる
女子に案内を送付予定です。また、積極
的な勧奨の差控えにより接種機会を逃し
た方（平成9～17年度生まれの女子）に
対しては公費による接種機会が設けられ
る予定です。詳しくは、決まり次第お知
らせします。
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9471

4年度台東区食品衛生監視指
導計画（案）へのご意見募集

　4年度の台東区食品衛生監視指導計画
（案）を公表しています。皆さんのご意見
・ご質問をお寄せください。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所　区役所3

階⑦番区政情報コーナー、台東保健所、
浅草保健相談センター、区民事務所（区
HPでも閲覧可）
▷提出締切日　2月18日㈮
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9466

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50回に達した方、
以後50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。
　三田正則氏（浅草4丁目）　
　館農政仁氏（東上野4丁目）　
　50回以上献血された方は下記へご連絡
ください。
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9401

女性医師による女性のための
健康相談「婦人科」(予約制)
▷日時　2月25日㈮午前10時～正午（1

人20分程度）
▷場所　台東保健所4階
▷対象　区内在住か在勤の女性で、更年期

や月経障害・不妊などでお悩みの方
※医師とはオンライン相談です。
▷申込み・問合せ　台東保健所保健サービ

ス課
　 TEL（3847）9497

結露を防止しましょう～快適
な居住環境をめざして～

　冬は結露が発生しやすくなります。原因
は、室内の湿った空気が壁や窓ガラスなど
で冷やされて、空気中の水分が水滴となっ
て現れるものです。結露は、建材や壁紙を
傷めたり、カビを発生させたりします。
▷結露を防止するポイント　
①調理中や炊飯時は、必ず換気扇を回す
②入浴後は浴室の戸を閉め、浴室の換気

扇や窓を利用し換気する
③洗濯物を室内になるべく干さない
④夜間は室温が下がって結露が発生しや

すくなるので、就寝前に換気する
・室内環境診断を実施します

　保健所では、お住まいの室内空気環境調
査を実施し、快適な居住環境作りのアドバ
イスをしています。
▷調査内容　室内空気環境調査、水道水の

残留塩素濃度測定、ダニアレルゲン調
査等

※ダニアレルゲン調査については、新型コ
ロナウイルス感染防止のため、送付す
る検査キットにより、ご自身で検査で
きます。
▷申込み・問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9455

保険・年金

医療費通知を送付します

●国民健康保険・後期高齢者医療制度
　保険診療にかかる医療費等を記載してい
ます。受診内容等の確認や、健康管理、医
療費管理にご活用ください。
　国民健康保険に加入の方は2月上旬、後
期高齢者医療制度に加入の方は1月下旬に
送付します。
※加入している全ての方に送付するもので

はありません。
▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL（5246）1253　
　国民健康保険課後期高齢者医療係
　 TEL（5246）1254

新成人の皆さんへ
20歳になったら「国民年金」

　日本に住む20歳以上60歳未満の全ての
方は、就職して厚生年金・共済年金に加入
している方を除き、国民年金に加入し、保
険料を納めることになっています。
　国民年金は老後の生活の保障だけでなく、
万が一、病気やけがで障害が残ったときや、
一家の働き手が亡くなったときなど、あな
たや家族を守ってくれます。
　学生や収入が少なく納付が困難な方は、

「学生納付特例」や「納付猶予」などの保
険料の支払いを猶予する制度がありますの
で、年金の保険料の支払いが難しい方はご
相談ください。免除手続きが遅れたり、保
険料の納め忘れがあると障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられなくなったり、将来
の老齢基礎年金の額が少なくなります。詳
しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　区民課国民年金係
　 TEL（5246）1262

