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　　 　問合せ ●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

●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

　
Ａ. ワクチン接種後は、時間の経過に伴い、徐々に効果が低下して
いくことが示唆されています。3回目接種を行わなかった場合と比べ
て、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があることから
初回（1・2回目）接種を完了した方に追加接種をお願いしています。

　
Ａ. 台東病院、永寿総合病院、浅草病
院、浅草寺病院、台東一丁目区民館、
診療所で実施しています。早めの予約を
お願いします。

　
Ａ. 区HPで小児接種に関する情報を
掲載しています。厚生労働省HPでも詳
しい情報を掲載していますので、ご確
認の上、接種についてご検討ください。

　

Ｑ. なぜ、3回目接種が必要なの
　　　ですか？

台東区コロナワクチン コールセンター
（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）
TEL  03−4332−7912

右記二次元コードより▶︎
予約

Ｑ. 1・2回目接種はまだ
 　　実施していますか？

Ｑ. 小児接種（5〜11歳）について
 　　詳しく知りたいのですが？

新型コロナウイルスワクチンに関するＱ＆Ａ

12歳以上の方は3回目接種ができます
12歳以上の方は、2回目接種から6か月経過後に、3回目接種を受けることができます。接種日時点の年齢により予約方法が異なるため、
確認をお願いします。
▷接種券発送時期　昨年12月に2回目接種を終えた方へ5月11日㈬に発送します。
　※2回目接種から5か月経過後に順次接種券を発送します。
▷予約方法　●病院・集団接種会場の予約

電話予約 インターネット予約
（18歳以上の方のみ）

●診療所の予約　各診療所に直接お問合せください。接種可能な診療所は区ＨＰでご確認ください。

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

　 　 　

正しく使おうマスク！！ こまめにしよう手洗い・手指消毒！！ 目指そうゼロ密！！
会話時は必ず着用！
マスクを鼻に隙間なくフィットさせ、
しっかりと着用しましょう
鼻出しマスク× 
あごマスク×

こんなタイミングでは必ず！
・他の人と共有するものに触れた後
・食事の前後
・公共交通機関の利用後
・外から家に戻った後　　 など

1つの密でも避けましょう！
密接　マスクなし×　大声×
密集　大人数×　近距離×
密閉　換気が悪い×　狭い所×

　 発熱等の症状が
ある場合の相談窓口

●東京都 発熱相談センター（24時間）
　 TEL 03－5320－4592、03－6258－5780

●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 ※耳や言葉の不自由な方向け

　 　軽症と診断されても、のどの痛みや高熱、頭痛、嘔吐、
倦怠感などのつらい症状がみられるケースが少なくあり
ません。

「軽症」を 甘く見てはいけません
　　オミクロン株は、感染力が強く、家族のひとりが感染すると家庭内で
感染が広がる可能性が高まります。基礎疾患のある方や高齢者の方は、
重症化するリスクが高く、家族全員で感染を防ぐことが重要です。

変異株は感染力が高く、家族内感染が増加しています

　
　

　無症状や軽症であっても、一定の割合で、日常生活に影響を与える後遺症が
生じています。後遺症の影響も考え、感染対策を徹底することが大切です。
▷症状　記憶障害や集中力低下、抑うつ状態、咳、倦怠感、
　息切れ、嗅覚・味覚障害など
▷区内の相談窓口　区立台東病院 コロナ後遺症
　相談窓口担当（月～金曜日 午後2時～4時 ※祝日を除く）
　 TEL 03−3876−1465（専用電話）
　※区外の相談窓口は、右記二次元コードを
　　ご確認ください。

▲後遺症に関するリーフレット
　（東京都福祉保健局作成）

後遺症の体験談
数か月以上、ひどい
咳や倦怠感が続いて、
とてもつらい…

記憶力や集中力が
低下して、何も
手につかず困る…

20代男性（基礎疾患なし）
30代女性
（基礎疾患なし）

重症化しない場合でも、後遺症のリスクがあります

感染しない感染させない
今一度、感染対策の徹底を

う　　　  つ　　  さ　　せ　　な　　いう　　　  つ　　  ら　　な　　い

新型コロナウイルス感
染症に関する区の最新
情報は下記二次元コー
ドよりご確認ください。



区の世帯と人口 125,157世帯（前月比＋713世帯）世 帯 数 204,431人（前月比＋522人）人 　 口
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  【4月1日現在】
※住民基本台帳による

書道博物館で不折を感じる
企画展「みんなが見たい優品展 パート18 

 中村不折コレクションから 清朝碑学派の書」
6月12日㈰
まで

花卉図冊　呉熙載筆
清時代・同治9（1870）年

『龍眠帖』 　中村不折筆
明治41（1908）年

石鼓文－安国本－
戦国時代・前5～前4世紀

張猛龍碑
北魏時代・正光3（522）年

行書文語軸　阮元筆
清時代・19世紀

秋園妙趣図軸　呉昌碩筆
清～民国時代・19～20世紀

隷書七言聯　何紹基筆
清時代・19世紀

　清時代の後期、多くの学者や書家たちは、古代の石碑や青銅器等の文字に注目し、新たな境地を見出しました。金石資料に書のよりどころを求
めた人たちを碑学派と称します。今回の展示では、清時代に碑学を担った人たちの書画や、当時注目された石碑の拓本等を、中村不折のコレクショ
ンから紹介します。また、碑学派の影響を受けた中村不折の書もあわせて展示しています。

▷所在地　根岸2−10−4※アクセス方法等詳しくは、下記二次元コードをご確認ください。
▷開館時間　午前9時30分～午後4時30分（入館は午後4時まで）
▷休館日　月曜日（祝休日の場合は翌日）
▷入館料　一般500円、小中高生250円
　※未就学児、障害者手帳をお持ちの方とその介助者は無料
▷問合せ　書道博物館 TEL （3872）2645

書道博物館の利用案内

広報「たいとう」5月5日号（No.1300）の発行日は、5月6日㈮になります

中村不折ってどんな人？
　慶応2（1866）年、江戸の京橋に生まれる。23歳の時に画家を志して上京し、小山正太郎に師事。
　明治28（1895）年、30歳の時に正岡子規とともに日清戦争の従軍記者として清国に渡り、中国の書に触れる。
　明治34（1901）年から4年間パリで絵画を学ぶ。帰国後、書のデビュー作となる『龍眠帖』を出版。
　その後、絵画や書の作品を発表し、太平洋画会を代表する洋画家として不動の地位を獲得する。昭和 
11（1936）年、生涯にわたって収集した歴代の書の名品を公開するために、自宅の邸内に書道博物館を創設。

