
　

　 3回目接種間隔の変更について  3回目接種の接種間隔が、5か月以上に短縮となります。4年１月に2回目接種をされた方には、5月20日㈮に接種券を発送します。
※1・2回目接種、小児（5～11歳）接種についても、引き続き、病院・診療所等で実施しています。
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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。

　

　

新型コロナウイルスワクチン

４回目接種
始まります

・60歳以上の方
・18歳以上の方で①基礎疾患を有する方または②重症化リスクが高いと
医師が認める方

1．区HP（右記二次元コードより閲覧
可）記載の病気等で通院または入院し
ている方

2．基準（BMI30以上）を満たす方
※BMI30の目安は、身長170cm体重
87㎏、身長160cm体重77㎏

●60歳以上の方
　3回目接種から4か月経過後、順次発送します。
●18歳以上の方で①基礎疾患を有する方または②
重症化リスクが高いと医師が認める方
　1・2回目接種の際に、基礎疾患等を有する申請
を行っている方については、3回目接種から4か
月経過後、接種券を発送します。

※18歳以上の①基礎疾患を有する方または②重症化リスク
が高いと医師が認める方で、申請をしていない方について
は、接種券発送の事前申請が必要となります。5・6月に4
回目接種が可能な方は、5月23日㈪から郵送・電子での事
前申請を開始します。

　対象（3回目接種を受けてから5か月以上経過している下記の方）

基礎疾患を有する方の範囲について

　接種券の発送等について
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●
●ファイザー会場（上記のほか区内診療所約100か所でも接種実施）
●モデルナ会場

※この地図は概略図です。

●永寿総合病院
（西町公園内プレハブ）
　東上野2−23−3

●台東一丁目区民館
　台東1−25−5
※実施機関は上野病院です。 ●浅草寺病院　浅草2−30−17

●台東病院　千束3−20−5

●浅草病院
（今戸駐車場内プレハブ）
　今戸2−26−13

接種会場

予約方法
●病院または集団接種会場の接種予約

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）

※つながりにくい場合があります。時間をおいてお電話ください。
※インターネットでの予約は準備が整い次第、区HP等でお知らせします。

●診療所での接種予約

接種券が届き次第、予約ができます。

集団接種会場を、花川戸1丁目施設・谷中防災コミュニティ
センター・たなかスポーツプラザの3か所で7月から開設予
定です。準備が整い次第、区HP等でお知らせします。

３回目接種時期 接種券発送日

3年12月
4年1月

5月18日
発送済み

２月 ６月中旬

３月 ７月中旬

かかりつけ医または1・2回目
接種を受けた診療所に直接お
問合せください。
※3回目接種日から
　5か月以上経
　過している日
　での予約と
　なります。

※4回目接種時期は3回目接種から5か月以上経過した後です。
　国の法令改正により接種開始日が決定されます。詳しくは
区HPをご確認ください。

※1・2回目接種時に事前申請をしていない方は、接種券発行の事前申請が必要となります。



区の世帯と人口 126,094世帯（前月比＋937世帯）世 帯 数 205,273人（前月比＋842人）人 　 口
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  【5月1日現在】
※住民基本台帳による

①保健所から療養に関する案内を記載した
　ショートメール(SMS)を
　送ります。
②保健所から電話をします。

50歳以上の方・基礎疾患(※1)
のある方・妊婦の方

　持病や症状等の聞き取り、入院等の療
養方針をご相談します。宿泊療養の希望
やその他の困りごと等のご相談も電話で
お受けします。

（※1） ①慢性閉塞性肺疾患（COPD等）、慢性腎臓病（透析を受
けている方等）、糖尿病、高血圧、心血管疾患、免疫抑制剤や抗
がん剤等を用いている　など　②基準（BMI 30以上）を満たす方　
BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

・保健所から療養に関する案内を記載したショートメール(SMS)を送ります。
　※保健所から電話はありません。

50歳未満 かつ 基礎疾患のない方

自宅療養される方
ご自身で健康観察をお願いします。
保健所から療養終了の連絡はありま
せん。

自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」
TEL 0120−670−440（24時間対応）
体調不良や療養中の相談、食料品・パルスオキ
シメータの配送など、療養中の困りごとに対応
します。
▷食料品・パルスオキシメータは都HPからの申込み可

宿泊療養を希望される方
ご自身でお申込みください。

「東京都宿泊療養申込窓口」
TEL 03−5320−5997

（午前9時～午後4時、土・日曜日・祝日
も対応）
・療養施設が決定するまでは、自宅療

養となります。
・療養終了の案内は、施設からの指示に

従ってください。

年齢や基礎疾患の有無にかかわらず「陽性」となった方はご確認ください！

・症状がある場合　発症日を0日として、その翌日から10日間 かつ 症状が軽快（※2）してから
　　　　　　　　　72時間を経過するまで
・症状が無い場合　検査日(検体採取日)を0日として、その翌日から7日間経過するまで
　　（無症状）

・待機期間について　同居していない場合は、陽性者との最終接触日の翌日から7日間（※3）　
　　　　　　　　　　同居している場合は、以下のいずれか遅いほうを0日目として、
　　　　　　　　　　その翌日から7日間（※3）
　　　　　　　　　　　・陽性者の発症日(無症状の場合、検査を行った日)
　　　　　　　　　　　・陽性者の発症に伴い、感染対策（※4）を講じた日　　　　

・発熱等の症状がある場合　速やかにかかりつけ医等の医療機関を受診するか、下記へ相談してください。
　　　　　　　　　　　　　●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）
　　　　　　　　　　　　　●東京都 発熱相談センター（24時間）　 TEL 03−5320−4592、03−6258−5780

（※2）解熱剤を飲まない
状態で、熱が37.5℃未満
かつ呼吸器症状が悪化し
ていないこと

（※3）4日目および5日目
に、薬事承認された抗原
検査キットでの検査（自
費検査）で両日陰性の場
合は5日目から解除可

（※4）陽性者と部屋を分
ける、マスク着用、手洗い・
手指消毒の実施、こまめ
な換気、物品の共用を避
ける・消毒を行う等

●東京都 医療機関案内専用ダイヤル（24時間)
　 TEL 03−6630−3710

・無症状の濃厚接触者で
　PCR検査を受けたい場合

新型コロナウイルス感染症
病院または保健所から
「陽性」の連絡があった場合の対応について

療養期間について

…濃厚接触者の特定・連絡は、陽性者本人で行ってください。濃厚接触者について

マスクの着用 手洗いの徹底 換気の徹底 ソーシャルディスタンス

～自分や家族、大切な人を守るために～～自分や家族、大切な人を守るために～
基本的な感染拡大防止策の徹底基本的な感染拡大防止策の徹底をを

濃厚接触者に該当する方には、自宅等での待機をお願いしています。
濃厚接触者の条件等、詳しくは区HPをご確認ください。 ◀︎区HP

　「濃厚接触者について」

▲都HP
「診療・検査医療

機関の一覧」



【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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お知らせお知らせ

