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医療機関の検査で「陽性」となった場合の
療養期間

●換気のポイント

●症状がある方 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（※1）してから72時間を経過するまで

窓とドアなど２か所を開け、
空気の流れを作りましょう

（※1）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

●症状が無い方 検査日（検体採取日）を0日として、
（無症状） その翌日から7日間経過するまで

扇風機や換気扇をあわせて
使い、こもった空気を外に
出しましょう

陽性と診断された方へ

濃厚接触者について
濃厚接触者の特定・連絡は、陽性者本人で行ってください。

換気後は、室内の温度が高
まります。エアコンの温度設
定をこまめに調整しましょう

濃厚接触者に該当する方は、自宅等での待機をお願いします。

待機期間

夏の感染対策

●陽性者と同居していない場合

東京都無料PCR検査で「陽性（疑いを含む）」
となった場合

陽性者との最終接触日の翌日から7日間（※2）
●陽性者と同居している場合
以下のいずれか遅い方を0日として、

検査結果が陽性(疑いを含む)となった場合は、必ず医療機関を

その翌日から7日間（※2）

受診してください。
（受診の際は、事前に電話で要確認）

・陽性者の発症日（無症状の場合、検査を

●東京都 発熱相談センター 医療機関案内専用ダイヤル（24時間）

行った日）

TEL 03−6732−8864

発熱等の症状がある
場合の相談窓口

こまめな
手洗い・消毒

定期的な換気

夏は感染対策に有効な換気がしにくくなります
エアコン使用中も定期的に換気をしましょう
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新型コロナウイルス
感染症について

区公式SNSの一覧は▶

・感染対策（※3）を講じた日

濃厚接触者の条件等

（※2）4日目および5日目に、薬
事承認された抗原検査キット（自
費検査）での検査で、両日陰性で
ある場合は5日目から解除可
（※3）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 発熱相談センター（24時間）
●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 03-5320-4592、03-6258-5780
TEL 03-3847-9402
FAX 03-5388-1396（耳や言葉の不自由な方向け）
FAX 03-3841-4325（耳や言葉の不自由な方向け）

若い世代のみなさんへ〜ワクチン接種で安心・安全な夏を〜
●台東区における年代別新規感染者数と3回目接種率の比較
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10代以下

20代

●1～4回目接種・小児接種も引き続き実施
しています
下記二次元コードより予約できます。

30代

40代

50代

60代以上

区では若い世代の3回目接種率が低く
なっています。夏休みやお盆を迎え
るにあたり安心して過ごすためにも、
ワクチン接種をぜひご検討ください。
年代別新規感染者数
（5月16日～6月12日）
3回目接種率
（6月13日時点）

※10代以下の新規感染者数については0～19歳
の実績、
3回目接種率は12～19歳のものです。

●夜間・休日に接種ができます（事前予約がいらない会場もあります）
・日中や平日は忙しい…
・先の予定がつかず予約が
とれない…という方へ！

夜間帯や休日に接種を行っている会場や、事前予約が不要な会場もあります。
ご都合に合った会場を、下記二次元コードからご確認ください。

◀3・4回目
予約なし接種

問合せ

0人

3回目接種率が高い世代ほど新規
感染者数は少ない傾向にあります。

●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

◀接種会場一覧

●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
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■ 新型コロナウイルス感染対策について イベントの開催にあたっては、
「台東区新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」等に基づき、感染対策を
講じたうえで開催します。また、今後の感染拡大状況により、開催内容・出演者等、変更となる場合があります。最新の情報は、区HP等でご確認ください。

スポーツの祭典
不要
予約

パラリンピック編

ⒸJBFA

楽しい
催し
いっぱ が
い！

台東リバーサイドスポーツセンター体育館

8月20日

土 午後1時～4時

室内
用
お持 運動靴を
ちくだ
さい！

パラアスリートと一緒に、
みんなでパラスポーツを楽しもう！

車いす
テニス

～パラリンピック競技5種目が体験できます～
車いす
バスケット
ボール

車いす
ラグビー

ブラインド
サッカー

ボッチャ

▲詳しくはこちら

パラ
アスリート

ⒸJBFA

眞田卓さん

車いすテニス
東京2020パラリンピック
日本代表

同時
開催

官野一彦さん

車いすラグビー
2016リオデジャネイロパラリンピック
銅メダル

齋藤祐介さん

車いすバスケットボール
選手

寺西一さん

5人制サッカー（ブラインドサッカー）
東京2020パラリンピック
日本代表

TEAM BEYOND

パラスポーツ体験プログラム

ゲスト サバンナ・八木さん

パラスポーツの競技体験のほか、展示やゲストアスリートによるトークショーなどを
通じて、パラスポーツの魅力を体感いただける東京都主催のプログラムです。
ＶＲ等を活用した体験も実施予定なので、
お楽しみに！
▷詳細はこちら https://www.para-sports.tokyo/sports/taiken/
▷問合せ 東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部
パラスポーツ課 TEL 03－5320－7843

▲詳しくはこちら

次回

１０月１０日
（スポーツの日）
問合せ

スポーツの祭典［オリンピック編］開催!!