中村不折 
（1866～1943）

こんなところにも不折の作品！
　中村不折は夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』の挿絵や島崎藤村の『若菜集』
の表紙を手がけました。ほかにも、和菓子や日本酒の商品パッケージ、看板
の文字等に不折の書が使われています。 夏目漱石

『吾輩ハ猫デアル』の挿絵
中村不折筆

島崎藤村
『若菜集』の表紙

中村不折筆



【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 0120−288−322〉
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お知らせ

姉妹・友好・連携都市の文化・
観光施設を、割引料金で利用
できます

　今年度からは新規都市（連携都市）も対
象になります。
▷期間　5年3月31日㈮まで
▷対象　区内在住の方
▷対象都市　宮城県大崎市、長野県諏訪市、

栃木県日光市、福島県南会津町、福島
県会津美里町、大分県豊後大野市、山
形県村山市

▷新規対象都市（連携都市）　北海道鹿追町、
茨城県筑西市、滋賀県長浜市（5月1日
㈰から開始）

※ご利用の際は、各施設に住所が確認でき
る物（運転免許証等）を持参してくだ
さい。

※割引対象施設や観覧料等詳しくは、区
HPをご覧いただくか、下記へお問合せ
ください。

▷問合せ　都市交流課
　 TEL （5246）1016

住民税・国民健康保険料など
は、期限内にご納付ください

▷納付場所
・区役所および区民事務所・同分室の収

納窓口
・銀行や郵便局などの金融機関
・納付書にバーコードが印刷されている物

は、裏面に記載のあるコンビニエンス
ストアか、スマートフォンアプリ（モ
バイルレジ・LINE Pay・Pay Pay）に
よる納付

※スマートフォンによる納付について、
詳しくは区HPをご覧ください。

●休日窓口
　納付や納付相談ができます。 
▷日時　毎月第2日曜日午前9時～午後5

時
▷場所　区役所１階⑤番戸籍住民サービ

ス課
※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納付期
限内に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　収納課 TEL （5246）1107

特別区民税・都民税（普通徴
収分）の納税は、便利な口座
振替をご利用ください

　手続きは、口座のある金融機関、郵便局、
または区民事務所・同分室、区役所3階⑩
番税務課へ通帳と届出印鑑を持参し、｢預
金口座振替(自動払込)依頼書｣ でお申込
みください。
　納期の最終日に指定した口座から自動
的に振り替えて納付することができます。
※スマートフォン決済アプリ（クレジッ

トカード払い等）をご利用の場合は、
口座振替の取り消しが必要となります
のでご注意ください。

※4年度第1期分からの振り替えを希望さ
れる方は、5月10日㈫までにお申込み
ください。

▷ 納期（口座振替日）
・期別納付の場合　第1期6月30日㈭、第

2期8月31日㈬、第3期10月31日㈪、
第4期5年1月31日㈫

・一括納付の場合　6月30日㈭
※第1期～4期までの全額が引き落としと

なります。
▷問合せ　税務課 TEL （5246）1114

厚生労働省主催の4年度慰霊
巡拝が実施されます

　巡拝を希望する区内在住の遺族の方は、
下記へお問合せください。
▷巡拝地域　カザフスタン共和国、イル

クーツク州・ブリヤート共和国、ハバ
ロフスク地方・ユダヤ自治州、中国東
北地方（旧満州地域全域）、インドネシ
ア（ニューギニア島西部を含む）、東部
ニューギニア（ニューギニア島東部）、
ビスマーク諸島、インド、トラック諸島、
ミャンマー、フィリピン、硫黄島

※中止・変更の場合あり
▷問合せ　福祉課 TEL （5246）1172
　東京都福祉保健局計画課援護恩給担当

TEL （5320）4078

区では斎場を借上げています

　区民斎場は葬儀(通夜・告別式）専用の
施設です。　
▷施設名(所在地）
①徳雲会館(東上野４−１−４徳雲院内）
②千松閣（清川１−１−２本性寺内）
▷利用料金(本人負担額）
①20万円　②8万円
▷利用できる方　死亡日に区内に住所を

有していた方の葬儀を行う方か、区内
に住所を有する喪主の方

※詳しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　区民課 TEL （5246）1123

勤労者サービスセンター
会員募集

　中小企業で働く方の福利厚生として、レ
ジャー・観劇・グルメ・健康づくりなど、
充実したサービスを会員価格で提供してい
ます。
▷入会キャンペーン期間
　5月1日㈰～9月30日㈮
※上記期間中に新規入会した事業所の方

には、特典があります。
▷問合せ　産業振興事業団
　 TEL （5829）4123

4年度の保険料率等が決定しました（国民健康保険、後期高齢者医療制度）

※国民健康保険料に含ま
れる介護納付金分は、
40～64歳の方が対象
となります。65歳以上
の方の介護保険料は、
介護保険課より別途通
知されます。

※２義務教育就学前の被
保険者は４年度分の均
等割額が5割減額されま
す。3年度以前は減額さ
れません。

令和４年（第４５回）隅田川花火大会は開催中止します
　令和４年の開催に向けて関係機関と協議を重ねてまいりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するため、令和４年隅田川花火大会は中止となりました。
　開催を楽しみにされていた皆さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の
ほど、よろしくお願いします。
▷問合せ　隅田川花火大会実行委員会事務局 TEL （5608）1111

●国民健康保険料　4年度の所得割料率・均等割額が下表のように決定しました。義務教育就学前の被保険者は4年度分の均等割額が5割減額されます。

●後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上で一定の障害があり認定を受けた方を対象とした医療制度です。後期高齢者医療保険料は東京都後期高齢者医療広域連合
で決められ、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料率は、２年ごとに見直しが行われ、都内で均一です。
　４年度は、保険料率の見直しの年にあたり、下記のように変わります。新しい保険料の決定通知書は７月にお送りします。

