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広報

第1305号

区 民 の ひ ろ ば

台東区の時間

8・9月の区役所制作番組案内

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

※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

町会連合会だより

▲会員募集

▷料金 500円
※夏休みの自由研究に使える箏についての
ワークシート付（一般2,000円・高校
生以下500円・幼児無料）

台東区町会連合会（政木喜三郎会長）の
定例会が7月7日に開催され、次の件につ

▷申込締切日 8月18日㈭

いて区役所の担当課から説明があり、協力

▷申込み・問合せ 杉山

していくことになりました。

TEL （5748）1975

広報「たいとう」および区会議だよりの
配布形態の意向調査実施について ほか 7件

催しものなど

●結婚相談所を詳しく知ってみたい方への
説明会（要予約）
▷日時 毎週水曜日午前11時～午後1時
の間で開放
▷場所 cafeくろねこ（台東区三ノ輪

●Private Note Live ミレニアムホール
スペシャルライブ（Bohemianist MasahiRo
〈ヴァイオリン〉と斎藤真理恵〈ピアノ〉に

8月7～13日
Ａ
●こんにちは区長です
（5分）
●ニュースたいとう
（15分） 午前9時5分
●たいとうタイムトラベルPart⑨ 清川、
B
橋場、今戸
（20分）
●台東区の犯罪発生状況とその対策につい
C
て
（６分）
●企画展美しい楷書 ―中国と日本―（14
分）
午前9時46分
8月14日～9月3日
Ａ
●ニュースたいとう
（20分）
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
8月14～20日
●くらしに役立つ講座 おかねの教室～お
こづかいカレンダー作りとお買い物ゲー
B
ム～
（20分）
●企画展 下町のベースボール いつでも
C
どこでも野球があった
（6分）

▷定員 8人
▷申込方法 氏名・連絡先・参加人数を電
※結婚したいご本人でなくても対象です。

▷場所 生涯学習センターミレニアムホ

※その場での勧誘や契約は一切ありません
▷問合せ 根岸

▷料金 2,000円（区民割引料金）

TEL 070（3271）1355

※一般料金は3,500円

Eメール kozue.k0305@gmail.com

※65歳以上の区民の方、3人無料（応募

会員募集

8
4
3
9
0

▷申込方法 催し名・参加人数・住所・氏

●ららばい合唱サークル（初心者歓迎）

▷申込締切日 8月5日㈮（必着）
ま ご め

▷問合せ 真籠

▷日時 第4火曜日
午後1時30分～3時30分

TEL 090（4845）3348

▷場所 入谷区民館ほか

Eメール privatenote.concert18@gmail.com

▷会費 月額1,000円

●箏合奏団（絹の会）箏ファミリーコンサ
ート（箏によるクラシック音楽で聞く朗読
「葉っぱのフレディ」
）

B

●旧作品 ころばぬ先の健康体操＆脳トレ
C
Part①（20分)
○ 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
※状況により、番組内容が変更になる場合があ
ります。

高齢者虐待の深刻化を防ぐためには、
高齢者に関わる皆さんが虐待のサイン
に気づき、早期の対応に結びつけるこ
とが大切です。

ので安心していらしてください。

ール

名をメールで下記問合せ先へ

●旧作品 魅力いっぱい！区立幼稚園・こ
ども園～元気に遊んで すくすく育つ～
(14分)
午前9時46分
8月21～27日
B
●台東区立中学校選択制度
（40分）
8月28日～9月3日
●UENO JAZZ INN’22Part①（20分）		

YouTube台東区公式チャンネルをご覧ください

話かメールで下記問合せ先へ

▷日時 8月14日㈰午後2時30分～4時

多数の場合抽選）

11 ch

2―15―9）

よるライブ）

▷対象 区内在住（就学児以上）の方

地デジ

◀YouTube 台東区公式
チャンネルからご覧い
ただけます。

▷問合せ 広報課CATV担当
TEL （5246）1041

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）
。

下町 You・I チャンネル

▷問合せ 今井
TEL 090（4072）3954
FAX （3841）8536

▷日時 8月19日㈮午後2時～4時

●ヨガサークル沙羅（sara）

▷場所 旧東京音楽学校奏楽堂

▷日時 木曜日午前10時～11時

▷定員 310人（先着順）

▷場所 今戸社会教育館ほか

TEL

▷会費 月額2,500円
▷問合せ

米澤

※小学生から募集しますが未就学児も応
相談。

TEL 090（5808）0837

※体験時の柔道着の貸し出しあります。

FAX （6325）5229

▷申込み・問合せ 澤

●江戸芸浅草かっぽれ保存会～三味線に合

TEL 090（3939）6435

せて緩く体を動かしてみませんか～

Eメール taitoriversaido.judo@gmail.com

▷日時 第1・3・4週水曜日
午後2時～4時
▷場所 雷門区民館ほか

官公署だより

▷会費 月額2,000円

●公証人による「遺言、相続、信託」無料

▷問合せ 中島

相談会（手話通訳あり）
・要予約

TEL 090（5517）8231

●台東リバーサイド柔道クラブ
▷日時 毎週火・木曜日午後6時30分～8
時、第2・4土曜日午前9時30分～正午
▷場所 台東リバーサイドスポーツセンタ
ーほか

▷日時 8月6日㈯・20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

▷会費 月額1,000円、入会金3,000円

FAX （3845）2523

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。

ご相談お見積もり無料

外壁塗装
太陽光パネル
〒340-0833 八潮市西袋 401-5

㈱アストロズ

Tel.048-954-4338

2面に台東区の形

今回の１面の花は「アサガオ」です
が３つ隠れています。探してみてください！（7月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