問合せ
〒110－8615　台東区役
所交通対策課自転車対策
担当 TEL  （5246） 1305

令和4年度
自転車置場利用者募集
▷利用期間　4年4月1日㈮～5年3月31

日㈮
▷利用手数料　年3,000円
▷申込方法　往復はがきの「往信」の裏

面に希望置場名（①～⑬）・住所・氏名
　・電話番号・区内に在勤（学）の方は、

勤務先（学校）名・所在地・区主催
の自転車安全利用講習会受講の有無、

「返信」の表面に住所・氏名を書いて、
右記問合せ先へ（抽選・電子申請可）

※法人は不可。1人1か所。往復はがき
以外・重複申込み・記入不備は無効。
記入不備についての問合せはお受け
しません。

※区主催の自転車安全利用講習会受講者、
区内在住の方を優先します。

※必要に応じて本人確認書類等で住所の
確認を行う場合があります。
▷申込締切日　2月1日㈫（当日受信・

消印有効）
※4月以降も空きがあれば、随時受付
※利用は申込者本人のみで、家族を含む

他者への譲渡、貸与等は不可

▷当落選通知発送日　3月1日㈫
▷名称（所在地）
①日暮里駅西口谷中霊園口（谷中7－

16先および21先）
※4年度中に谷中霊園口が閉鎖し、日暮

里駅西口と統合する可能性がありま
す。

②日暮里駅西口（谷中7－15地先）
③日暮里駅おもいやり自転車置場（JR

日暮里駅構内）
※65歳以上の高齢者および親子自転車

利用者限定
④三ノ輪（三ノ輪2－15地先）
⑤厩橋（駒形2－1地先）
⑥隅田公園（花川戸1－1）
⑦上野駅中央口前（上野7－1地先）
⑧上野駅浅草口前（上野7－3地先）
⑨上野駅地下鉄本社前(東上野3－19地

先）
⑩上野駅南（上野6－7地先）
⑪池之端（池之端1－1）
⑫上野駅西（上野6－16地先）
⑬上野駅東（東上野3－18地先）

2月の保健所・保健相談センター事業案内
実施会場

事業名 台東保健所 浅草保健相談センター

2歳児歯科健康診査
（予約制）

4日午後1時～2時
TEL  (3847) 9449

発達相談 （予約制）

8日 (個別) 午前8時45分～正午、
15日 (個別) 午前9時30分～10
時30分、 24日 (集団) 午前9時
50分～11時15分
 TEL  (3847) 9497

9日 (個別) 
午前9時30分～10時30分
TEL  (3844) 8172

産婦歯科健康診査
（予約制）

16日午前9時～10時
TEL  (3847) 9449

歯科衛生相談区内在
住の方 （予約制）

1･22日午後1時30分～2時30分
TEL  (3847) 9449

3･17日午後1時30分～2時30分
※予約は左記

こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

2日午後3時～4時30分、 9日午前
10時30分～正午
TEL  (3847) 9497

1日午前9時30分～11時、 7 ･ 28
日午後1時15分～2時45分
TEL  (3844) 8172

発達障害個別相談 
（成人向け・予約制）

9･22日午前9時30分～11時30分
TEL  (3847) 9405

HIV即日検査
（予約制・採血）

9日午後1時～2時30分
予約専用電話 TEL  (3843) 5751

栄養相談 （予約制）
8日午前10時～正午、 17 ･ 21日
午前10時～午後3時30分
TEL  (3847) 9440

ハローベビー学級
（両親学級 ・ 予約制）

日程等、 詳しくは区HP をご覧ください。
浅草保健相談センター TEL  （3844） 8177



【毎月30日はたいとう食ハピDay】　おいしく全部食べきって、食品ロスを減らせばみんながハッピーに。できることから食品ロス削減に取り組みましょう。区HP
等で、具体的な取り組みを紹介しています。〈清掃リサイクル課 TEL 5246－1018〉
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子育て・教育

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」などの相談を
専門カウンセラーがお受けします。
▷日程　①2月9日㈬　②15日㈫
▷時間　午前9時30分～11時
▷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

区立幼稚園、小・中学校、保
育園特別支援教育支援員募集
●特別支援教育支援員
（幼稚園、小・中学校）
▷勤務場所　区立幼稚園・石浜橋場こども

園・区立小・中学校
▷採用期間　4月1日～5年3月31日
※学校・幼稚園が休みの期間（夏・冬休み

等）は、原則勤務無し（振替対応）
▷勤務形態　月～金曜日午前8時30分～

午後3時30分（1日6時間勤務）
※土・日曜日勤務の場合あり
▷給与（月額）　100,142円（月15日程

度勤務の場合）
※期末手当支給（支給要件あり）
※別途交通費支給
※月15日程度勤務は雇用保険・健康保険・

厚生年金等に加入
●特別支援教育支援員（保育園）
▷勤務場所　区立保育園・石浜橋場こども

園
▷採用期間　4月1日～5年3月31日
▷勤務形態　月～土曜日午前9時～午後5

時（1日7時間勤務）
▷給与（月額）　132,410円（月17日程

度勤務の場合）
※期末手当支給（支給要件あり）
※別途交通費支給
※月13日・17日程度勤務は雇用保険・健

康保険・厚生年金等に加入
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

▷業務内容　支援を要する園児・児童・生
徒へのサポート
▷対象　特別支援教育に理解があり、健康

で意欲的な方（資格不問・大学等に在
学中の方も可）
▷募集人数　20人程度
▷選考方法　書類選考の上、2月上旬に面

接
※採用が決定した場合、過去6か月以内撮

影の胸部X線診断書の提出が必要（自己
負担）　
▷申込方法　履歴書（区HP「採用情報」

からダウンロード可、顔写真添付）を
右記問合せ先へ郵送か持参

※希望職種（両方選択可）、勤務希望日数
を記入

育児相談（予約制）

問合せ 浅草保健相談センター TEL（3844）8172
台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9497