令和4年第2回台東区議会定例
会が始まります

　本会議や委員会は、YouTubeで生中
継します（下記二次元コード）。
　ぜひ、ご視聴ください。
▷日程　6月3日㈮～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

ストップ！ヘイトスピーチ

　特定の民族や国籍の人々を排斥する不
当な差別的言動は許されるものではあり
ません。
　区では、区有施設の利用者に対する啓
発を行っています。利用者の皆さんのご
協力をお願いします。
　私たち一人ひとりが不当な差別的言動
の解消の必要性に対する理解を深め、差
別のない社会を築いていきましょう。　
▷問合せ　人権・多様性推進課　
　 TEL （5246）1116

1114マンションの防災資器材購入
費用の一部を補助します

　集合住宅の管理組合等が自主的に防災
資器材を購入する際に、費用の一部を補助
します。
※必ず購入前に申請してください。
▷対象　次の全てに該当する区内の集合

住宅の管理組合等　
①管理組合が町会に加入している　
②総戸数が10戸以上
③新耐震基準を満たしている　

④台東区マンション管理組合登録制度に登
録している

⑤過去に本事業の補助金を受けていない
▷対象資器材　スタンドパイプ、リヤカー、

スコップ、ハンマー、のこぎり、ジャッキ、
救急セット、担架、AED、毛布、トラン
シーバー、投光器、発電機、テント、ブ
ルーシート、災害時用トイレ　ほか

※食料品・飲料水は対象外
▷助成額　費用の2分の1（上限10万円
〈総戸数10戸以上50戸未満〉 または20
万円〈総戸数50戸以上〉）

▷申請期間　5年1月31日㈫まで
※申請方法等、詳しくは区HPをご覧にな

るか、下記へお問合せください。
▷問合せ　危機・災害対策課
　 TEL （5246）1092

6月15日㈬から各区民館等で
モバイルWi-Fiルーターの
貸し出しを始めます

　オンライン会議や動画等を活用した会
議、講座等で利用できます。
▷対象　会議室等の利用者　
※会議室等利用時間以外の利用不可。
※貸し出し台数には限りがあります。
▷対象施設　各区民館および区民館分館、

台東区民会館、生涯学習センター、環
境ふれあい館、社会教育センター、各
社会教育館、産業研修センター

※問合せ先等詳しくは、区HPをご覧くだ
さい。

▷問合せ　各施設または情報政策課
　 TEL （5246）9022

「経営サポート相談」をご利用
ください

　中小企業診断士に予約なしで相談でき
ます。
▷相談日時　月～金曜日午前10時～午後

4時（窓口・電話相談）
　第2・4土曜日午前10時～午後4時（電

話相談のみ）
※電話相談の受付は午後3時まで
※年末年始・祝日を除く
▷窓口・電話相談　台東区中小企業振興

センター（小島2－9－18）
　 TEL （5829）8078
▷問合せ　台東区産業振興事業団
　 TEL （5829）4125

インターネットショップの開設
支援

　区内中小企業が販路開拓を図るため、イ
ンターネットショップを初めて開設する場
合の経費の一部を助成します。
▷対象　次の全てに該当する区内の中小企

業（一部対象外があります）
①区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)

がある
②区内に営業の本拠を有する
③事業団が主催するインターネットショッ

プに関するセミナーを受講もしくは、イ
ンターネットショップ開設に向けて中
小企業診断士の経営相談を受ける

▷対象経費　インターネットショップ開設
の初期経費

※詳しくは、事業団HPでご確認ください。
▷助成限度額　10万円(助成率は対象経費

の2分の1以内)
▷受付期間　5年3月15日㈬まで　
※予算満了時点で終了となります。
▷問合せ　台東区産業振興事業団
　 TEL （5829）4124

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　金井大旺さん（ミズノブラン

ドアンバサダー）
　（「東京2020オリンピック競技大会陸

上競技110ｍハードル」出場）
▷問合せ　総務課
　 TEL （5246）1052

台東区文化・スポーツ奨励賞を贈りました
　この賞は、優れた文化・スポーツ活動等により、広く台東区の文化およびスポー
ツの振興に寄与し、将来の活躍が期待される方に対して贈るものです。
●受賞者
　落合知也さん（「東京2020オリンピック競技大会3x3バスケットボール」出場）
▷問合せ　総務課 TEL （5246）1052

▷問合せ　スポーツ振興課 TEL （5246）5853

4・5年度の明るい選挙推進委員が決まりました
明るい選挙推進委員の活動をご存じですか

　「明るい選挙」とは、有権者が主権者と
しての自覚を持って、進んで投票に参加し、
選挙が公正に行われ、有権者の意思が正し
く反映される選挙のことで、これを進める
ための運動を「明るい選挙推進運動」とい
います。
　明るい選挙推進委員は、都と台東区の明
るい選挙推進協議会から委嘱された79人
で、明るい選挙推進協議会や選挙管理委員
会の事業をボランティアでサポートしてい
ます。
　区内11地区から選出された推進委員お
よび重点的に啓発活動を行う単一町会をモ
デル地区（今期は東上野地区東上野車坂町
会）とした推進委員で構成されています。
　今後も身近な地域での活動やイベントに