スポーツ振興課 TEL 03－5246－5853

区の世帯と人口

【7月1日現在】

※住民基本台帳による

決まり次第、区HPや広報たいとうでお知らせします！

世帯数

127,059世帯（前月比＋382世帯）

人

口

206,134人（前月比＋353人）

広報
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お知らせ

台東区・ノーザンビーチ市姉妹都市提携40周年記念事業を実施します

４年度住民税非課税世帯向け
臨時特別給付金の確認書を
発送しています
●3年12月10日以前から区内に住民票が
ある世帯
手続きに必要な確認書を6月27日から
発送しています。確認書に必要事項を記
載のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
提出期限は、9月30日㈮です。
●3年12月11日以降に転入された世帯
区から前住所地へ課税情報の照会を行
い、支給対象世帯へ順次、確認書を送付
します。前住所地への照会には時間がか
かります。お急ぎの方は、4年度の非課税
証明書を持参することで、申請すること
ができます。
※3年度住民税非課税世帯向け給付金を受
給した世帯（未申請や辞退した世帯を
含む）または家計急変世帯向け給付金
を受給した世帯は対象になりません。
▷問合せ 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

Looking over North Harbour and Manly Beach，
Northern Beaches Council

の交流の歴史やオーストラリアの文化等を紹介します。

キング教室を開催します。

▷期間・場所 第1回は8月1日㈪～10日㈬（閉庁日除く、最終

※8月下旬頃募集、11月動画公開

第3回は5年2月13日㈪～21日㈫・生涯学習センター１階ア
●オーストラリア ランチフェア
▷期間 8月8日㈪～19日㈮ （土・日曜日・祝日除く）
▷場所・時間 チカショクさくら（区役所地下1階）
・午前11時
～午後3時
▷提供メニュー 1週目はチキンシュニッツェル（チキンカツレ
ツレモンタルタルソース添え）
、2週目はチキンパルミジャー
ノ（チキンカツレツトマトチーズ焼き）※各日20食限定