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

2月9日㈬
午後1時30分～3時10分 台東保健所

2月15日㈫
午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

2月1日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

2月2日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
2月3日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
2月4日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
2月9日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
2月15日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

●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

2月9日㈬午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
2月15日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

　新型コロナウイルス感染対策のため、個別相談のみ実施してお
ります。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。　

※その他、必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
※3年度の課税申告が未申告の方は受付できませんので必ず申告を行ってください。
※DV避難者の方はご相談ください。
※当給付金を装った詐欺にご注意ください。区が給付金支給のためにATMの操作をお願いすることや、電話で口座番号を求めることは絶対にありません。
▷申請場所・問合せ　〒110−8615　台東区役所子育て・若者支援課（区役所６階⑥番） TEL （5246）1232　

給付金を受取るためには申請が必要です。ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分では、申請方法等が異なります。
詳しくは、下表をご覧ください。申請書等は区HP（右記二次元コード）からダウンロードできます。
※下表の対象に複数該当しても給付は児童1人につき1回のみです。
▷申請締切日　2月28日㈪（消印有効）
▷支給額　児童1人あたり5万円

ひとり親世帯分

対象 申請 添付書類

①3年4月分の児童扶養
手当が支給された方 支給済

②公的年金等を受給し
ており、3年4月分の児
童扶養手当の支給が全
部停止の方

要
※原則、

郵送

・ひとり親世帯である
ことが分かる書類

　（戸籍謄本等）
・振込口座が分かるも

の（通帳・キャッシュ
カードのコピー）

・受給年金額が分かる
書類

・収入額が分かる書類
（2年2月以降の任意
の1か月の収入が分
かる給与明細・帳簿
等〈③のみ〉）

③新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて
家計が急変するなど、2
年2月以降の収入が児
童扶養手当を受給して
いる方と同水準となって
いる方（目安について
は区HPをご覧ください）

問合せ 厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」
専用コールセンター（ひとり親世帯分）
TEL 0120（400）903

ひとり親世帯以外分

対象 申請 添付書類

①3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給者で3年度
住民税が非課税の方（対象者には6月下旬にお知らせを送付済）
②3年5月分～4年3月分の新規児童手当・新規特別児童扶養
手当の受給者で3年度住民税が非課税の方
③上記①②に該当しないが、主たる生計維持者（所得が高い方）
の3年度住民税が非課税で、3年3月31日時点で、18歳未満
の児童を養育していた方または3年4月1日以降、新たに対象
児童（4年3月末時点で18歳以下）を養育することとなった方

①支給済　②不要

③④要
※原則、郵送

（③のみ電子申
請も可）

③④申請者の本人確認
書類（運転免許証、健
康保険証等）
③④振込口座が分かる
もの（通帳・キャッシュ
カードのコピー）
④収入額が分かる書類

（3年1月以降の任意の1
か月の収入が分かる給
与明細・帳簿等）

④新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、3
年1月以降の収入が3年度住民税が非課税の方と同水準となっ
ている方（別表）

問合せ 厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」専用コールセンター（ひとり親世帯以外分）
TEL 0120（811）166

【（別表）非課税相当の収入額イメージ】
（例：父・母・子2人の場合）

父2月分の収入21万円×12か月
＝年間収入見込額252万円（A）

母2月分の収入10万円×12か月
＝年間収入見込額120万円（B）

（A）＞（B）のため、（A）にて要件確認

〈要件確認〉
年間収入見込額252
万円（A) ＜ 非課税相
当収入限度額255.7
万円（左表）となるた
め、当ケースでは「対
象」と推定される。

非課税相当収入限度額早見表
世帯人数（例） 限度額

2人（父または母・子1人） 156万円
3人（父・母・子1人） 205.7万円
4人（父・母・子2人） 255.7万円
5人（父・母・子3人） 305.7万円

▷申込締切日　1月31日㈪（必着）
※詳しくは、区HPをご覧になるか右記へ

お問合せください。

▷問合せ　〒111−8621　生涯学習セン
ター5階　教育支援館

　 TEL（5246）5921

▲ひとり親世帯以外の方▲ひとり親世帯の方

※1面の子育て世帯への臨時特別給付金（児童1人あたり10万円）とは異なります。

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか



【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。
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催しものなど催しものなど
浅草文化観光センターでDVD

「台東芸能文庫」を上映してい
ます

演劇、落語、漫才、講談、浪曲など、さま
ざまなジャンルの芸能の実演を収録してい
る、DVD「台東芸能文庫」を上映してい
ます。なお、DVDは区立図書館（中央図
書館以外の館ではお取り寄せ対応）で、全
ての作品を貸出しています。　時 3月31
日㈭まで午前9時～午後8時（常時放映）　
場 浅草文化観光センター6階多目的スペー
ス　問 文化振興課
TEL （5246）1328