4年度国民健康保険料の所得割料率・均等割額
6月14日㈫に国民健康保険料の通知を発送します。

所得割料率 均等割額 ※2 最高限度額

4年度 3年度 前年度比較
(ポイント) 4年度 3年度 前年度比較 4年度 3年度 前年度比較

医療分 7.16% 7.13% +0.03 42,100円 38,800円 +3,300円 65万円 63万円 ＋2万円

後期高齢者
支援金分 2.28% 2.41% −0.13 13,200円 13,200円 ― 20万円 19万円 ＋1万円

小計 9.44% 9.54% −0.1 55,300円 52,000円 +3,300円 85万円 82万円 ＋3万円

介護納付金分 ※ 2.18% 2.18% ― 16,600円 17,000円 −400円 17万円 17万円 ―

合計 11.62% 11.72% −0.1 71,900円 69,000円 ＋2,900円 102万円 99万円 ＋3万円

4･5年度　保険料額（年額）

保険料額
（限度額66万円）

均等割額
被保険者一人あたり

46,400円

所得割額
賦課のもととなる所得金額

× 9.49％
= +

保険料率等について、詳しくは区HPでご確認ください。
▷問合せ　国民健康保険については国民健康保険課資格係 TEL （5246）1252
　　　　　後期高齢者医療制度については国民健康保険課後期高齢者保険係 TEL （5246）1491

台東区文化・スポーツ特別賞を贈りました
　この賞は、文化・スポーツ活動等におい
て顕著な業績を有し、今後、区の文化およ
びスポーツの向上および発展に寄与する活
動が期待できる方に対して贈るものです。
●受賞者　橘慎人さん
　「D．LEAGUE 20−21」優勝
　（日本のダンスプロリーグ）
▷問合せ
　総務課 TEL （5246）1052

◀後期高齢者
　医療制度

◀国民健康保険



【毎月30日は、たいとう食ハピDay】　野菜や果物の皮を厚くむきすぎて、食べられる部分まで捨てていませんか。調理方法を工夫して、食材を無駄なくおいし
く食べてしまえば、生ごみも減ってハッピーに。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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　谷中地区では、平成28年度に「谷中地区まちづく
り方針」を策定し、その実現のため、特徴あるまち
並みの維持・保全と防災性の向上を目指す「谷中地
区地区計画」を2年10月27日に決定・告示しました。
　「谷中地区景観形成ガイドライン」は、谷中地区
地区計画に示す「建築物等の形態又は色彩その他の
意匠の制限」について、より分かりやすく表現し、
区と地域住民、事業者がその考え方を共有すること
を目的に策定しました。建築物等の計画に際しては、
本ガイドラインに沿った計画やデザインを進めてい
ただきます。
▷対象区域　谷中地区地区計画区域内（地区整備計

画区域内は地区計画の行為の届出が必要です)
▷パブリックコメントの実施結果
　7人の方から55件のご意見をいただ
　きました。
▷運用開始日　6月1日㈬
▷問合せ　地域整備第三課
　 TEL（5246）1365

谷中地区景観形成ガイドライン

　区では、区政運営の長期的指針となる台東区長期総合計画のもと、各個別計画を策定して、さまざまな分野の取り組みを計画的に推進しています。
　このたび、下記のとおり、各計画等の策定・改定・修正を行いました。
　子供から大人まであらゆる立場の区民が自分らしく安心して暮らし続けられる台東区を築いていくため、各計画等に掲げた施策や事業などを着実に展開していきます。
▷閲覧場所　区役所3階⑦番区政情報コーナー等（区HPでも閲覧可）　
　各計画等の策定にあたっては、広く区民の皆さんからご意見をいただくため、3年12月16日～4年1月6日にパブリックコメント（意見公募手続）を実施し、区
HPや区民事務所・同分室、地区センター等でご意見を受付けました。実施結果は各計画等に記載しています。詳しくは、区HPをご覧ください。
また、ご意見に対する区の考え方については、区HPの各計画等のページに記載しています。
貴重なご意見ありがとうございました。

台東区行政計画

　児童・生徒1人1台端末等のICT教育環境および学
校における校務の情報化推進のための基本的な計画
として策定しました。
▷基本目標　台東区学校教育ビジョンが掲げる基本

理念の実現に向けて、台東区立学校におけるICT
環境の整備および活用の推進を通して、児童・生
徒の情報活用能力の育成を図ります。

▷基本方針
・環境整備　学校における安全・安心なICT環境の整備
・活用推進　教科等指導における情報化の推進、家庭

学習等における情報化の推進、校務情報化の推進
・体制整備　学校教育情報化に関する研究、研修、

支援体制の確立
▷計画期間　4～7年度（4年間）
▷パブリックコメントの実施結果
　10人の方から15件のご意見をいた
　だきました。
▷問合せ　指導課
　 TEL（5246）1454

台東区学校教育情報化推進計画
　2年4月1日に改正健康増進法および東京都受動喫
煙防止条例が全面施行され、屋内での喫煙が原則禁
止となったことなどにより、屋外における喫煙環境
は大きく変化しており、喫煙環境の変化に沿った、
さらなる取り組みの推進が求められています。
　そこで、公衆喫煙環境に関する課題と対策を整理
し、喫煙する人としない人が共存できる分煙環境の
整備を推進するため「台東区公衆喫煙環境の整備指
針」を策定しました。
▷指針の構成
　第1章「指針策定の背景と目的」、第2章「喫煙環

境を取り巻く現況と課題」、第3章「今後の取り
組み」、第4章「喫煙環境整備の今後の方向性」

▷パブリックコメントの実施結果
　15人の方から20件のご意見をいた
　だきました。
▷問合せ　環境課
　 TEL（5246）1292

台東区公衆喫煙環境の整備指針

　区では、多文化共生のさらなる推進に向け、台東
区多文化共生推進プランを策定しました。
▷基本理念　言語や文化、生活習慣などの違いを相

互に理解・尊重し合い、誰もが地域社会の一員と
して活躍できる「多文化共生」の地域社会の実現

▷基本目標　①外国人と日本人が共に安心して生活
できる環境の整備　②多様性を尊重し、誰もが活
躍できる地域づくり　③多様な主体との連携によ
る多文化共生の推進

▷施策　①コミュニケーション支援の充実　②生活
環境の充実　③多文化共生意識の醸成　④交流を
通した外国人と日本人の相互理解の促進　⑤多文
化共生推進を支える体制づくり

▷計画期間　4～8年度（5年間）
▷パブリックコメントの実施結果
　3人の方から7件のご意見をいただ
　きました。
▷問合せ　人権・多様性推進課 TEL (5246）1116