プを装着した場合、登録が必要
く飼い始めた場合、変更登録が必要
③住所や電話番号など登録した内容に変更

※代理の方が申請する場合は、下記のほか、

区役所にマイボトル専用給水
機を設置しました

代理人の本人確認書類が必要です。
※昨年受給した方は申請不要です。
▷申請期間 8月1日㈪～31日㈬

マイボトル（水筒）

※土・日曜日・祝休日を除く

があった場合や、犬や猫が死亡した場

用ください。

▷問合せ 福祉課（区役所3階⑤番）

合は届出が必要

▷設置場所

チップ情報登録」サイト（下記二次元

ーンズセレクション2022」

コード）より登録（郵送も可）
※上記サイトで手続きを行
った場合は、保健所への
手続きは不要です。
※犬に装着されたマイクロ

TEL （5246）1172

区役所3階浅草側、

第1回長期総合計画一部修正
有識者意見聴取会傍聴者募集

6階上野側
▷問合せ 総務課 TEL （5246）1082

▷日程 8月16日㈫午後3時～5時

ビジネス支援ネットワークを
ご活用ください

23日㈫午後6時～8時
▷場所 区役所４階庁議室

弁護士、弁理士、社会保険労務士、税理

チップは鑑札とみなされます。すでに

士等の専門家に経営相談できる「ビジネス

鑑札を交付した犬にマイクロチップを

支援ネットワーク」に、新たに行政書士相

装着した場合は、保健所へ鑑札を提出

談が加わりました。

してください。

▷主な相談内容 各種営業の許認可申請、

▷問合せ 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9437

「協働事業提案制度」公開プレ
ゼンテーション

6月1日 か ら 販 売

地域活動団体等から協働事業の提案を募

される犬、猫へマイ

集し、提案団体によるプレゼンテーション

クロチップの装着と

を実施します。

登録が義務化されま

（2週目）チキンパルミジャーノ

を持参の上、ぜひご利

よんだ？ 2022」
、中学生向け・
「ティ

販売される犬、猫へのマイクロ
チップ装着等が義務化されま
した

（1週目）チキンシュニッツェル

▷価格 各700円（小鉢付き）

▷手続方法 環境省「犬と猫のマイクロ

TEL （5246）5911

TEL （5246）1193

トリウム

▷対象・タイトル 小学生向け・
「この本

▷問合せ 中央図書館

都市交流課

～12月16日㈮・浅草文化観光センター7階展示スペース、

②マイクロチップを装着した犬、猫を新し

▷配布場所 各区立図書館

▷問合せ

日は午後3時まで）
・区役所１階ロビー、第2回は11月19日㈯

図書館が選んだおすすめ本のリストを発

読書の参考にぜひご活用ください。

食を通じてオーストラリアの文化を体験できるオンラインクッ

台東区とオーストラリア ノーザンビーチ市（旧マンリー市）

①飼っている犬や猫に新しくマイクロチッ

供には各学校を通じて配布しています。

Dee Why to Curl Curl headland,
Northern Beaches Council

●オンラインクッキング教室

●パネル展

小・中学生向けおすすめ本の
ブックリストを発行しました
行しました。区立小・中学校に在学中の子

Shelly Beach, Manly，
Northern Beaches Council

見学希望の方は下記問合せ先へお申込み

した。現在飼育して

ください（区HPからも申込可）
。

いる犬や猫で、まだ

▷定員 5人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、
傍聴人数を制限しています。
▷申込方法 住所、氏名、電話番号を電話
かメールで下記問合せ先へ

電子申請に関すること、法人関連（NP

▷申込締切日 8月5日㈮

Oや医療法人）手続きに関すること、

▷問合せ 企画課 TEL （5246）1012

在留資格、ビザに関すること等

Eメール kikaku.u6a@city.taito.tokyo.jp

▷問合せ 台東区産業振興事業団

全国瞬時警報システム
（Jアラート）
全国一斉試験放送
を実施します

TEL （5829）4125

原爆に被爆された方に見舞金
をお渡しします

▷日時 8月10日㈬午前11時頃

▷対象 被爆者健康手帳をお持ちで8月1

▷放送内容 チャイム＋「これは、Ｊア
ラートのテストです。
」
（3回繰り返し）

日現在区内在住の方

▷日時 8月31日㈬午後１時30分

▷支給額 1万円（預貯金口座に振込み）

マイクロチップが装着されていない場合は、

▷場所 台東区社会福祉協議会

▷申請方法 郵送申請（要事前連絡）ま

できるだけ装着するよう努めてください。

▷定員 15人（先着順）

たは、被爆者健康手帳・本人名義の預

▷手続きが必要な場合

▷問合せ 区民課 TEL （5246）1126

貯金通帳を右記問合せ先へ持参

「こちらは、ぼうさいたいとうです。
」
＋チャイム
▷問合せ 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入者へ
●保険料の減免制度

▷適用期間 2年1月1日～4年9月30日（ただし、入院

介護保険料は介護保険課 TEL （5246）1246
●新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金
▷対象 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、

が継続する場合は最長1年6か月まで）
▷問合せ 国民健康保険課 TEL （5246）1253

により減免が受けられます。対象者や要件等詳しくは、

新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状

後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」

右記二次元コードよりご覧ください。

があり感染が疑われ、療養のために就労できなかった方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主た
る生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請

▷問合せ 国民健康保険料は台東区国保コールセンター
（7月29日㈮まで） TEL （6671）9294、国民健康保
険課資格係（8月1日㈪〜） TEL （5246）1252、後
期高齢者医療保険料は国民健康保険課後期高齢者保険係
TEL （5246）1491

TEL 0570－086－519

※給与などの支払いを受けている方に限ります。
▷支給対象となる日数 就労できなかった期間のうち、初
めの3日間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数
▷支給額 直近の継続した３か月の給与収入の合計額÷
就労日数×3分の2×支給対象となる日数

【第1回台東区地域福祉計画策定委員会を開催します】▷実施日時 8月2日㈫午後3時
7月26日㈫まで ▷申込み・問合せ 福祉課 TEL （5246）1173

▷場所

▲国民健康保険料
についてはこちら

区役所4階庁議室

▲後期高齢者医療保険料
についてはこちら

▷申込締切日

▲介護保険料
についてはこちら

8月1日㈪※託児申込みは
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害がある）にある方（施設に入所中の方、