みんなのはばたき21フォーラム
パネル展示

時 2月9日㈬～14日㈪　場 生涯学習セン

ター1階アトリウム　問 男女平等推進プラ
ザ（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5816

浅草文化観光センターの催し

●歌舞伎文字「勘亭流書道」作品展　時 2
月10日㈭～13日㈰午前9時～午後8時（最
終日は5時まで）　場 浅草文化観光センタ
ー7階展示スペース　問 浅草文化観光セン
ター TEL （3842）5566

アジアの伝統・アジアの現代20
22「奏楽堂トーク＆コンサート」

時 2月24日㈭午後6時開場、6時30分開
演　場 旧東京音楽学校奏楽堂
区内在住か在勤（学）の方を抽選で25組50
人ご招待

申 はがきに記入例 1 ～ 4 、在勤（学）の方
は 6 を書いて右記申込先へ　申込み〒151
－0061　渋谷区初台1－19－4 三森ビ

ル101　（一社）日本作曲家協議会アジア
の伝統・アジアの現代コンサート係
TEL（6276）1177　締 2月14日㈪（消
印有効）　問 台東区文化振興課
TEL （5246）1146

さらなる“顧客満足度向上”セ
ミナー―withコロナ時代の中、
お越しになったお客様に、さら
にご満足いただくためには何を
すべきか？―（オンライン）

時 2月8日㈫午後1時30分～3時　対 観光
関連事業者（宿泊・小売・飲食業向け）
定 300人（先着順）　講 稲荷山健生氏（㈱
いい旅研究所 代表取締役）　申 下記二次
元コードから申込むか記入例 1 3 4 を電
話かファクスで下記問合せ
先へ　問 観光課
TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

朝倉彫塑館から

▲朝倉文夫「虎」 1947年 石膏
●常設展示内W特集「時代を創った人物9 
大河内正敏と理化学研究所」＆「2022年
の干支 とら+

ぷらす

」　時 3月9日㈬まで
●バックヤードツアー　時 2月2日・9日・
16日、3月2日・9日の水曜日午前9時25
分（10分程度）　定 各3人（先着順）
申 1週間前までに電話で申込み

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料一般500円、小中
高生250円　 休館日 月・木曜日（祝休日
と重なる場合は翌日）※入館時は靴を脱い
で靴下着用
場・問 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

書道博物館から

●特別展「没後700年　趙
ちょう

孟
もう

頫
ふ

とその時
代－復古と伝承－」　時 2月27日㈰まで午
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、小中高生250円
場・問 書道博物館 TEL （3872）2645

第40回浅草JAZZコンテスト

時 3月5日㈯午前9時45分開場、10時30
分開演　場 浅草公会堂　 出演 伊藤君子、
野口久和トリオ　 入場料（全席自由）前売
1,500円、当日2,000円　前売券チケット
ぴあ（Pコード207－025／http://t.pia.
jp）、浅草公会堂、右記財団事務局
区内在住か在勤（学）の方を抽選で20人ご招待
申 はがきに「広報たいとう浅草JAZZコ
ンテスト観覧希望」・希望人数（4人まで）
・記入例 2 ～ 4 、在勤（学）の方は 6 7
を書いて右記問合せ先へ　締 2月7日㈪

（必着）

問 〒110－0004　台東区下谷1－2－
11　台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

勤労者サービスセンターの催し

●スマホ・タブレット講座～入門から活用
編～　 時（全2回） 3月3日㈭・10日㈭午
後6時30分～8時30分　対 区内在住か在
勤（学）の方またはサービスセンター会員
および登録の同居家族で、スマートフォン
やタブレットをお持ちの方　定 8人（抽
選）　講 フォーティネットパソコンスクー
ル　費 2,000円（受講料・会員とその家
族は別料金）　持 ご自分のスマートフォン
やタブレット　締 2月4日㈮（必着）　
●「気持ちを軽くする」心の健康セミナー
～上手なストレスコントロール術～　時 3
月4日㈮午後6時30分～8時　対 区内在住
か在勤（学）またはサービスセンター会員
および登録の同居家族　定 15人（抽選）
講 宮島賢也氏　費 1,000円（サービスセ
ンター会員・会員家族は500円）　締 2月
10日㈭（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申 はがき（1人1枚）に記入例 1 ～ 5 、在
勤（学）の方は 6 、会員の方は会員番号
を書いて下記問合せ先へ
場・問 〒111－0056　台東区小島2－9
－18　台東区産業振興事業団 台東区勤労
者サービスセンター
TEL （5829）4123