参加し、明るい選挙の推進を積極的に行っ
ていきます。
●年間を通じて下記のような活動を行って

います
・選挙時の期日前投票所の投票管理者
・選挙期日の周知や啓発物品の配布等
・平常時の寄附禁止街頭キャンペーンや各

課イベントへの参加、地域イベントでの
啓発等

▷問合せ　選挙管理委員会事務局　
　 TEL （5246）1461

▷任期　4年4月1日から2年間※敬称略

竹町

濱名時彦
大木隆男
新井八重子
岡田茂

東上野

杉山新一
山下隆利
小此木優次
石井弘芳

上野

岩村勝義
桂木均
小野寺邦子
冨坂和弥
鴨下理恵
佐久間豊

入谷

杉本政弘
市川淳子
依田越夫
筒井秀行
逆井謙
大原定雄
大濱典子
飯島昌明

金杉

佐藤弘子
神野榮子
小田豊
内藤真由美
皆川達彦
沙魚川秀朔
木村良一

谷中

佐藤明人
青田時子
金子伸一
大導寺和江
小林豊孝
箕浦和夫

浅草橋

大澤仲子
大西娃子
染谷英雄
森岡そのえ
小幡俊一
久保田和宏

浅草寿

山田達
柴山久雄
山上隆昭
藤野光司
大久保清治
小川晃弘
中野浩
小島博心
藤田哲郎

雷門

吉嶋守敏
森下喜一
高橋信一
築地周代
野本康江
小澤克子
小川治範

馬道

山本和子
西川哲生
戸川明代
井桁凰雄
今井輝雄
滝澤雅敏
滝澤壽滿子
舟生明子

清川

市川世津子
池田元美
飯田栄一
野中カツヨ
加藤洋一
中久喜薫
磯貝明美
髙野真弓
大森啓次

モデル
( 東上野車坂

町会）

松﨑夕喜子
杉原幸子
長岡淑美
山下美恵
杉本美紀

モデル地区とは、
1つの町会を指定
し、 重 点 的 に 啓
発活動を行ってい
ただくものです。

 みんなで投票。みんなで参加。
あなたの一票大切に

B01

　パートナーとの関係で悩んでいませんか？
　相手が「こわい」、関係が「つらい」「おかしい」と感じることがあれば、ひとり
で悩まず、お電話ください。
　専門相談員がお話をうかがいます。
●たいとうパープルほっとダイヤル（DV相談専門ダイヤル）
　 TEL 0120（288）322（月～土曜日午前9時～午後5時）
※第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始を除く
▷問合せ　男女平等推進プラザ　
　 TEL （5246）5816

ＤＶ（配偶者や恋人などからの暴力）の
相談はこちらへ

「特殊詐欺」にだまされないために!
自動通話録音機を無料で貸し出しています

　自動通話録音機とは、
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

話内容を録音する機械で、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㈹



公文式教室 開設説明会 開催中！ご自宅近く・無料研修で安心のスタート℡0120-834-414 詳細はこちら⇒
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区立中学校の学校公開（第1回）を実施します

子育て・教育子育て・教育

6月より児童手当・特例給付
の制度が一部変わります
▷変更点  
①10月支給分より特例給付の支給に所得

上限が設けられ、手当を支給されない
方が発生します。詳しい内容は、区HP
をご確認ください。

②6月に提出していた現況届が原則不要と
なります（一部提出が必要な方もいま
す）。手当受給者には5月末に案内を発
送予定です。
▷問合せ　子育て・若者支援課
　 TEL（5246）1232

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」などの相談に、
専門カウンセラーがお受けします。
▷日程　①6月15日㈬　②28日㈫
▷時間　午前9時30分～11時（1人30分

程度）　
▷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

住宅住宅
まちづくりまちづくり

子育て世帯住宅リフォーム
支援

　住居内で子供が安全に過ごすための住
宅リフォームに対して、工事費用の一部

を助成します。
▷対象・要件　申請者、配偶者および申

請者と同居する方全員の前年（1～6月
に申請する場合は前々年）の総所得の
合計が800万円以下であり、12歳に達
する日以後の最初の3月31日までの間
にある子供（小学生以下）を扶養し同
居しているか、申請者または同居の配
偶者が出産前で母子健康手帳の交付を
受けている等　
▷助成対象工事　対象世帯が居住する区

内の住宅（マンション等の共同住宅の
場合は専有部分のみ）の手すりの取り
付け、段差の解消、滑りを防止するた
めの床材の変更等　
▷助成額　助成対象工事費（消費税等を

除く）の3分の1（限度額20万円）
※工事着手前に申込みが必要です。
※詳しくは、下記で配布するパンフレッ

トか区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課
　（区役所5階⑩番）
　 TEL（5246）1367

不燃化特区（谷中二・三・五
丁目地区）の建替え支援

　老朽建築物除却や建替えに対し、費用の
一部を助成します。　
▷対象老朽建築物　個人か中小企業が所有

する築15年超えの木造住宅等

※建替え後の建物は耐火建築物等または準
耐火建築物等　
▷助成金額　老朽建築物除却助成は上限

150万円、建替え助成は上限150万円
　（併用可）　
▷申込方法　事前申込み（工事着手1か月

前まで）
※着手後の申込不可　
※詳しくは、下記問合せ先で配布のパンフ

レットか区HPをご覧ください。
▷問合せ　地域整備第三課
　（区役所5階⑦番）
　 TEL（5246)1365　

住まいの安心建替え支援制度
（安心助成）
　建築基準法の規定よりも耐火性能を向
上させた住宅を建てる場合に助成します。
▷対象地域　準防火地域（根岸三・四・五

丁目、三ノ輪二丁目、池之端、上野公園、
上野桜木、谷中一・四・六・七丁目）　
▷対象住宅　耐火性能要件等を満たす自己

用住宅　
▷助成金額　120万円または240万円（耐

火性能の仕様により異なる）
※一定の条件を満たす場合は耐震化推進加

算として50万円加算　
▷申込方法　事前申込み（工事着手1か月

前まで）
※着手後の申込不可　
※詳しくは、下記問合せ先で配布のパンフ

レットか区HPをご覧ください。　
▷問合せ　地域整備第三課
　（区役所5階⑦番）
　 TEL（5246)1365

育児相談育児相談
 （予約制） （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

6月15日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
6月21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

6月2日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター

6月7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

6月8日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
6月10日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
6月15日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
6月21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

6月15日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
6月28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
しています。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。

中学校名 学校公開（第１回） 学校説明会

御徒町台東
台東4−13−16
TEL（3831）3787

6月16日㈭・17日㈮
午前8時30分～午後5時30分
※部活動見学可(予約不要)
18日㈯運動会　
午前8時30分～午後4時

（リバーサイド陸上競技場）

6月16日㈭・17日㈮
午後4時～4時30分
※説明会終了後、部活動見学会
(午後5時30分まで)