福祉

（高齢・障害等）
障 医療証）
心身障害者医療証（○
の申請は8月31日㈬までです
障 医療証をお持ちでない、8
▷対象 現在○

月31日現在65歳以上の方で、次の全て

ている方は除く）
▷支給額 14,850円
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
手当名（区制度） 扶養人数 本人所得および扶養義務者所得
360万4千円 心身障害者福祉手
心身障害者
当・20歳以上の方
福祉手当
1人
398万4千円 の難病患者福祉手
難病患者 2人目以降
当は本人のみの所
福祉手当 1人につき 38万円加算 得で判断
0人

手当名（国制度） 扶養人数

に該当する方
①65歳未満で身体障害者手帳1・2級(内
部機能障害は3級まで）か愛の手帳1・
2度または精神障害者保健福祉手帳1級
になった
②3年9月1日以降、生活保護を受けなく
なったか、施設を退所し台東区に戻った、
または都外から台東区に転入した方
③国民健康保険や社会保険に加入している
か、4年度の住民税が非課税で後期高齢
者医療制度に加入している
▷所得限度額
扶養人数
0人
1人
2人目以降
1人につき

障害を支給理由とする公的年金を受け

本人所得

扶養義務者所得

38万円加算

※世帯状況等に応じて各種控除が受けられ
る場合あり

険証
※4年1月1日に区外在住の方は、所得額
の記載のある3年度と4年度の住民税課
税（非課税）証明書

区HPの「健康・福祉」
「高齢・介護」
「事
事業者の求人情報を掲載しています。

TEL （5246）1243

ころばぬ先の健康体操
サポーター募集
区独自の「こ

める体操ボラン

手当の受給には、所得制限等の支給要件
がありますので、詳しくは下記へお問合
せください。
▷問合せ 障害福祉課
TEL （5246）1201

金婚・ダイヤモンド婚おめで
とうございます

・心身障害者福祉手当（区制度）

●金婚

▷対象 申請時20歳以上65歳未満で、身

・奥村德三・弘子（元浅草1）

どこでも・だれでもできる体操です。
です。

▷申込み・問合せ 台東保健所保健サービ

▷申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
身者向・シルバーピア（抽選方式）
す。詳しくは、下記へお問合せください。
▷申込書配布期間 8月1日㈪～9日㈫（閉
庁日を除く）

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。
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

管理士・一級建築士・
弁護士）を理事会等に

を迎えるご夫婦で、5月までに申請した方

派遣します（資料代・

▷対象 申請時65歳未満で、東京都の難

を掲載しています（申請順･敬称略）
。掲

会場費等は利用者負担）
。

病医療費助成を受けている方、小児慢

載を希望する方は、下記へご連絡ください。

▷対象 分譲マンショ

性特定疾病医療費助成を受けている方

▷申込み・問合せ 高齢福祉課

▷対象 20歳以上で精神か身体に重度の
障害があり、日常生活で常時特別の介

（1人30分程度）
▷定員 各2人（先着順）
▷場所・申込み・問合せ 介護予防・地

護を必要とする状態（両上肢・両下肢・

域支援課（区役所2階⑤番）

体幹・内部機能および日常生活能力に

TEL （5246）1225

著しい障害がある）にある方（施設に
入所中の方、病院等に3か月を超えて入
院している方は除く）
▷支給額 27,300円

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）
認心理師・臨床心理士が相談に応じます。

▷対象 20歳未満で精神か身体に障害が

▷日時 毎月第1・3水曜日午後2時～4時

あり、日常生活で常時の介護を必要と
する状態（両上肢・両下肢・体幹・内
部機能および日常生活能力に著しい障

ン管理組合、賃貸マンションを所有す

（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 区内在住で就学前の子供を育てて
いる方

TEL （3844）8172

②台東保健所保健サービス課

高等学校等の進学者に対して
入学にかかる費用の一部を助
成します
経済的な事由により児童を高等学校等
（高等学校・専修学校・中等教育学校の後
期課程・特別支援学校の高等部・高等専門
学校・各種学校の一部等）に進学させるこ
とが困難な方に対して、入学にかかる費用
の一部を助成します。
▷対象 4月1日時点において以下の要件
を満たしている方
①3年度に中学校を卒業し、4年度中に高
等学校等に進学する児童の保護者
②対象児童および保護者が区内に住所を有
する
③保護者全員の3年度の住民税が非課税