台東区多文化共生推進プラン
　台東区地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、
台東区防災会議が策定する計画です。地震災害や風
水害の予防対策、応急・復旧対策および復興対策を
実施することにより、区民の生命、身体および財産
を保護し、災害に強い台東区の実現を図るために策
定している計画で、必要に応じて修正を行います。　
　今回は、これまでの区の災害対策の取組みや各種
法令の改正などを踏まえ、計画の修正を行いました。
▷計画の構成　第1部「総則」、第2部「施策ごとの

具体的計画（予防・応急・復旧計画）」、第3部「震
災復興計画」、第4部「警戒宣言に伴う対応措置」、
第5部「風水害予防計画」、第6部「風水害応急対
策計画」

▷パブリックコメントの実施結果
　1人の方から5件のご意見をいただ
　きました。
▷問合せ　危機・災害対策課
　 TEL（5246）1092

台東区地域防災計画
　行政計画は、長期総合計画に掲げる取り組みの具
体化を図り、基本構想の実現を目指すことを目的と
して策定しています。
　また、「ウィズコロナの時代における今後の区政
の考え方」を踏まえ、特に重点的に取り組むべき主
な事業として整理しました。
　なお、5年度から新たな行政計画の策定を予定し
ていることから、今年度は単年度の計画（4年度）
として策定しています。
▷計画期間
　4年度（1年間）
▷計画構成
　長期総合計画の体系に基づき、新たに13事業を

計画事業に位置付け、区政を取り巻く多種多様な
課題に対応するために、区が計画
的に取り組んでいく全275事業を
示しています。

▷問合せ　企画課
　 TEL（5246）1012

福祉
（高齢・障害等）

都では補助犬を給付しています

▷対象　区内在住の18歳以上の在宅の方
で次の全てに該当する方

①身体障害者手帳視覚障害１級
②盲導犬を使用することで社会活動への参

加が可能になる
※所得や補助犬訓練事業者と相談する等要

件がありますので、詳しくは申請前に
下記へお問合せください。
▷問合せ　障害福祉課
　 TEL（5246）1201

高齢者ふれあい入浴券の新規
申込みを受付けています
▷対象　区内在住の65歳以上の方で、次

のいずれかに該当する方（特別養護老
人ホーム等入所者は除く）

①ひとり暮らし
②65歳以上の方のみの世帯

③自宅に風呂がない方
▷配付枚数　年間20枚（申請月により異

なります）
▷利用方法　区内の公衆浴場で1回につき、

高齢者ふれあい入浴券1枚と50円を支
払い
▷利用期間　5年3月31日㈮まで
▷申込方法　本人確認できる物（健康保険

証・運転免許証等）を持参し、下記問
合せ先で直接申込み
▷申込締切日　5年3月31日㈮
▷問合せ
　高齢福祉課（区役所2階⑥番）　
　 TEL（5246）1222

認知症高齢者を介護する家族
のこころのケア相談（予約制）

　介護の悩み・介護方法等について、公認
心理師・臨床心理士が相談に応じます。
▷日時　毎月第1・3水曜日午後2時～4時
（1人50分程度）
▷場所　右記問合せ先か地域包括支援セン

ター
▷対象　高齢者本人または介護している家

族が区内在住の方

▷定員　各２人
▷申込方法　電話か直接下記問合せ先へ
▷申込締切日時
　各相談日１週間前の午前11時
▷問合せ　介護予防・地域支援課
　（区役所2階⑤番）
　 TEL（5246）1225

認知症高齢者の専門相談
（予約制）
　「最近、物忘れが多くなった」「時間や場
所の感覚が不確かになってきた」など認知
症に関する悩み等について、精神科医師が
相談に応じます。
▷日時　毎月第2・4金曜日午後2時～3時
（1人30分程度）
▷場所　区役所
▷定員　各2人
▷申込方法　電話か直接下記問合せ先へ
▷問合せ　介護予防・地域支援課
　（区役所2階⑤番） TEL（5246）1225

手話通訳者が待機しています

　聴覚障害または音声・言語機能障害のあ

る方が、区役所の窓口で円滑な手続きや日
常生活にかかる相談等ができるよう、手話
通訳者を配置しています。
※遠隔手話タブレットのご用意もあります。
▷日時　毎週水曜日（閉庁日除く）
　午後3時～7時
▷場所・問合せ　障害福祉課（区役所2階

⑩番）　TEL（5246）1058
　 FAX（5246）1209

金婚・ダイヤモンド婚おめで
とうございます
●金婚
・平木巖・絹代（谷中3）
・渡邊武雄・優子（元浅草3）
●ダイヤモンド婚
・八巻信太郎・聖子（根岸3）
・小林正明・美箭子（根岸3）
・石井孝信・鎭子（谷中1）
　結婚50周年（ダイヤモンド婚は60周年）
を迎えるご夫婦で、2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

策定・改定・修正した各計画等の概要をお知らせします策定・改定・修正した各計画等の概要をお知らせします



【電子申請】　窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。
〈台東区情報システム課 TEL （5246）1031〉

第1299号　5広報

ブロック塀等の
改善工事費助成

上記に当てはまらない場合は注意が必要です。区では改善のための助成等も行っています。
詳しくは、左記へお問合せください。

補助率は対象工事費の2分の1で、限度額は15万円とし
ます。※区から通学路沿道ブロック塀等適合性調査結果
通知書を受けた塀等は助成内容が異なる可能性があるた
め、別途お問合せください。
対象となる塀等道路に面した高さ1.2メートルを超える

コンクリートブロック造、組積造、その他これらに類す
る構造の塀または門柱　 工事の内容 ブロック塀等を除
却する工事（塀等をフェンス、生垣、植栽等へ作り直す
工事を含む）など※助成を受けるには、区への事前申請
が必要です。今年度の助成承認申請締切は、5年1月13
日㈮頃を予定しています。助成対象等詳しくは、下記へ
お問合せください。　問合せ建築課構造防災担当
TEL（5246）1335

塀の高さの
5分の1以上

10cm以上
（塀の高さが
2mを超える場合は
15cm以上）

（高さ1.2mを超える）

塀の厚さの
1.5倍以上

ひび割れや
傾きがないことこの部分に

隙間がないこと

塀の高さの
1/10以上

塀の高さの
5分の1以上

10cm以上
（塀の高さが
2mを超える場合は
15cm以上）

（高さ1.2mを超える）

塀の厚さの
1.5倍以上

ひび割れや
傾きがないことこの部分に

隙間がないこと

塀の高さの
1/10以上

ご自宅のブロック塀・石塀をチェックしましょう

住宅
まちづくり

建築物の耐震化助成

　昭和56年以前に建てられた住宅や建築
物を対象に、耐震診断等の助成を行ってい
ます。
▷耐震診断（②③は補強設計を含む）
①木造住宅は費用の全額(上限15万円)
②木造以外の住宅は費用の2分の1(上限