柏葉
下谷3−1−29
TEL（3876）3341

6月4日㈯運動会　
午前9時30分～午後0時

（リバーサイド陸上競技場）
7日㈫・9日㈭・10日㈮
午前8時40分～午後5時
※7日は午後2時15分まで
※9・10日は部活動見学可
(予約不要)

6月9日㈭･10日㈮
午後4時～5時

上野
上野桜木1−14−55
TEL（3828）5458

6月16日㈭～18日㈯
午前8時40分～午後3時10分
※18日は午前11時30分まで
※16・17日は部活動見学可
(予約不要)

6月16日㈭・17日㈮
午後3時20分～4時
6月18日㈯
午前11時40分～午後0時40分

忍岡
上野公園18−20
TEL（3828）7241

6月6日㈪・7日㈫・10日㈮
午前8時25分～午後3時10分
※部活動見学可(予約不要)

6月10日㈮
午後3時30分～4時10分
6月18日㈯
午前10時25分～11時05分

浅草
蔵前1−3−4
TEL（3866）5169

6月15日㈬～18日㈯
午前9時～午後4時
※15日は午後0時30分まで
※18日は午前10時35分まで

6月16日㈭
午後4時～4時30分
6月18日㈯
午前10時40分～11時10分

桜橋
今戸2−1−8
TEL（3876）2277

6月15日㈬～17日㈮
午前8時50分～午後3時25分
※部活動見学可(予約不要)

6月17日㈮
午後4時～5時

駒形
北上野2−15−1
TEL（3844）2089

6月15日㈬～17日㈮
午前9時～午後5時
※部活動見学可(予約不要)

6月17日㈮
午後4時～4時30分

① 来校前に、必ず検温を行い、発熱等の風邪症状がみられる場合、参加の自粛を
お願いします。

② マスク着用のうえ、参加いただきますようお願いします。
③ 入口に消毒液を配備しますので、手指消毒を必ず行ってください。
④ 授業の様子は教室の外から見学してください。
⑤ 学校説明会を広いスペース（体育館等）で行います。
⑥ 必要に応じて、注意喚起を行います。
※上記以外の対応については、各中学校HPに情報を掲載します。
※上記の内容は、5月11日時点の情報です。
※新型コロナウイルス等の影響により、中止・変更となる場合があります。

学校公開時の新型コロナウイルスに関する対策について

行事の詳細、日程および内容の変更等については各校へお問合せください。

　５年４月に中学校へ入学予定の新１年生とその保護者
を対象に、学校公開を実施します。授業や部活動等を通
して各中学校の活動や特色を知り、学校を選択するとき
に役立ててください。
※申込みは不要です。直接、学校にお越しください。
※下表の日程のほかにも、各中学校で見学会や説明会を開催する場合があります。
※第2回学校公開は9月に実施予定です。詳しくは、決定次第お知らせします。

問合せ 学務課学事係 TEL（5246）1422

お気軽にお越しください！



【電子申請】　スマートフォン等を使って自宅や会社などから申請・届出ができる、「電子申請」サービスをご利用ください。詳しくは、区HPの電子申請のペー
ジをご覧ください。
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健康健康

総合健康診査

▷対象　区内在住の40歳以上で次のいず
れかに該当する方　

①台東区国民健康保険加入者　
②後期高齢者医療制度加入者　
③生活保護受給者
▷検診項目　身体計測、血圧測定、血液検

査、尿検査等
▷受診場所　区内協力医療機関（受診票に

同封の案内を参照）
▷受診票発送時期

誕生月 受診票
発送時期 受診期間

4～8月 5月末 6月1日㈬～9月30日㈮

9～12月 7月末 8月1日㈪～11月30日㈬

5年1～
3月 9月末 10月1日㈯～

5年1月31日㈫

※受診票は薄い水色の封筒で送付します。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に

切り替わる方等、上記と異なる場合も
あります。
▷申込方法　受診票が届いたら、案内に記

載の医療機関に電話で申込み
※健保組合、協会けんぽ、共済組合、国保

組合等の加入者およびその被扶養者は
加入している医療保険者が特定健康診
査を実施します。

※詳しくは、勤務先または保険者にお問合
せください。
▷問合せ　台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9481

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　6月16日㈭午前10時～正午
　（1人20分程度）
▷場所　台東保健所4階　
▷対象　区内在住か在勤で更年期や月経障

害・不妊でお悩みの方

※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

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。
　小川喜弘様（浅草３丁目）　
　野村勇雄様（三筋１丁目）
　新田天未様（雷門２丁目）　
　文英樹様（竜泉２丁目）
　これからも献血にご協力をお願いしま
す。また、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

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

家族介護慰労金を給付します

▷対象　過去1年間、次の全てに該当し、
同居されている家族

①介護される方が、要介護4または5の認
定を受けている

②介護される方が、在宅で生活している（通
算90日以上入院していない）

③介護サービスの利用日数の合計が通算
10日以内である（福祉用具貸与・購入
住宅改修を除く）

④介護する方の世帯と、介護される方の世
帯が、住民税非課税である

⑤申請日の段階で、介護する方（40歳以

6月1日～7日はHIV検査普及週間です
●HIV（エイズ）の現状
　2年の都における新規HIV
感染者報告数は304件、新
規エイズ患者報告数は79件
で、ともにやや減少しました。
報告数としては過去10年間

で最も少なくなりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の流行による影響が考え
られます。
　HIVに感染しても、すぐに症状は現れ
ません。検査を受けることで、初めて感
染の有無を確認することができます。
　不安に思う方は、病気が進行する前に
検査を受けましょう。早期発見および治
療が重要です。
●梅毒患者が急増中です！
　3年の都における梅毒感染者数が急増
しており、全数報告が始まった平成11
年以降過去最多の2,451人でした。また、
感染がわかった時点で症状が出現して
いる人が約8割となっており、病気が進
行してからの発見が増えている現状で
す。

●HIV・梅毒の即日検査を実施していま
す（梅毒のみの検査は不可）

　採血後、1時間程度で結果をお伝えし
ます。
▷日時　原則毎月第2・4水曜日（祝日

除く）午後1時～2時30分
▷場所　台東保健所4階
▷検査予約電話番号
　 TEL（3843）5751
※無料・匿名・予約制（先着順）、検査

日の2週間前から予約可。
※感染の機会から3か月以上経過した後、

検査を受けてください。
●展示コーナーを設置します
▷日程・場所　6月1日㈬～30日㈭・台

東保健所1階エントランスロビー、生
涯学習センター１階アトリウム

　６月1日㈬～17日㈮・区役所１階
●保健所では、随時HIV・エイズに関す
るご相談に応じています
▷問合せ・相談
　台東保健所保健予防課　
　 TEL（3847）9476