る個人
▷派遣回数 同一年度内に4回（1回につ
き2時間）まで

※児童扶養手当を受給している場合、課税
であっても対象

※利用後、派遣の結果報告の提出が必要

④生活保護を受給していない

▷申込締切日 申請派遣を希望する日時

▷支給額 （対象児童１人あたり） 保護者

のおおむね2〜3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）9028

全員の3年度の住民税が非課税の場合は
8万円、児童扶養手当受給者で、3年度
の住民税が課税の場合は4万円
▷提出書類 奨学金支給申請書兼請求書、
在学証明書（原本）または学生証の写し、
3年度住民税課税証明書（受給者および

健康

配偶者のもの、3年1月1日現在、区外に
住民登録があった方のみ）
※対象者には、4月下旬に申請書を送付し

介護の悩み・介護方法等について、公

・障害児福祉手当（国制度）

▷時間 午前9時30分～11時

TEL （3847）9497

▷申込み・問合せ 東京都住宅供給公社

・難病患者福祉手当（区制度）

・特別障害者手当（国制度）

▷日程 ①8月17日㈬ ②23日㈫

▷場所・申込み・問合せ

・中井俊晴・久美子（上野5）

▷日時 毎月第2・4金曜日午後2時～3時

の相談を専門カウンセラーがお受けします。

①浅草保健相談センター

病患者福祉手当を受給中の方は除く）

中の方は除く）

「子供や家族のことでイライラしてしま
う」
「出産後、気分が落ち込みがち」など

ービス課・5階⑩番住宅課、区民事務所・

専門家（マンション

▷支給額 15,500円

子育て心理相談（予約制）

▷申込書配布場所 区役所1階戸籍住民サ

●ダイヤモンド婚

認知症高齢者の専門相談
（予約制）

子育て・教育

住宅
まちづくり

・杉林仁一・民子（松が谷2）

当・児童育成手当 〈障害手当〉を受給

ス課 TEL （3847）9497

TEL （5246）1295

に該当する方（施設に入所中の方、難

（施設に入所中の方、心身障害者福祉手

害、不妊でお悩みの方費
※医師とはオンライン相談です。

脳性マヒ、進行性筋萎縮症のいずれか

TEL （5246）1221

（1人20分程度）

体操の指導が未経験という方でも大丈夫

マンション管理・修繕相談員
派遣制度

で、手当の対象疾病にり患している方

▷日時 8月18日㈭午前10時～正午

▷対象 区内在住か在勤で更年期や月経障

・大木正男・幸子（浅草6）

結婚50周年
（ダイヤモンド婚は60周年）

女性医師による女性のための
健康相談「婦人科」 (予約制)

▷場所 台東保健所4階

体障害者手帳１～3級、愛の手帳1～4度、

▷支給額 15,500円か7,750円

TEL （3847）9401

ています。

※申込みができる世帯が限定されていま

ます。対象の疾病は区HPで確認できます。

▷問合せ 台東保健所生活衛生課

ティアを募集し

難病医療費助成制度（国および都疾病）

の対象疾病にり患している方も申請でき

さい（国制度のものは申請不要）
。

記へご連絡ください。

▷募集住宅 家族向（ポイント方式）
、単

特定疾病医療費助成制度の対象で、手当

今回該当する方は、8月中に申請してくだ

ます。また、50回以上献血された方は下

難病患者福祉手当をご存じで
すか
の対象で、65歳未満の方は、難病患者福

これからも献血にご協力をお願いいたし

TEL （5246）1225

にお問合せください。

健所保健予防課 TEL（3847）9405

以前に所得超過のため資格喪失となり、

澁谷尚男様（浅草１丁目）

課（区役所2階⑤番）

▷問合せ 介護保険課

階⑩番） TEL（5246）1201 台東保

準額）により、受給対象者を見直します。

前11時
▷申込み・問合せ 介護予防・地域支援

※仕事内容・採用等、詳しくは各事業者

祉手当を申請できます。また、小児慢性

8月分から、3年中所得（4年度課税標

大泉孝夫様（清川２丁目）

※下記二次元コードよりご覧になれます。

▷申込み・問合せ 障害福祉課(区役所2

心身障害者福祉手当等受給中
の方へ－所得額による受給の
見直しをします－

竹本友和様（元浅草４丁目）

体操」を教え広

スマートフォンで区内介護
サービス事業者の求人情報が
見られます

ます。今回、次の方に贈呈しました。

▷申込締切日時 各相談日１週間前の午

▷問合せ 障害福祉課（区役所2階⑩番）
TEL （5246）1201

労者として、感謝状と記念品を贈呈してい

▷定員 各2人（先着順）

ろばぬ先の健康

▷必要な物 身体障害者手帳か愛の手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳・健康保

家族が区内在住の方

0人
360万4千円 628万7千円
特別障害者
手当
1人
398万4千円 653万6千円
障害児福祉 2人目以降
38万円加算 21万3千円加算
手当
1人につき