VR（バーチャルリアリティ）認
知症体験会～認知症の人の世界
を感じ、理解する～

視覚や音声により認知症の症状を疑似体験
するものです。　時 2月16日㈬午後2時
～3時40分　場 区役所10階会議室
対 区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）　講 ㈱シルバーウッドVR事業部
申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

区登録手話通訳者認定試験

時 3月27日㈰午前9時30分～午後5時30
分　場 区役所10階会議室　対 障害福祉に
理解と情熱を持ち、手話経験が3年程度あ
るか各種手話講習会等を修了し、手話通訳
者として区内で活動できる18歳以上の方
選考方法 手話表現、読み取り（筆記）、社
会福祉に関する問題、面接　申 下記二次
元コードから申込むか、応募用紙（区HP
からダウンロード可）に必要事項を書いて、
下記問合せ先へ提出　締 2
月14日㈪　問 障害福祉課

（区役所2階⑩番）
TEL （5246）1058

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 ①2月
6日㈰午前9時～午後3時　②13㈰午前10
時～午後4時　③20日㈰午前9時～午後3
時　④27日㈰午前9時～午後3時
場 花川戸公園※車での来場不可、天候や

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。

●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。

1 講座（催しもの）名
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話（FAX）番号

5 年齢
6 勤務先（学校）名
7 勤務先（学校）の住所
8 勤務先（学校）の電話番号

内 内容
講 講師
費 費用・会費・参加料・金額
持 持ち物

申 申込方法
締 申込締切日
問 問合せ

時 日時・期間
場 場所・会場
対 対象
定 定員

申込みの
記入例

凡例

北海道十勝の人たちに会いに行く
「オンラインモニタリングツアー」参加者募集

（十勝特産品付き）

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～

①自転車旅行で地域おこしに取り組む
NPOの人たちに会いに行こう！
時 2月19日㈯午前10時～正午
②大自然の魅力を生かしたアドベンチャ
ーガイドの人たちに会いに行こう！
時 2月20日㈰午前10時～正午
※ツアー時間は当日の状況により変動
の可能性あり

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住・以下の要件を満たす方
・オンライン会議ツール「Zoom」によ
る参加が可能
・ツアー中はZoom画面に顔を出して参
加が可能
・ツアー終了後、モニタリングアンケー
トに回答可能
※①は満20歳以上
定 各15人（抽選）　申 右記二次元コー
ドから申込み※参加者にはURLとパス

ワードを送ります（通信料は各自負担）。
締 2月8日㈫　問 関係人口創出プロジェ
クト　交流プログラム事務
局 TEL （6356）4461
問 台東区都市交流課
TEL （5246）1016

「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、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。その取り組みの一つとし
て、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「大
地のタカラ×江戸のチカラ　関係人口創
出プロジェクト」として、2～4年度ま
でさまざまな事業を展開しています。
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実施団体の判断により中止の場合あり
出店数（予定）①③50店　②30店　④20
店　 出店料 ①②③2,000円※③は区民は
会HPから予約で1,500円　④1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） ①フリー

マーケット推進ネットワーク（午前9時～
午後6時） TEL 048（268）8711
②タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後6時） TEL 050（3616）3300
③リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時）※会HPか当日会場で申込み
TEL （3412）6857　④里彩くるカエル
倶楽部（午前10時～午後7時）
TEL 090（3068）3534　問 台東区清
掃リサイクル課 TEL （5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。ご利用ください。
ゆずります　マッサージ機、ベビーチェア、
自転車（26インチ）
ゆずってください　トランポリン
※上記の情報は1月6日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間 午前10時～午後4時　 休館日 月
曜日　問 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）8361

第15期グリーン・リーダー募集

対 区内在住で花と
みどりやボランテ
ィア活動に関心が
あり、積極的に参
加できる方
定 50人（抽選）　内 区が行う緑化事業へ
の参加・協力(緑化イベント、花壇植替え
等）、花とみどりに関する知識の普及・啓
発等の活動（花と緑のふれあい広場の開催、
花苗配布等）※活動は原則平日　 任期 2年

（4月1日～6年3月31日）　申 往復はがき
に記入例 1 ～ 5 を書いて下記問合せ先へ

（区HPから電子申請可）　締 2月28日㈪
（必着）　問 〒110－8615　台東区役所
環境課 TEL （5246）1323

スライド・トーク
 「馬琴日記と根岸」

時 3月5日㈯午後2時～4時　場 根岸社会
教育館ホール　定 30人（抽選）　申 図書
館HPから申込むか往復はがき（1人1枚）
に記入例 1 ～ 4 を書いて右記問合せ先へ
※詳しくは、図書館HPをご覧ください。

締 2月16日㈬（必着）　問 〒110－0003
台東区根岸5－18－13　根岸図書館
TEL （3876）2101

安価で信頼できる耐震改修工法
等の展示会

時 1月25日㈫～27日㈭午前9時～午後5
時※無料建築相談は26日㈬・27日㈭午前
10時～午後4時に行っています。
場 区役所1階ロビー　問 建築課
TEL （5246）1335