国民健康保険加入者の皆さんへ
●4年度分（4年4月～翌年3月）の国
民健康保険料納入通知書を発送し
ます

　1年分の保険料を支払う回数は、6
月～翌年3月の10回です。
　４年度の国民健康保険料は、被保険
者の３年中の所得をもとに計算します。
詳しくは通知書をご覧ください。
・普通徴収（納付書または口座振替で
支払い）の世帯　6月14日㈫に納入
通知書を発送します。
▷納付場所　区役所、区民事務所・同

分室、金融機関、区指定のコンビ
ニエンスストア（納付書にバーコ
ードがついている場合）

※口座振替の世帯は、毎月末または一
括で6月末に、指定口座から引き落
とします。

・特別徴収（年金からの引き落とし）
の世帯　7月中旬に特別徴収決定通知
書を発送します。
▷問合せ　国民健康保険課資格係　
　 TEL（5246）1252

●国民健康保険料のお支払いは金融機
関の口座振替が便利です
▷申込方法
・口座のある金融機関または区役所2

階⑪番国民健康保険課保険料係、区
民事務所・同分室へ保険証・通帳・
届出印を持参。

※郵送でも申込み可。口座振替依頼書
を希望の場合は下記問合せ先へ。

・通帳・届出印の代わりに金融機関の
キャッシュカード（クレジットカー
ドではありません）でも申込み可（区
役所2階⑪番国民健康保険課保険料
係でのみ）。

※利用できる金融機関については下記
問合せ先へ。

※生体認証ICキャッシュカード等、一
部利用できないカードがあります。

※必ず口座名義人の方がお越しくださ
い。

※詳しくは、下記問合せ先へ。
▷問合せ　国民健康保険課保険料係
　 TEL（5246）1256

上の場合）、介護される方ともに介護保
険料の滞納等がない
▷給付額　10万円　
▷申込み・問合せ　介護保険課　
　 TEL（5246）1249

～地震に備えて～
家具転倒防止器具の給付・取
り付けをします
▷対象　次のいずれかに該当し、初めて助

成を受ける区内在住の方
①65歳以上の高齢者のみの世帯
②65歳以上の高齢者が在宅で生活し、世

帯全員の住民税が非課税の世帯　
▷内容　家具転倒防止器具を無料で1世帯

3点まで給付・取り付け(1回限り)
▷申込方法　本人確認書類（介護保険被保

険者証等）、家主の承諾書（賃貸住宅の
場合のみ）を下記問合せ先へ持参
▷問合せ　高齢福祉課 （区役所２階⑥番）
　 TEL（5246）1222

認知症高齢者早期発見ステッ
カーを配布しています

　認知症で行方不明のおそれのある高齢者
の方向けに、通し番号入りの靴のかかとに
貼るステッカーと、衣類等に貼るアイロン
シールを配布します。
　警察等に保護された際の身元確認を容易
にすることを目的としています。
▷対象　認知症で行方不明のおそれのある

区内在住の高齢者
▷申込方法　対象者の本人確認できる物
（介護保険証等）、本人の写真（プリン
トしたもの）を下記問合せ先か地域包
括支援センターへ持参

※申込みは、対象者のご家族または本人の
状況をよくわかる方がお願いします。
▷問合せ　介護予防・地域支援課（区役

所2階⑤番）　 TEL（5246）1225

環境環境
リサイクルリサイクル

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）

　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。
▷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
▷条件　新たに設置するプランター等の面

積が0.25平方メートル以上（新聞紙1
面以上の広さ）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
必ず下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 TEL（5246）1323

マンション向け省エネコンサル
タント派遣を行います

　共同住宅（主にマン
ションの管理組合）を
対象に、無料で省エネ
コンサルタントの派遣
を行います。
　現地調査の上、省エ
ネ提案書を作成し、省エネにつながる設
備の運用改善や改修などのアドバイスを
行います。詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
※予算件数に達し次第、受付終了となり

ます。
▷問合せ　環境課 TEL（5246）1281
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催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど
おわびと訂正

広報たいとう5月5日号7面の「工作教室『木
製ブックラック』」記載の二
次元コード接続先が別記事
のページになっていました。
おわびして訂正します。
問 生涯学習課
TEL（5246）5815

観光関連事業者向け
オンラインセミナー「旅行者から
選ばれ続ける観光地を目指して 
基礎から学ぶSDGs・観光DX」

時 6月10日㈮午前10時～11時40分　
対 観光関連（飲食・宿泊・小売・サービス）
事業者向け　定 300人（先着順）　講 佐々
木隆博氏（日本政府観光局〈JNTO〉）、川
村武人氏（NECソリューションイノベー
タ㈱）　申 二次元コードまたは記入例 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

あさがお展示会・コンテスト

●あさがお展示会　
時 8月4日㈭・5日㈮
午前９時～正午　場
上野公園（下町風俗
資料館横スペース）
●あさがおコンテス
トの参加募集　あさ
がお展示会で、あさがおコンテストを実施
します。　対 区内在住か在勤（学）の方　
応募要件 本人が種や苗から育てた鉢植え

のあさがお、５～７号の大きさの鉢３鉢ま
で※参加賞あり　申 ７月事前申込み、詳し
くは区HPを確認いただくか下記問合せ先
へ　 持込日時 8月3日㈬午後1時～4時
※上記会場へ直接持込み　
問 環境課 TEL（5246)1323

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 6月18
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
●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　ベビーバス、シャワー椅子（介
護用）、コーヒーメーカー、姿見
ゆずってください　
ブルーレイHDDプレーヤー
※上記の情報は5月1日の内容です。詳し
くは、下記へお問合せください。
問 環境ふれあい館ひまわり３階生活家電
ごみ持込窓口 TEL（3866）8361