業者情報（区民の方へ）
」に介護サービス
所得限度額
360万4千円
398万4千円

▷対象 高齢者本人または介護している

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

ました。ただし、区が児童手当または児
童扶養手当を支給していない方には送付
していません。
▷問合せ 子育て・若者支援課（区役所6
階⑥番） TEL （5246）1232

【８月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集について】８月より上野健康増進センターでの再開を予定していましたが、引き続き、全ての運動教
室を千束健康増進センターにて実施します。詳しくは、区HPをご覧ください。〈台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9420〉

広報

ひとり親家庭の就業や学び直
しを支援します
対象は、ひとり親家庭の父・母で、児童
扶養手当の支給を受けているか、受けてい

▷支給額 住民税課税世帯は2万5千円、
非課税世帯は5万円
※①②とも課税・非課税判定に扶養義務者
を含みます。
●自立支援教育訓練給付金

③合格時給付金

※いずれも要事前相談

る、区が指定した教育訓練講座の受講料等

●高等職業訓練促進給付金

の一部を給付します。雇用保険法の教育訓

経済的自立に効果的な資格を取得するた

ます。

児）と修学の両立が困難な場合に、生活費

▷対象講座 ①一般教育訓練講座・特定一

の負担軽減として助成します。本制度と同

般教育訓練講座 ②専門実践教育訓練講

様の給付を受けていない事が条件です。現

座
▷支給額 受講料の60％（①1万2千円～

在、修学中の方もお問合せください。
▷対象資格 看護師・准看護師・精神保健

20万円 ②1万2千円～受講年数×40

福祉士・理学療法士・作業療法士・保健

万円〈最大160万円〉
）

師・助産師・言語聴覚士・視能訓練士・

●自立支援プログラム策定

義肢装具士・臨床工学技士・臨床検査技

専門の相談員がプログラムを策定し、ハ

師・診療放射線技師・歯科技工士・歯科

ローワーク等関係機関と連携して自立・就

衛生士・柔道整復師・あん摩マッサージ

労を支援します。

指圧師・はり師・きゅう師・介護福祉士・

●高等学校卒業程度認定取得支援給付金

社会福祉士・保育士・理容師・美容師・

ひとり親家庭の学び直しを支援するため、

栄養士・調理師・製菓衛生師・一級建築

受講料の一部を支給します（20歳未満の

士・二級建築士・木造建築士

子供も対象）
。

▷3・4年度のみ追加資格 社会保険労務

▷対象講座 民間事業者等が実施する高等

士・シスコシステムズ認定資格・LPI認

学校卒業程度認定試験の対策講座（通信

定資格ほか

制も含む）
①受講開始時給付金

①訓練促進給付金

▷支給額 受講料の30％（４千円～15万

▷支給期間 修学全期間（上限4年）
▷支給額 住民税課税世帯は月額7万500

円）

円（修学期間が最後1年間のみ月額11万

②受講修了時給付金

500円）
、非課税世帯は月額15万円（修

▷支給時期 対象講座修了時

学期間が１年未満の場合は月額14万円）

▷支給額 受講料の40％（②−①で４千

▷問合せ 子育て・若者支援課（区役所6
階⑥番）

以内に高卒認定全科目合格時
▷支給額 受講料の60％（①と②との合

TEL （5246）1232

育児相談

お気軽にご相談
ください！

（要予約制）

練給付を受給した方は差額分を支給となり

め、1年以上養成機関等で修学し、就業（育

5

計で最大30万円）

▷支給時期 受講修了日から起算して２年

適職に就くために必要であると認められ

る方と同等の所得水準の方です。

第1305号

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。
●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時