図書館のこどもしつから

●本でしりとり　こどもしつにある本のタ
イトルでしりとりをしてみましょう。　
時 1月21日㈮～2月16日㈬　対 小学生以
下　場・問 根岸図書館
TEL （3876）2101

特別支援学級合同作品展

時 2月1日㈫～6日㈰午前9時～午後9時
場 生涯学習センター1階アトリウム
問 学務課 TEL （5246）1416

老人福祉センターの催し

●ほのぼの寄席　時 ①2月22日㈫　②24
日㈭午後3時～4時30分　③25日㈮　④3
月9日㈬①③④午後1時30分～3時　対 区
内在住の60歳以上の方　定（先着順）①24
人　②10人　③20人　④10人　 出演 ①
④神田すみれ ほか　②③桂伸治 ほか
申 各会場に電話で申込み　場・問 ①老人
福祉センター TEL （3833）6541
②三筋老人福祉館 TEL （3866）2417
③橋場老人福祉館 TEL （3876）2365
④入谷老人福祉館 TEL （3873）9036

講座・相談会など講座・相談会など

聞こえていますか？言葉になら
ないSOS～生きづらさを抱えた
若年女性たちの今～

時 2月12日㈯午後2時～4時　定 20人（先
着順）　講 大谷恭子氏（若草プロジェクト
代表理事・弁護士）　申 電話か直接下記問
合せ先へ※託児あり（1歳以上の未就学児）
希望の方は子供の 3 5 を1月20日㈭から
2月5日㈯に右記問合せ先へ　場・問 男女
平等推進プラザ（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5816

講座「みんなの視点で考える災
害時のトイレ対策～家や避難所
での備えと心がまえ～」

時 2月19日㈯午前10時～正午　定 15人
（先着順）　講 高橋聖子氏（インクルラボ
代表、防災士）　申 電話または直接下記問
合せ先へ※託児あり（1歳以上の未就学児）
希望の方は子供の 3 5 を2月12日㈯まで
に右記問合せ先へ　場・問 男女平等推進
プラザ（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5816

2月のくらしに役立つ講座
(オンライン)

Zoomによるオンライン開催です。
①正しく使っていますか？家庭用洗（浄）
剤～「まぜるな！危険」って？どれを選ぶ？

「除菌・消毒・抗菌」～　時 2月17日㈭午
後2時～3時30分　講 菅沢浩毅氏（化学
製品PL相談センター）　締 2月10日㈭
②知っておきたい相続と遺言書のこと～大
切なものをトラブルなく相続するために～
時 2月25日㈮午前10時～11時30分
講 澤野芳夫氏（浅草公証役場公証人）
締 2月18日㈮

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住か在勤（学）の方
定 各30人（先着順）　申 下記二次元コー
ドから申込むか記入例 1 ～ 4 ・メールア
ドレス、在勤（学）の方は 6 をファクス
で下記問合せ先へ
問 くらしの相談課
TEL （5246）1144
FAX（5246）1139

体験教室「旧奏楽堂のパイプオ
ルガン、チェンバロを弾いてみ
よう！」

時 2月26日㈯①午前10時　②午後1時
講 大塚直哉氏（東京藝術大学音楽学部教
授）　費 ①1,000円　②3,000円　内 ①
パイプオルガンやチェンバロに親しもう

（見学会）　②パイプオルガンやチェンバロ
を弾いてみよう（公開レッスン）　申 申込
用紙（旧奏楽堂HPからダウンロード可）
に必要事項を書いて、郵送かファクスまた
は直接右記問合せ先へ　締 2月1日㈫（必

着）　場・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988
FAX（3824）1989

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」

時 2月15日㈫午後1時～4時（受付は3時
まで）　場 区役所3階302会議室　対 区内
に空き家を所有している方　定 3組（1組
60分程度・先着順・予約優先）※予約に
空きがあれば当日受付可　相談員宅地建物
取引士・建築士、弁護士または司法書士
申・問 住宅課
TEL （5246）1468

生涯学習センタースマートフォ
ン（iPhone）講座 第3期

時（全2回）3月1日㈫・8日㈫午前10時～
正午　場 生涯学習センター　対 区内在住
か在勤の15歳以上でスマートフォンを利
用したことがない方または初心者（学生を
除く）　定 12人（抽選）　申 往復はがきに
記入例 1 ～ 5 、在勤の方は 6 ～ 8 を書い
て下記問合せ先へ　締 2月11日㈷（必着）
問 〒111－8621　生涯学習センター生
涯学習課 TEL （5246）5811