50万円)
③住宅以外の建築物等は費用の10分の8
（上限15万円）
▷木造住宅の補強設計　費用の2分の1(上

限6万円)
▷住宅の耐震改修工事助成　重点地域内は

費用の3分の2(上限200万円)、その他
の地域は費用の2分の1(上限150万円)

※重点地域については、下記へお問合せく
ださい。2段階に分けての改修工事も助
成します。
▷除却工事助成　費用の3分の1(上限50

万円)
※耐震診断の結果が一定基準に満たない住

宅・建築物が対象
※助成を受けるには、区への事前申請が必

要です。今年度の助成承認申請締切は、
5年1月13日㈮頃を予定しています。
▷問合せ　建築課 TEL（5246）1335

地籍調査にご協力ください

　区では国土調査法に基づき、地籍調査を
行っています。
　公図・土地境界図等を基に測量を行い、
皆さんの土地と道路との境界について、立
会いのうえ確認をします。対象の方には、
立会い依頼書を送付します。
▷期間　4月～5年3月
▷場所　台東区根岸４丁目
▷問合せ　道路管理課
　 TEL（5246）1306

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅
　家族向・単身者向等（抽選方式）
▷申込書配布期間
　5月6日㈮～16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

地域のまちづくりを進めるた
めに専門家を派遣しています

　区内で、建築物の共同化やまちづくりル
ールの策定などの市街地整備の取り組みを
行う団体に対し、専門家（まちづくり相談
員）を派遣しています。
　また、まちづくり活動を始める初動期の
取組み（勉強会、地域の課題・目的の整理、
団体の活動方針の決定、組織体制の整備な
ど）に対する派遣も行っています。
▷対象　まちづくりを目的として、複数の

区民により設置されたまちづくり団体、
または、まちづくりを始める初動期の
まちづくり団体

※このほか、まちづくり活動推進団体に対
する助成も行います。詳しくは、下記
へお問合せください。
▷問合せ　都市計画課 TEL（5246）1364

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

　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

※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～39歳のひきこもり等

の状態にある方とその家族
▷受付日時
　月～土曜日午前10時～午後6時 
▷費用
・電話相談および訪問・来所相談
　無料（回数制限あり)
・「居場所」利用料の半額を補助
※40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、1人
で悩まず、気軽にご相談ください。

▷相談受付ダイヤル
　(公社)青少年健康センタ－茗荷谷クラブ
　 TEL（3941）1613
▷問合せ
　子育て・若者支援課　
　 TEL（5246）1341

養育費の受け取りを支援します

●「子供の養育プラン」作成支援
　離婚後の子供の養育について考えるき
っかけとするため、養育費や面会交流に
ついて父母間の取り決め内容を確認する
シートの作成を、母子父子自立支援員が
支援します。
●公正証書作成等手数料補助
　継続的に養育費の受け取りができるよう、
債務名義となる公正証書等の作成をした際
に、その手数料等の補助をします。
▷対象　母子家庭の母、父子家庭の父また

は離婚を考えている父母
▷対象経費　公正証書作成に要する公証人

手数料等、家事調停・家事審判の申立
てに要する印紙代等
▷補助上限額　3万円（1人1回限り）
※いずれも要事前相談
▷問合せ　子育て・若者支援課（区役所6

階⑥番） TEL（5246）1232

特別区立幼稚園臨時的任用教
員採用候補者募集
▷職種　臨時的任用教員（幼稚園）
▷対象　幼稚園教諭普通免許状を現に有す

る者
▷勤務地　東京23区の区立幼稚園（大田

区・足立区を除く）
▷面接実施日（応募期間）
　5月10日㈫（4月25日㈪まで）、6月13

日㈪・14日㈫（5月18日㈬～6月6日
㈪）・7月19日㈫（7月4日㈪～12日㈫）、
8月23日㈫（8月8日㈪～16日㈫）、9
月12日㈪（8月29日㈪～9月6日㈫）、
10月17日㈪（9月30日㈮～10月11日
㈫）

※事前電話予約が必要
▷選考方法　書類選考、面接
※面接は、新規申込者および特別区立幼稚

園の臨時的任用教員として最近5年間に
勤務実績のない方が対象

※更新申込者は6月選考にて申込み
▷申込書配布場所　各区教育委員会事務局
（台東区は区役所6階①番指導課）およ
び下記問合せ先
▷問合せ　〒102－0072　千代田区飯田

橋3－5－1　東京区政会館17階

　特別区人事・厚生事務組
合教育委員会事務局

　人事企画課採用選考担当
　 TEL（5210）9857

環境
リサイクル

省エネ機器等の助成金のご案内

　区では、住宅や事業所へ省エネ効果のあ
る機器等を導入する場合に、助成を行って
います。機器をお得に導入して省エネに取
り組みましょう。
※必ず工事前に申請してください。
※申請方法等、詳しくは区HPをご覧にな

るか、下記へ
▷期間　通年（予算が無くなり次第、受付

終了）
▷対象　区内の建物に導入する方
▷問合せ　環境課 TEL（5246）1281

家庭から出る園芸用土を回収し
ています

　家庭で不要と
なった鉢植え等
の園芸用土を半
透明のビニール
袋等に入れて下
記回収場所へお
持ちください。
▷回収日時
　第４土曜日午前10時～正午
▷回収場所　偶数月は旧下谷小学校校庭
（区役所裏）、奇数月は環境ふれあい館
ひまわり

※1度に出せる量は20リットル袋１つま
でです。枯れた植物の枝や根、石など
の異物は取り除いてください。

※事業所のもの、砂・泥・肥料・木くず等
の園芸用土ではないものや、鉢・プラ
ンターは回収できません。
●リサイクル用土を無料配布します
　回収した家庭用園芸用土を再生処理し、
毎月無料で配布します。配布場所および日
時は、上記と同じです。
▷配布数（先着順）1人につき１袋（５リ