図書館のこどもしつから

●おはなし会　手遊びなどをはさみながら、
絵本の読み聞かせを行います。　
時 6月5日㈰午前10時30分（受付は10時
15分）　対 ３歳以上の子供と保護者　
定 8組（1組3人まで）※未就学児は保護
者同伴　 受付開始日時 5月21日㈯午前9時
申・問 中央図書館 TEL（5246）5911
●ぬいぐるみおとまり会　夜の図書館で楽
しく過ごすぬいぐるみたちの様子をアルバ
ムにします。また、ぬいぐるみたちが選ん
でくれた本を紹介します。
時 ぬいぐるみお預かりは6月12日㈰～15
日㈬、ぬいぐるみ・アルバムのお渡しは
17日㈮～19日㈰　対 図書館利用登録の

ある幼児～小学校低学年　定 5人（抽選・
ぬいぐるみは1人1体・体長50センチメー
トル以内）　申 下記二次元コードから申込
むか直接下記問合せ先カウンターへ
申込期間
5月20日㈮～29日㈰　
場・問 根岸図書館
TEL（3876）2101
●あかちゃんえほんタイム
時 ①6月6日㈪　②18日㈯①②午前11時
対 ①区内在住の①令和2年12月6日～3年
12月5日生まれ　②令和2年12月18日～
3年12月17日生まれの子供と保護者　
定 ①8組　②6組※参加は子供1人につき
1回まで　 申込開始日 ①5月20日㈮　②6
月4日㈯※申込みは保護者に限る。 
場・申・問 ①台東子ども家庭支援センター
TEL（3834）4577　②中央図書館谷中
分室 TEL（3824）4041

台東区チャレンジフィジカルテ
スト＠柳北スポーツプラザ

「おとなの体力測定」
時 6月19日㈰午前9時30分～午後1時　
場 柳北スポーツプラザ　対 区内在住か在
勤（学）の20歳以上の方※当日の健康状
態チェックやADL（日常生活活動テスト）
の結果により、参加できない種目あり　
定 100人（先着順）　申 電子申請か電話で
下記問合せ先へ　 申込期間 5月23日㈪午
前9時～6月9日㈭午後５時※詳しくは、区
HPをご覧ください。　問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

教科書展示会

時 6月10日㈮～29日㈬午前9時～午後5
時　場 生涯学習センター6階学校教育情報
室内教科書センター　 休館日 日曜日、6月
11日㈯・20日㈪・25日㈯　
問 教育支援館 TEL（5246）5924

介護業界の現場で働きながら
介護の資格を無料で取得できます

時 5年1月末まで（最長6か月）　対 介護
の資格をもっていない方（初任者の資格を
お持ちの方含む）で、介護職として働くこ
とを希望する方　 時給 1,100円※雇用期
間終了後、合意の場合は継続雇用可　

締 10月21日㈮　申 ・問 台東区社会福祉
事業団 TEL（5603）2228

講座講座・・相談会相談会などなど講座講座・・相談会相談会などなど
地域で暮らす外国人をサポート
する！日本語ボランティア講座

時（全6回）6月11日・25日、7月2日・9日・
23日・30日の土曜日午前10時～正午　
場 区役所10階会議室　対 区内在住か在勤

（学）または区内で日本語ボランティアを
している方　定 20人（先着順）　
申 右記二次元コードか電話
で申込み
問 人権・多様性推進課
TEL（5246）1116

6月のくらしに役立つ講座

①高齢者向け住まいの種類と基礎知識　
時 6月13日㈪午後2時～3時30分　講 全
国有料老人ホーム協会
②快適に、安全に、家電製品を利用しよう
時 6月27日㈪午後2時～3時30分　講 家
電製品協会

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場 生涯学習センター　対 区内在住か在勤

（学）の方　定 各30人（先着順）※託児
あり（6か月以上の未就学児・各5人程度・
開催日の1週間前までに要予約） 申 記入例
1 （①か②）～ 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（電子
申請可）　
問 くらしの相談課 TEL（5246）1144　
FAX（5246）1139

若者のための働き方セミナー
「激動する労働市場に磨くべき
スキルと今の自分の活かし方」

時 6月22日㈬午後２時　場 台東区民会館
対 おおむね45歳までの方　定 30人（先着
順）　講 保坂龍政氏（㈱STAR CAREER代
表取締役）　申 右記二次元
コードから申込むか電話で
下記問合せ先へ　問 産業振
興課 TEL（5246）1152

第1回CADステップアップ講座

入門講座程度の操作ができる方を対象にし
た実践的なCAD操作講座です。
時（全2回）7月12日㈫・13日㈬
午後6時～8時30分　対 区内在住か在勤

（学）で全日程受講可能な方　定 4人（抽
選）　講 渡辺豊氏　費 3,000円（2回分）
申往復はがきに記入例 1 ～ 4 ・年代、在
勤（学）の方は 6 7 を書いて下記問合せ先
へ　締 6月22日㈬（必着）　
場・問 〒111－0023　
台東区橋場1－36－2　産業研修センター
TEL（3872）6780

フラワーアレンジメント教室
「ハーブを使ったテーブルリース」
時 6月29日㈬午前10時～正午　対 区内在
住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）

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

子子どもども家庭支援家庭支援センターのセンターの催催しし子子どもども家庭支援家庭支援センターのセンターの催催しし

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

親子で元気に遊ぼう 6月8日㈬
午前10時45分～11時30分

区内在住のしっかり歩
行～3歳の子供

12組
(先着順)

5月20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

くびれストレッチ
6月27日㈪
午前10時30分～11時15分、
11時30分～午後０時15分

区内在住の8か月まで
の子供

各15組
(先着順)

5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

発達を促す運動遊び 6月24日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の5～8か月の
子供

7組
(先着順)

5月27日
㈮

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ひよこママのおでかけ
練習

6月16日㈭
午前11時15分～11時45分

区内在住の6か月まで
の子供

3組
(先着順)

5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

▲
正しい二次元
コードはこちら
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ークル等で活動経験がある18歳以上の方
定 15人（抽選）　講 東京文化会館ワーク
ショップ・リーダー、NPO法人東京学芸
大子ども未来研究所　申 往復はがきに記
入例 1 ～ 4 ・年代・性別・音楽活動歴、
在勤（学）の方は 6 ～ 8 を書いて下記問合
せ先へ（社会教育センター・社会教育館
HPから申込可）　締 6月23日㈭（必着）
場・問 〒111－0032　台東区浅草4－24
－13　千束社会教育館
TEL（3874）5450