場所

8月16日㈫午後1時30分～3時10分

浅草保健相談センター

8月17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

8月2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

8月4日㈭午前10時～11時

日本堤子ども家庭支援センター

8月10日㈬午前10時～11時

台東子ども家庭支援センター

8月12日㈮午前10時～11時

寿子ども家庭支援センター

8月16日㈫午前9時30分～11時10分

浅草保健相談センター

8月17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

8月17日㈬午前9時30分～11時

浅草保健相談センター

8月23日㈫午前9時30分～11時10分

台東保健所

申込み・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

円～最大20万円）

②修了支援給付金

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分）
▷給付額 児童1人あたり5万円
▷給付時期 申請不要の方には順次、申請が必要な方には申請から1～2か月後
※4年1月1日時点で区外在住の方は支給が遅れます。※申請書等は、区HP（右記二次元コード）からダウンロード可。
※下表の対象に複数該当したとしても給付は1回のみです。

▲ひとり親
世帯分

ひとり親世帯分（申請期間は5年2月28日㈫まで）

ひとり親世帯以外分（申請期間は7月21日㈭～5年2月28日㈫）

対象

申請

添付書類

対象

申請

▲ひとり親世帯
以外分

添付書類

主たる生計維持者（所得が高い方）の4年度住民税均等
割が非課税であり、次のいずれかに該当する方
①4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当が支給された
②公的年金等を受給して
①②不要・7月20日以降順次支給
（対象の方には７月７日付で支給決定通知を送付済）
おり、4年4月 分 の 児 童
②4年5月～5年3月分のいずれかの月から新たに児童手
扶養手当の支給が全額停
当・特別児童扶養手当の受給者となった
止される方
③上記①②に該当しないが、4年3月31日時点で、18歳
・ひとり親世帯である 未満の児童を養育していたまたは4年4月1日以降、新た
③④申請者の本人確認書類
ことが分かる書類
に対象児童（5年3月末時点で18歳以下）を養育すること ③④必要 （運転免許証、健康保険証等）
、
（戸籍謄本等）
となった
※窓口また 振込口座が分かる物（通帳・キャッ
・振込口座が分かる物
は郵送
シュカードのコピー）
（通帳・キャッシュカー 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 （③のみ電
※④のみ収入額が分かる書類
必要
ドのコピー）
するなど、4年1月以降の収入が4年度住民税均等割が非 子申請可） （4年1月以降の任意の1か月の収
③新型コロナウイルス感
※窓口また ・受給年金額が 分か 課税の方と同水準となっている（※1）
入が分かる給与明細・帳簿等）
染症の影響を受けて家計
は郵送
る書類
が 急 変するなど、2年2
・収入額が分かる書類
【
（※1）非課税相当の収入額イメージ】 非課税相当収入限度額早見表
月以降の収入が 児童扶
（2年2月以降の任意
〈要件確認〉
（例：父・母・子2人の場合）
養手当を受給している方
世帯人数
限度額
年間収入見込額252万
の1か月の収入が分
父 2月分の収入21万円×12か月
と同水準となっている方
円
（A) ＜ 非課税相当収
かる給与明細・帳簿
2人
（例）
父・子1人
156万円
＝年間収入見込額252万円（A）
入限度額255.7万円
（左
等〈③のみ〉
）
3人
（例）
父・母・子1人 205.7万円
母 2月分の収入8万円×12か月
表）となるため、当ケー
＝年間収入見込額96万円 （B） 4人
（例）
父・母・子2人 255.7万円 スでは「対象」と推定さ
(A)＞(B)のため、(A)にて要件確認
れる。
5人
（例）
父・母・子3人 305.7万円
①4年4月分の児童扶養
手当が支給された方

不要・6月30日支給済

※課税申告が未申告の方は、申告をお願いします。※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。※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。
▷問合せ 厚生労働省コールセンター TEL 0120（400）903（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後6時）
▷申込み・問合せ 〒110−8615 台東区役所子育て・若者支援課 TEL （5246）1057（土・日曜日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

【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

6

申込みの記入例

広報

令和4
（2022）
年7月20日

1
5

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
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適切なマスクの着用等、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。