ットル程度）
※なくなり次第終了。　
▷問合せ
　園芸用土の回収は清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1018
　リサイクル園芸用土の配布は環境課
　 TEL（5246）1323



【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

朝倉彫塑館から

●常設展示内特集
　「朝倉文夫の意外な仕事2」
時 6月1日㈬まで　 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
※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 朝倉彫塑館 TEL （3821）4549

▲五典の池

奏楽堂日本歌曲コンクール
「第33回歌唱部門」
「第28回作曲部門」

●歌唱部門
第1次予選  時 5月12日㈭～15日㈰

午前10時
第2次予選  時 ５月21日㈯午前10時
本選 時 ５月29日㈰午後１時30分　
●作曲部門
本選 時 ５月29日㈰午前11時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
費 歌唱部門1次・2次予選は入館料300円、
本選は入場料2,500円(両部門共通)
※未就学児入場不可
本選チケット取扱い

カンフェティチケットセンター
TEL 0120－240－540
予約受付開始日時
4月27日㈬午前10時　カンフェティチケ
ットセンター・旧東京音楽学校奏楽堂　
場 ・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

区民健診

受診期間 6月～5年1月　場 区内協力医療
機関　対 区内在住の方（40歳未満で他に
健診機会のない方）　申 下記問合せ先で毎
月16日（16日が土・日曜日の場合は翌月
曜日、祝日の場合は翌日）から約2か月先
の申込みができます。※受付後、受診票等
を受診の半月前をめどに郵送します。各医
療機関に直接予約を行ってください。
申込期間 4～11月　問 台東保健所保健サ
ービス課 TEL （3847）9481

台東区ラジオ体操連盟創立70
周年　夏期巡回ラジオ体操・み
んなの体操会

時 7月20日㈬午前６時（5時30分開場）　
場台東リバーサイドスポーツセンター陸上
競技場※雨天中止。事前申込みが必要。応
募者多数の場合抽選。持 動きやすい服装 
飲み物、タオル等　申 ㈱かんぽ生命HPか
ら申込むか、はがきに開催会場名・開催日
記入例 2 ～ 4・参加人数（同伴者６人まで）
を書いて下記問合せ先へ※詳しくは、区
HPをご確認ください。締 6月20日㈪（必
着）　問 〒150－8681　渋谷郵便局留め
ラジオ体操イベント運営事務局
TEL （6427）1610　
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 5月
15日㈰午前10時～午後4時　場 花川戸公
園※車での来場不可、天候や実施団体の判
断により中止の場合あり　 出店数（予定）
40店　 出店料 2,000円※区民は会HPか
ら予約で1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く）リサイクル

推進友の会（午前10時～午後4時）
TEL （3412）6857　問 台東区清掃リ
サイクル課 TEL （5246）1018
●子供用品限定　ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集　時 6月26日㈰午前10時～
午後2時　 出店数 21店（抽選）※区内在
住の方優先　申 記入例 1 ～ 5 ・子供の年
齢をメールで下記問合せ先へ※電話での申
込不可、営業関係の方の出店不可　締 5月
23日㈪午後6時※出店決定者のみ出店票
を送付　
場 ・問 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ル活動室 TEL （3866）8185

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp
●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　シャワー椅子(介護用)、ハン
ディクリーナー、コーヒーメーカー ほか
ゆずってください　CDラジカセ
※上記の情報は4月12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

図書館のこどもしつから

●あかちゃんえほんタイム
時 ５月10日㈫午前11時　対 区内在住の
令和２年11月10日～３年11月９日生まれ
の子供と保護者　定 8組※子供1人につき
1回まで※申込みは保護者に限る
申込開始日 ４月26日㈫　
場・申・問 中央図書館 
TEL （5246）5911

来食サービス（いきいきランチ）

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設
の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと
れた食事を提供します。　時 月～金曜日

（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時
場 三ノ輪福祉センター2階レストラン
対 区内在住か在勤の60歳以上の方　
定 20人（先着順）　費 570円　申 下記問
合せ先で配布する申込用紙に記入し提出
持 本人確認できる物（健康保険証等）　
問 みのわ高齢者在宅サービスセンター
TEL （5603）2245

講座・相談会など講座・相談会など
くらしに役立つ講座「初めての
資産運用　投資信託ってなに?」

投資信託のしくみ、種類や特徴、リスクな
ど基礎知識を学ぶ講座です。時 5月20日
㈮午後2時～3時30分　場 生涯学習セン
ター　対 区内在住か在勤（学）の方　定 30
人（先着順）※託児あり（6か月以上の未
就学児・5人程度）　講 NPO法人金融と証
券を学習する会　
申 右記二次元コードから申込むか記入例

1 ～ 4 、在勤（学）の方は 6 7 、託児希望
の方は子供の 3 5 ・性別を電話かファク
スで下記問合せ先へ※託児希望の申込締切
日は5月13日㈮
問 くらしの相談課
TEL （5246）1144　
FAX（5246）1139

「台東区観光ボランティアガイ
ド」養成講座

時 6月～5年3月の第2・4の水曜日午前
10時～正午　対 区内または近隣区在住で、
台東区の歴史や文化に関心があり、全日程
受講可能で、講座終了後はボランティアガ
イドとして活動できる方※詳しくは、６月
８日㈬午前10時からの事前説明会でお知
らせします。　定 30人程度　費 テキスト代
申 往復はがきに記入例 1 ～ 5 ・職業・メ
ールアドレス・応募動機を書いて下記問合
せ先へ　締 5月27日㈮（必着）　
場・問 〒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
TEL （3842）5599　
浅草文化観光センター
TEL （3842）5501

初心者のためのスポーツ教室
（卓球）
時（全7回）5月20日～7月8日の金曜日（6

月17日を除く）午後7時～9時　対 区内在
住か在勤（学）の高校生以上の方　
定 30人（先着順）　持 運動着、室内履き
申込期間 4月20日㈬～5月11日㈬　
場 ・申・問 台東リバーサイドスポーツセ
ンター　 TEL （3872）3181

初心者ゴルフ教室

時（全8回）6月2日～30日の月・木曜日（６
月23日を除く）午後６時30分～８時30
分　場 台東リバーサイドスポーツセンタ
ー、フジゴルフセンター（江東区木場）
対 区内在住か在勤（学）の18歳以上の方
定 20人（抽選・初めての方優先）　講 台
東区ゴルフ連盟講師団　費 12,000円（8
回分）※別途練習場のボール代　申 はが
きに記入例 1 ～ 5 ・性別、在勤の方は 6