文化財講座「素顔の正岡子規～
根岸・子規庵の日々～」

時 6月26日㈰午後2時～4時　場 生涯学
習センター　定 30人（抽選）　講 斉藤直
子氏（子規庵保存会理事）　申 往復はがき

（1人1枚2人まで）に記入例 1 ・参加者全
員の 3 5 ・代表者の 2 4 を書いて下記問
合せ先へ※重複申込無効　締 6月10日㈮

（必着）　問 〒111－8621　生涯学習セン
ター生涯学習課 TEL （5246）5828

ラジオ体操指導者講習会

時（全4回）6月23日㈭・24日㈮・30日㈭
7月1日㈮午後6時30分　場台東リバーサ
イドスポーツセンター第１競技場　対 区内
在住か在勤（学）の方　定 200人（先着順）
講 多胡肇氏（NHKテレビラジオ体操講師）
費 500円（4回分・登録料）※小中学生は
無料　持 運動できる服装、室内履き、飲み
物　申 当日現地で申込み　
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

清島温水プール水泳教室

●第2期 ベビースイミング　赤ちゃんと
保護者のための水泳教室です。
時（全6回）7月12日～29日の火・金曜日C
クラス（4か月～1歳未満）は午前9時40
分～10時20分、Bクラス（1～2歳未満）

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

をお持ちの方　
定 10人（先着順）
講 佐藤陽子氏

（サンマグノリア） 
費 1,000円（材料
費）申 記入例 1 ～
3 を電話かファク
スで下記問合せ先
へ　場・問 障害者自立支援センター（松
が谷福祉会館内） TEL（3842)2672　
FAX（3842)2674

女性創業者・メンター交流会～
わたしらしく働く「起業」とい
う選択肢2022～

時（全5回）①6月18日㈯　②25日㈯　③
7月2日㈯　④9日㈯　⑤16日㈯①④⑤午
前10時～正午　②③午後１時～４時　場
生涯学習センター　対 創業に関心のある
女性、創業して間もない女性経営者や個人
事業主　定 10人程度（先着順）※託児あ
り（１歳以上の未就学児・開催日の1週間
前までに要予約）　費 1,000円（5回分）　
申 記入例 1 ～ 4 を電話かファクスまたは
メールで下記問合せ先へ　問 台東区産業
振興事業団 TEL（5829）4124　
FAX（5829）4127　
Eメール keiei@taito-sangyo.jp

室内うんどう教室

時 7月6日・20日、8月3日・17日、9月7
日・21日の水曜日午後2時～3時　場台東
リバーサイドスポーツセンター　対 区内在
住のおおむね65歳以上の方　定 20人（抽
選）　申 はがきに記入例 1 ～ 5 を書いて右
記問合せ先へ郵送か直接右記問合せ先へ
持 運動できる服装、飲み物　締 6月22日

㈬（消印有効）　問 〒110－8615　台東
区役所介護予防・地域支援課（区役所２階
⑤番） TEL（5246）1295

令和4年度第1回知的障害者
（児）移動支援従業者（ガイドヘ
ルパー）養成研修

知的障害者の外出時の移動支援に必要な知
識と技術を学ぶ研修です。修了者には、区
内の知的障害者（児）の移動支援に従事す
るための修了証をお渡しします。 時 講義
は7月16日㈯、実習は個別に日程調整（講
義午後１時～6時・実習5時間程度）　場
区役所10階会議室ほか　対 次のいずれか
に該当する方（ヘルパー資格の有無は問
いません）　①研修終了後、区内の事業所
でガイドヘルパーとして従事希望　②す
でに従事していて技術向上を目指す　
定 15人程度（抽選）　費 実習にかかる交
通費・食費・施設入館料等3,000円程度　
申 下記二次元コードから申込むか、申込
書（下記問合せ先で配布）を下記問合せ先
へ郵送か持参
※詳しくは受講案内か、区HPをご覧くだ
さい。 締 6月23日㈭午後
5時（必着）　問 障害福祉
課（区役所2階⑩番）
TEL（5246）1207

台東区民カレッジ　
地域活動体験講座〈音楽編〉

●「地域で活かそう、つながろう！子ども
と一緒に楽しむ音楽イベントづくり」 
第1回「自分のやってきた音楽をみんなに
紹介！」第2回「子どもとどう向き合う
の？」　第3～6回「子ども向け音楽イベン
トプログラムを企画しよう」　第７回「子
ども向け音楽イベント本番」　第８回「今
後のアクションプランをたてる」
時（全8回）7月2日・9日・23日、8月6日・
20日・27日、9月10日・17日の土曜日午
前10時～正午※9月10日は午前10時～午
後2時　対 区内在住か在勤（学）で音楽サ

は9時55分～10時40分、Aクラス（2～3
歳）は10時10分～10時55分　対 区内在
住か在勤の親子　定 各8組（子供1人に保
護者1人・抽選）　費 7,000円（6回分・保
険・利用料含む）　締 6月17日㈮午後9時
●第2期ジュニア水泳教室　水慣れ～4泳
法まで、学年・泳力別の長期型水泳教室で
す。 時（全8回）7月13日～8月31日の水曜
日Aクラスは午後4時30分～5時30分、 B
クラスは5時30分～6時30分　対 区内在
住か在学（園）の年長～小学生　定 各40人

（抽選）　費 8,500円（8回分・保険・利用
料含む）　締 6月18日㈯午後9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申 清島温水プールHPから申込み※定員に
満たない場合は締切日以降もフロントで受
付　講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
場・問 清島温水プール
TEL（3842）5353

読み聞かせ講習会（初級）
（全2回）
時（全2回）6月7日㈫・21日㈫午前10時
～11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で全
日程参加できる方　定 20人（先着順）　
講 児玉ひろ美氏（JPIC読書アドバイザー）
※以前同講習会に参加した方・子供を連れ
ての参加不可※申込みは本人に限る　
場・申・問 中央図書館
TEL（5246）5911

年 中 行 事年 中 行 事
〈6月〉

上旬 鳥越祭（鳥越神社）
中旬 いきいきあじさい祭り
25・26日 お富士さんの植木市（浅間神社
周辺）
30日 茅の輪くぐり（鳥越神社・榊神社・
須賀神社・小野照崎神社・矢先稲荷神社
ほか）
30日・7月1日 お山開き（小野照崎神社）

DVDシリーズ「台東芸能文庫」DVDシリーズ「台東芸能文庫」
の貸し出しをしていますの貸し出しをしています
　「台東芸能文庫」は、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ます。区立図書館（中央図書館
以外の館ではお取り寄せ対応）で全ての作品を貸し出しています。
ご自宅でぜひご覧ください。
●台東芸能文庫一覧