工作教室
「トリックカード作り」
時 2月27日㈰午後
1時30分～3時30
分　場 生涯学習セ
ンター　対 区内在
住か在学（園）の
満5歳～小学4年生　定 11人（抽選）
※参加者1人に付き添い1人まで　費 300
円（材料費・保険料）　申 下記二次元コー
ドから申込み
締 2月10日㈭午後5時
問 生涯学習課
TEL （5246）5815

年 中 行 事
〈2月〉
3日 　節分（浅草寺ほか）、福

ふくじゅ

聚の舞（浅
草寺）、うけらの神事（五條天神社）
8日 　針供養（浅草寺淡島堂）

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

「ふるさと交流ショップ 台東」
1～2月出店自治体をご紹介します！

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。　時 午前10時～午後7時（水曜日定休）　
場 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が変更になる場合
があります。※マイバッグの持参にご協力を
お願いします。
●出店自治体スケジュール

日程 出店自治体
1月20日㈭～25日㈫ 千束通商店街

1月27日㈭～2月1日㈫ 栃木県鹿沼市
2月3日㈭～8日㈫ 北海道函館市

2月10日㈭～15日㈫ 青森県深浦町
2月17日㈭～22日㈫ 青森県青森市

ふるさと交流ショップ 台東とは

ご希望の方は、下記またはお近くの地域包括支援センターへお問合せください。

　　　　　たいとうリハ散歩
　リハビリテーション職が区内の公園を巡
り公園の中にある物を使って、簡単で効果
的な運動を紹介しています。台東区の公園
の魅力も再発見できます。
※そのほか健康体操やお口の健康についての

DVDも配布しています。

簡単にできる運動や健康情報のDVDを
配布しています

問合せ 介護予防・地域支援課 TEL （5246）1295

YouTube台東区公式チャンネルでも映像を公開しています！

❶「たいとうリハ散歩
　　パート1」

❷「たいとうリハ散歩
　　パート2」

公園で簡単にできる運動
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催しものなど催しものなど
●社会教育センター・社会教育館指定管理
者主催「心と体の健康のためのアロマテラ
ピー～アロマグッズ作りとセルフハンドマ
ッサージ体験～」
　せっけんやアロマスプレー、トリートメ
ントオイルなどのアロマグッズを作ります。
▷日時（全2回）①2月20日㈰
　②27日㈰　午後2時～4時　
▷対象　16歳以上の方
▷定員　20人（先着順）
▷講師　橋本由佳氏（gattoアロマテラピ
ースクール）
▷費用　3,000円　
▷場所・申込み・問合せ　根岸社会教育館
　 TEL（3876）2103　
●区民向け講演会
「知って欲しいインプラントの基礎知識」
　歯を抜いた箇所でもかめるようにする治
療の一つである「インプラント治療」につ
いて学びます。参加者には歯磨きグッズを
プレゼントします。
▷日時　2月26日㈯午後2時～3時
▷場所　生涯学習センター3階301研修室
▷対象　区内在住か在勤（学）の方
▷定員　60人（先着順）
▷講師　池田貴之氏（日本大学専任講師
　日大歯科病院インプラント科医局長）
▷問合せ　台東区歯科医師会
　 TEL（3874）6433

会員募集会員募集
●台東読書会（台東区・荒川区等文学作品）
▷日時　第1日曜日午前10時～正午
▷場所　根岸社会教育館ほか
▷会費　月額1,000円　
▷問合せ　戸田 TEL 080（1074）8890
●墨英会（水墨画）
▷日時　第1・3水曜日
　午後1時30分～3時30分

▷場所　千束社会教育館ほか
▷会費　月額3,000円
※体験無料・初心者歓迎
▷問合せ　牧野
　 TEL 090（5498）0075
●アトリエ・ドゥ・ムジカ（親子リトミック）
▷日時　金曜日午前10時～正午
▷場所　生涯学習センターほか
▷対象　生後4か月～3歳の子供と保護者
▷会費　月額3,000円、入会金1,000円
※体験会（要申込み）実施（2月25日㈮）
▷問合せ　飯島 TEL 090（2415）4599
●コーラス「ドレミ会」（初心者・男性の
方も大歓迎です）
▷日時　木曜日（月1回）
　午後1時30分～3時30分
▷場所　社会教育センターほか
▷会費　月額1,000円、入会金1,000円
▷問合せ　広瀬 TEL 080（8747）4290