7 を書いて下記問合せ先へ　
締 5月20日㈮（必着）　
問 〒111－0024　台東区今戸1－1－10 
台東リバーサイドスポーツセンター
TEL （3872）3181

産業研修センターの催し

●革製品のリメイクと染色教室
時（全10回）6月4日～11月19日の土曜日
午後1時30分～４時30分　対 区内在住か
在勤の方　定 10人（抽選）　費 10,000
円（10回分）※別途消耗品代5,000円程
度　申 往復はがきに記入例 1 ～ 4 ・年代 
在勤の方は 6 7 を書いて右記問合せ先へ
締 ５月14日㈯（必着）　
●第１回革小物（カップスリーブ）
　手作り教室　
時 ６月11日㈯午後１時30分～３時30分
対 区内在住か在勤（学）の小学５年生以
上の方※小学生は保護者同伴　定 10人

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

●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。

申込みの記入例

子ども家庭支援センターの催し
催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

パパタイム～ベビー
マッサージ～

5月14日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の5か月まで
の子供と父親

5組
(先着順)

4月27日
㈬

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL （5824）2535

産後ママのための骨盤
メンテナンスヨガ

5月13日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月まで
の子供

8組
（先着順)

4月27日
㈬

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

フラダンスを踊ろう 5月9日㈪
午前10時30分～11時15分

区内在住の4～10か月
の子供

8組
(先着順)

4月20日
㈬

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631
プレママさんいらっ
しゃい♪～おなかの赤
ちゃんとひろば体験～

5月17日㈫
午前10時45分～11時45分

区内在住の妊娠5か月
以上の方

5組
(先着順)

4月27日
㈬

日本堤子ども家庭支援セン
ター谷中分室「ぽかぽかひ
ろば」 TEL （3824）5532
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定 20人（ 抽 選 ）　
講 樺澤智江氏（日
本家庭園芸普及協会
公認グリーンアドバ
イザー）　
費 2,000円（材料費）
申 はがき（１人1枚）
に記入例 1 ～ 5 を
書いて下記問合せ先へ（電子申請可）　
締 5月23日㈪（必着）　
問 〒110－8615　台東区役所環境課　
TEL (5246）1323

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

時 5月14日㈯午後1時30分～4時15分　
場 区役所10階会議室　対 区内のマンショ
ン所有者　定 6組（先着順・1組45分程度）
相談員 弁護士か一級建築士　
申込開始日 4月20日㈬　締 5月11日㈬　
申・問 住宅課　
TEL （5246）9028

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口

住まい探しにお困りの方へ住宅探しのお手
伝いをします。
時 月～金曜日午前8時30分～午後5時※予
約優先　対 区内在住の高齢者、障害者、
ひとり親世帯など　
場 ・ 申・ 問 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

読み聞かせ講習会　夜間（初級）

時 ①５月10日㈫（小学生向け）　②24日
㈫（未就学児向け）　①②午後6時～7時
30分　対 これから読み聞かせの活動を始
めたい・始める予定の初心者の方　
定 20人（先着順）　講 児玉ひろ美氏（JPIC
読書アドバイザー）※以前同講習会（リモ

時 日時・期間　場 場所・会場　対 対象　定 定員　内 内容　講 講師
費 費用・会費・参加料・金額　申 申込方法・申込み　持 持ち物　締 申込締切日　問 問合せ凡例

（抽選）　講 小島宙丸氏
（浅草ものづくり工房）

費 １,000円（勤労者
サービスセンター会員
は500円）　 申 往復は
がきに記入例 1 ～ 4 ・
年代、在勤（学）の方は 6 7 、会員の方
は会員番号を書いて下記問合せ先へ
締 ５月20日㈮（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場・ 問 〒111－0023　台東区橋場1－
36－2　産業研修センター
TEL （3872）6780

大技、世界一周に挑戦
けん玉教室

場所を選ばず楽しめるけん玉を使った健康
づくりです。
時 6月23日㈭、７月21日㈭午後3時～4時
場 入谷区民館　対 区内在住でおおむね65
歳以上の男性　定 20人（抽選）　講 日本
けん玉協会講師　申 老人福祉センター、
老人福祉館、かがやき長寿ひろば入谷で配
布する申込用紙に記入し、下記郵送先へ郵
送または持参※申込書は老人福祉センター
HPからダウンロード可　
締 5月27日㈮（必着）
持参時の持ち物 本人確認できる物（老人福
祉施設使用登録証等）、84円切手　
郵送先 〒110－0015　台東区東上野2－
25－14　老人福祉センター
問 かがやき長寿ひろば入谷
TEL （3834）6370

シニアのための尿もれ予防教室

時 5月24日㈫午後2時～3時　場 台東区民
会館　対 区内在住でおおむね65歳以上の
方　定 40人（抽選）　講 北廣和江氏（日
本コンチネンス協会・看護師）　
申 はがきに記入例 1 ～ 4 を書いて右記問
合せ先へ　締 5月12日㈭（必着）　

問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295

音訳者養成のための初級朗読講
習会

時（全5回）6月3日～7月1日の金曜日午後
1時30分～3時30分　対 朗読ボランティ
アに関心があり簡単なPC操作ができる方 
定 15人程度（抽選）　講 台東リーディン
グサービス　申 記入例 1 ～ 5 を電話かフ
ァクスで下記問合せ先へ　
締 5月18日㈬　場・問 松が谷福祉会館
TEL （3842）2672　
FAX（3842）2674

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」（予約制）

時 5月19日㈭午前10時～正午（1人20分
程度）　場 台東保健所4階　
対 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・問 台東保健所保健サービス課
TEL （3847）9497

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。
時 ①5月18日㈬　②24日㈫　①②午前9
時30分～11時　対 区内在住で就学前の子
供を育てている方　場 ・申・問 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