巻 タイトル 巻 タイトル

特別編 江戸町火消
－KASHIRA－ 其の十一 紙切り

林家正楽

其の一 漫才師
内海桂子 其の十二 夫婦漫才

東京太・ゆめ子

其の二 女流義太夫
竹本越孝 其の十三 浪曲師

澤孝子

其の三 浪曲師
東家三楽 其の十四 浪曲師

国本武春

其の四 女流義太夫
竹本土佐子 其の十五 落語家

柳家さん喬

其の五 レビュー
SKD・OGスタス 其の十六 浪曲師

東家浦太郎

其の六 落語家
三笑亭夢丸 其の十七 漫才師

青空球児・好児

其の七 太神楽
翁家和楽社中 其の十八 お笑い

浅草21世紀

其の八 ボーイズ
灘康次とモダンカンカン 其の十九 ギター漫談

ペペ桜井

其の九 江戸売り声
宮田章司 其の二十 マジシャン

北見伸

其の十 講談師
一龍斎貞水

問合せ 文化振興課 TEL （5246）1328 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」「ふるさと交流ショップ 台東」
5～6月出店自治体をご紹介します！5～6月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ 台東とは
　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）

※出店する自治体のPR情報、商品の入荷状況やイベント等について、写真を交えて発
信しています。ぜひご覧ください。（IDは全てtaitoshop2017）

※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の変更になる
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

5月24日㈫まで 茨城県筑西市×
千束通商店街

 5月26日㈭～31日㈫ 千束通商店街
6月2日㈭～7日㈫ 青森県深浦町

 6月9日㈭～14日㈫ 宮城県大崎市
 6月16日㈭～21日㈫ 秋田県湯沢市

▲出店自治体スケジュール

 

▲twitter

 

▲Facebook

 

▲Instagram



【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】　携帯電話・スマートフォンは、頭に〈03〉をつけておかけください。

8　令和4（2022）年5月20日 第1301号　
広報

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5月12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。
令和4年度「区長と語る会」の開催につい
て ほか　7件

催しものなど催しものなど
●古楽演奏会（古楽器や民族楽器による演
奏とバロックダンス）
▷日時　6月12日㈰午前10時～午後4時

30分
▷場所　水上音楽堂（上野公園野外ステー

ジ）
▷料金　大人2,000円、中高校生1,000

円
▷問合せ　中村 
　 TEL 080（7002）7412

会員募集会員募集
●Shibaピラ会（ピラティスの会）
▷日時　火曜日午後7時～8時、土曜日午

前9時30分～10時30分，10時45分～
11時45分
▷場所　社会教育センターほか　
▷会費　月額3,000円
※体験会あり（1回500円）
▷問合せ　山田
　 TEL 090（6023）0026
●スマイルヨガ（10～50代の女性大歓迎）
▷日時　火曜日午前9時30分～10時40分
▷場所　生涯学習センターほか
▷会費　月額4,500円
▷問合せ　今

こん

野
の

　 TEL 090（4057）4263
●空手クラブ「拳昌会空手道連盟」（4歳
以上の初心者親子歓迎・見学・無料体験可）
▷日時　毎週火・金曜日午後7時～9時
▷場所　駒形中学校体育館ほか
▷会費　月額3千円（保険料含む）、入会

金5千円
▷問合せ　藤田 
　 TEL 090（8686）6338

官公署だより官公署だより
●春秋叙勲の候補者としてふさわしい方を
推薦できます（一般推薦制度）
▷対象　長年地域で幅広く公共のために活

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

躍（おおむね20年以上活動）した方で、
70歳以上の方
▷推薦方法　推薦書（内閣府HPよりダウ

ンロード可）を下記問合せ先へ郵送
※推薦者1人、賛同者2人（ともに20歳以

上）が必要です。
※自分自身や二等親内の親族関係にある方

の推薦はできません。
▷問合せ　〒100－8914　千代田区永田

町1－6－1　内閣府賞勲局一般推薦担当
　 TEL（3581）2868
●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　6月11日㈯・25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
●第46回全国高等学校総合文化祭東京大
会（とうきょう総文2022）を開催します
▷開催期間　7月31日㈰～8月4日㈭
▷場所　東京国際フォーラムホールA、東

京文化会館、東京都美術館ほか
※観覧申込方法等詳しくは、大会公式HP

をご覧ください。
▷問合せ　第46回全国高等学校総合文化

祭東京大会事務局
　 TEL（5320）7497

6・7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。

6月19～25日
●（仮）夏の食中毒に注意しましょう
（6分）� B
●講演会シリーズ「江戸から学ぶ」クロー
ジングイベント（20分）
� 午前9時26分
●旧作品�たいとうリハ散歩Part2(14分)
� 午前9時46分
特別編成　6月24日　再6月25日午後1時～5時
●台東区議会　令和4年　第2回定例会
一般質問
6月26日～7月2日
●モノマチ2022（14分）� B
●旧作品�見たい知りたい文化財�天王寺門
前町遺跡（6分）� 午前9時34分
●旧作品�心のふるさと坂本小学校～共に
歩んだ学び舎の記録～(20分)� C
※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　地デジ　 ch11

6月5～11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
●子育てお悩み解決し隊�赤ちゃんとの関
わり方って？？？ (6分)� B
●旧作品�たいとうリハ散歩Part1（14分）�
� 午前9時26分
●旧作品�第12回�浅草橋紅白マロニエまつ
り(20分)� C
6月12日～7月2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
6月12～18日
●下谷神社大祭（20分）� B
●旧作品�ウクレレファミリーコンサート番
外編�DAICHI�ON�STAGE（20分）� C

○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

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。

区民プロデューサー募集
　台東区制作番組（ケーブルテレビ）では、区民に親しま
れる番組づくりを進めるため、区民の皆さんから番組企画
を募集し、制作を行う「区民プロデューサー」を募集します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては撮影を見合わせる場合がございます。

ご了承の上、応募をお願いします。
▷選考方法　応募申請書、企画書、撮影計画書をもとに選考の上決定
▷申込締切日　6月10日㈮（必着）
※申込方法等、詳しくは区HPをご覧になるか下記へお問合せください。
▷問合せ　広報課 TEL（5246）1041