官公署だより官公署だより
●老齢年金を受けている方に「令和3年分
公的年金等の源泉徴収票」を送付します
　日本年金機構から支払う年金を受給して
いる方に、1月中旬から下旬にかけて源泉
徴収票を送付します。確定申告や源泉徴収
の還付を受ける際に必要となります。
　紛失した場合は再発行できますので下記
へお問合せください。
※障害年金や遺族年金は非課税のため、源
泉徴収票は送付されません。　
▷問合せ　日本年金機構ねんきんダイヤル
　 TEL 0570（05）1165　
　050から始まる電話からは　
　 TEL （6700）1165　
　上野年金事務所　
　 TEL （3824）2511　
●にせ税理士・にせ税理士法人に
ご注意ください
　税理士資格のない者が税務相談、税務書
類の作成、税務代理をすることは、法律で
禁じられています。専門知識が欠けている

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。

等のため、依頼者（納税者）が不測の損害
を被るおそれもあります。税理士は税理士
証票を携帯し、税理士バッジを着用してい
ます。
※詳しくは、東京税理士会HPをご覧くだ
さい。
▷問合せ　東京税理士会事務局綱紀監察課
　 TEL（3356）4476
●国の教育ローン（日本政策金融公庫）
　高校・短期大学・大学などへの入学や在
学中に必要な資金を対象とした融資制度で
す。
▷限度額　学生・生徒1人につき350万円
▷利率　年1.65パーセント
▷返済期間　15年以内
▷問合せ　教育ローンコールセンター
　 TEL 0570（00）8656
●自筆証書遺言書保管制度を
ご利用ください
　ご自身で書いた遺言書を法務局で保管で
きる制度です。保管場所にお困りの方や、
書き替えられたりするといったトラブルが
心配な方、相続発生後に相続人等に見つけ
てもらえるか不安がある方におすすめです。
　詳しくは、法務省HPまたは法務局で配
布しているパンフレットをご覧ください。
▷問合せ　東京法務局供託課（遺言書保管
担当） TEL （5213）1441（直通）

●公証人による「遺言、相続、信託」
無料相談会（手話通訳あり）・要予約
▷日時　2月12日㈯・19日㈯午前9時～正
午

▷場所　生涯学習センター
※在宅無料相談もあり。詳しくは、下記問
合せ先へ。

▷申込み・問合せ　浅草公証役場
　 TEL（3844）0906
　 FAX（3845）2523
●東京都消費生活調査員募集
▷対象　4年4月1日現在都内在住で18歳
以上の方

▷任期　委嘱の日～5年3月31日
▷調査内容　①食品の表示状況の店舗調査
（5回）　②商品・サービスの表示・広告
の調査（3回）　③都が提供するはかりに
よる生鮮食品等15点の内容量調査(6回)

▷募集人数　500人（選考）
▷謝礼　3,000円（調査1回）
▷申込方法　申込用紙（「東京くらしWEB」
HPからダウンロード可）に必要事項を
書いて提出（電子申請可）
▷申込締切日　2月14日㈪
※詳しくは、「東京くらしWEB」HPをご
覧ください。
▷問合せ　東京都消費生活部
　 TEL（5388）3076

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容については、当事者間で
責任を持っていただきます。台東区公式HP上の「広報たいとう」にも掲載しますので、
ご了承ください（了承いただけない場合は、掲載することができません）。
※掲載基準等、詳しくは下記へお問合せください。
▷�問合せ　台東区役所広報課
　 TEL（5246）1021
　 FAX（5246）1029

電子申請でも受付を
開始しました！
（右記二次元コードより）▲催しものなど ▲会員募集

2月6～12日
●こんにちは区長です（5分）� Ａ
●ニュースたいとう（15分）�午前9時5分
●歴史と文化と下町と　魅力ある台東区
で働きませんか？など（40分）� B
2月13日～3月5日
●ニュースたいとう（20分）� Ａ
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
2月13～19日
●令和４年�新成人を祝う会（14分）� B
●中学生の「税についての作文」・ズーム
イン税（14分）� 午前9時34分
●見たい知りたい文化財　天王寺門前町
遺跡（6分）� 午前9時48分
●くらしに役立つ講座　18歳から大人～成
年年齢が変わります～（6分）�午前9時54分

2・3月の区役所制作番組案内
▷問合せ　広報課CATV担当 TEL（5246）1041

◀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。

※状況により、番組内容が変更
になる場合があります。

○放送時間のご案内
�A午前9時　B午前9時20分
C午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台
と午後5時台と午後9時台

の ひ ろ ば民区

2月20～26日
●子ども家庭支援センターあそびひろばが
20歳になりました‼︎（6分）� B
●令和4年度�予算案プレス発表（14分）
� 午前9時26分
●旧作品�ころばぬ先の健康体操＆脳トレ�
Part①（20分）� C
2月27日～3月5日
●障害者差別解消法についてご存知です
か？～あなたでもできる心配り～（6分）�
� B
●旧作品�ころばぬ先の健康体操＆脳トレ�
Part②（20分）� 午前9時26分
●旧作品�江戸をたずねる　上野東照宮ガ
イドツアー（14分）� 午前9時46分

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　 ch11