花とみどりの園芸講習会
「夏を楽しむ寄せ植えを作ろう」
時 6月12日㈰午後１時　場 区役所10階会
議室　対 区内在住か在勤（学）の方　

ート除く）に参加した方、子供を連れての
受講不可※申込みは本人に限る
場・申・問 中央図書館
TEL （5246）5911

たなかクラブ
「キッズ・チアダンス教室」

時（全5回）5月20日、6月3日・17日、7月
1日・15日の金曜日午後5時30分～6時
30分　場 たなかスポーツプラザ　対 区内
在住（学・園）の4歳～10歳の子供　
定 15人（先着順）　費 3,500円（保険料
含む）申 たなかクラブ（たなかスポーツ
プラザ内）で参加費を添えて直接申込み　
申込開始日時 4月21日㈭・22日㈮・28日
㈭、5月6日㈮・12日㈭・13日㈮木曜日は
午後1時～5時、金曜日は午後5時～6時
30分※定員になり次第、申込受付終了　
問 たなかクラブ　
TEL （3875）2860
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

年 中 行 事
〈5月〉

5日 　宝の舞（浅草寺境内）
5月上旬 　下谷神社大祭（下谷神社）
20〜22日 　三社祭（浅草神社）、小野照

崎神社大祭（小野照崎神社）
5月下旬 　さつきフェスティバル（上野公

園噴水前広場、上野グリーンクラブ）
25日 　五條天神社例大祭（五條天神社）　
28・29日 　お富士さんの植木市（浅間神
社周辺）

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（予約制）
日時 場所

5月17日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
5月18日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

5月10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

5月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
5月12日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
5月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
5月17日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
5月18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

5月18日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
5月24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。

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」
4～5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。

ふるさと交流ショップ 台東とは

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

4月21日㈭～26日㈫ 岩手県花巻市
4月28日㈭～5月3日㈷ 千束通商店街

5月5日㈷～10日㈫ 鹿児島県鹿児島市
5月12日㈭～17日㈫ 秋田県鹿角市
5月19日㈭～24日㈫ 茨城県筑西市

▲過去のショップの様子（鹿児島県鹿児島市）▲
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町会連合会だより町会連合会だより

　台東区町会連合会（小幡拓也会長）の定
例会が4月7日に開催され、次の件につい
て区役所の担当課から説明があり、協力し
ていくことになりました。
　広報「たいとう」の配付について ほか
6件

催しものなど催しものなど

●台東区写真連盟写真展 第30回「写日記」
▷日時　4月30日㈯正午～午後6時、5月

1日㈰～３日㈷午前10時～午後6時、5
月4日㈷午前10時～午後5時

▷場所　浅草公会堂1階
※随時、会員も募集中。詳しくは下記へ。
▷問合せ　永田 TEL （3874）3436
●第8回久月人形学院 浅草作品展
　木目込人形と押絵を展示します。
▷日時　5月1日㈰～5日㈷午前10時～午

後6時　（最終日は3時まで）
▷場所　浅草文化観光センター7階　
▷問合せ　久月人形学院　事務局
　 TEL （5687）5180
●ヴィオラスペース 2022 vol.30　第5
回東京国際ヴィオラコンクールセミ・ファ
イナルラウンド　30組60人ご招待
▷日時　6月1日㈬午後1時～5時　
▷場所　飛行船シアター
　（旧 上野学園 石橋メモリアルホール・

東上野4－24－11）
▷対象　区内在住か在勤（学）の方

▷入場料（全席自由）　一般2,000円、
　U25（25歳以下） 1,000円
▷申込方法 はがき（1組1通）に住所・氏

名・電話番号、勤務先（学校名）を書
いて下記問合せ先へ

▷申込締切日 5月13日㈮（必着）
▷問合せ　〒150－0001
　渋谷区神宮前5－53－67
　㈱テレビマンユニオン内
　東京国際ヴィオラコンクール運営事務局
　「セミ・ファイナル」係
　 TEL （6418）8617

会員募集会員募集

●楽しくやさしい初心者のための英会話
　（60歳以上）
▷日時　水曜日午後1時～2時
▷場所　生涯学習センターほか　
▷会費　月額4,200円、入会金1,000円
▷問合せ　富

と が し

樫
　 TEL 080（5821）9146
●小島卓球クラブ
▷日時　土曜日午後7時～9時
　日曜・祝日正午～午後2時
▷場所　ことぶきこども園ほか
▷会費　日額200円
▷問合せ　米田
　 TEL 090（8897）9316
●上野混声合唱団
▷日時　火曜日午後6時30分～9時
▷場所　上野社会教育センターほか
▷会費　月額4,000円（学割あり）、入会

金1,000円
▷問合せ　吉川 TEL （3875）2240

5・６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
チャンネルからご覧い
ただけます。

5月22～28日
●レッツ トライ!! 日常備蓄を進めましょう 

（6分） B
●子育てお悩み解決し隊 ねんね問題対処
法（6分） 午前9時26分
●旧作品 台東区産業フェア～つながる
キッカケになれる場所～（14分）
 午前9時32分
●旧作品 台東区ウォーキングマップ紹介
(14分) 午前9時46分
5月29日～6月4日
●世界文化遺産「国立西洋美術館」リニュー
アルオープン（6分） B
●旧作品 幼児食へのステップアップ
(20分) 午前9時26分
●旧作品 教えて 池波正太郎記念文庫
(14分) 午前9時46分
※状況により、番組内容が変更になる場合があ

ります。

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　 ch11

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。

5月1～7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
●旧作品 たいとうタイムトラベルPart① 
上野・東上野・根岸・谷中（40分） B
5月8日～6月４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
5月8～14日
●旧作品 たいとうタイムトラベルPart② 
浅草・雷門（40分） B
5月15～21日
●たいとうタイムトラベルPart⑧ 猿若町

（20分） B
●旧作品 生誕135周年 特別コンサート

「山田耕筰～器楽の世界～」(20分) C

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。区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　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

の ひ ろ ば民区

官公署だより官公署だより

●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　5月21日㈯・28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、下記へ。
▷申込み・問合せ　浅草公証役場
　 TEL （3844）0906
　 FAX（3845）2523

ニュースアプリ「S
スマートニュース
martNews」の、

「台東区チャンネル」で、情報を発信しています！

登録方法

　区HPの情報に加え、区の暮らしや魅力に関するニュースを、スマートフォンやタ
ブレットで、手軽に入手することができます。

●スマートニュースを初めて利用する方　右記二次元コードより無料ア
プリ（通信料は自己負担）をダウンロードしてください。
※自動的に「台東区チャンネル」が登録されない場合は下記手順に

沿って登録してください。
●既にスマートニュースを利用している方

右上の「追加」
ボタンをタップ
して登録完了

検索バーから
「台東区」を
検索

チャンネルタブ
から「もっと」
を選択

○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

ガイドブック