催しもの など

なとBOUSAIプログラム代表） 申 下記

区HPまたは下記問合せ先へ。

二次元コードから申込むかファクスまた

問 清掃リサイクル課 TEL （5246）1018

は往復はがきに記入例 1 ～ 4 を書いて下

リサイクル

記問合せ先へ 締 8月12日㈮（必着）

平和に関するパネル展

ガーデニングイベント～みんな
でお花の植え替えをしよう！～

問 〒110－8615 台東

公園や防災広場にある花壇・プランター
の植え替えイベントを開催します。参加

●新企画 再利用講座「金継ぎ」 時 8月30

区役所危機・災害対策課
TEL （5246）1092

日㈫午後1時30分～3時30分

FAX （5246）1099

れあい館ひまわり２階リサイクル活動室

者には花の種をプレゼントします。

場 環境ふ

日程 開催回・日時

対 区内在住か在勤の18歳以上の方

隅田川とうろう流し

定 10人（先着順） 費 500円※持ち物等
申・問 清掃

リサイクル課

▲「防空演習」 所蔵 : 下町風俗資料館

TEL （5246）1018

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

のパネル展を行います。 時 8月12日㈮

あい館ひまわりの３階リサイクル情報交換

～18日㈭（最終日は午後４時まで）

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

場 区役所１階ロビー

時 8月13日㈯午後6時30分

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

問 総務課 TEL （5246）1052

場 隅田川（吾妻橋～言間橋 間）

パネルに掲示しています。ご利用ください。

問 浅草観光連盟 TEL （3844）1221

ゆずります 体重計、シングルベッド（折

台東区観光課 TEL （5246）1447

り畳み式）

マンション防災セミナー

お祭り等で「子供服のリユースク
ローゼット」をやってみませんか？

●顔の見える関係が防災の第一歩～防災で
つながるマンションのコミュニティ～
時 9月3日㈯午後1時30分受付、2時開始

「出張 子供服のリユースクローゼット」を

（およそ2時間） 場 区役所10階会議室
定 50人（先着順） 講 久保井千勢氏（み

ゆずってください ビデオカセットレコー

①午前10時
～11時

8人

①午前10時
竹町公園
～11時

9人

９月 ④午後1時
17日 30分～2時
㈯ 30分

入谷南
公園

⑤午後3時
～4時

申込

（抽選） 締切日

9月
防災広場
10日 ②午前11時
初音の森
㈯ 30分～午後
0時30分

詳しくは、区HPをご覧ください。
申込開始日時 8月1日㈪10時

定員

場所

8月
22日
㈪
8人 （必着）

8月
29日
8人
㈪
（必着）
8人

対 区内在住か在勤（学）の方※小学生以

下は保護者同伴 申 はがきに記入例 1
（①～⑤）～ 5 、小学生以下の参加は左記

ダー、ブルーレイHDDプレーヤー

に加え保護者の 3 4 を書いて下記問合せ

※上記の情報は7月1日現在の内容です。

先へ（電子申請可） 問 〒110－8615台

詳しくは、下記へお問合せください。

東区役所環境課 TEL （5246）1323

開始しました。PTAバザーや町会のお祭

場・問 環境ふれあい館ひまわり3階生活家

り等で活用してみませんか？詳しくは、

電ごみ持込窓口 TEL （3866）8361

台東区ジュニアオーケストラ
第39回ファミリーコンサート
時 9月4日㈰午後1時開場、1時30分開演
場 浅草公会堂

曲目 組曲「カレリア」
（シ

ベリウス）
、
「アルルの女」第2組曲（ビゼ
催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

ー）ほ か

場所・申込み・問合せ

入場整理券配布場所(自由席) 生

涯学習センター1階受付（第1・3・5月

日本堤子ども家庭支援セン
パ パ マ マ エ ア フ ュ ー 8月20日㈯
区 内 在 住 の3歳 ま で の 18組 7月27日
ター「にこにこひろば」
ジョンコンサート
午前10時45分～11時30分 子供
(先着順)
㈬
TEL （5824）2535

曜日休館）
、庶務課（区役所6階⑨番）
、区

8月31日㈬
①午前10時30分～11時15
ピーカブーリトミック
分 ②11時30分～午後0時
15分

区 内 在 住 の ①9か 月 ～
台東子ども家庭支援セン
1歳5か月の子供
各15組 7月27日
ター「わくわくひろば」
②1歳6か月～3歳の子 (先着順)
㈬
TEL （3834）4577
供

問 生涯学習課

ヨガでゆったり
リラックスタイム
－パパ編－

寿子ども家庭支援センター
区 内 在 住 の8か 月 ま で
7組
7月27日
「のびのびひろば」
の子供と父親
(先着順)
㈬
TEL （3841）4631

8月27日㈯
午後2時15分～3時

民事務所・同分室、地区センター
整理券配布開始日 8月2日㈫
TEL （5246）5851

第45回台東区美術展作品募集
時 9月9日㈮～14日㈬

台東児童館

池之端児童館

あそぼうタイムスペシャル
「みんなでウォーターパーティー！
～水風船＋水かけ大会～」

夏休み宿題応援企画
「自由工作にチャレンジ」

TEL（3832）
8493

児童館は、0～18歳の児童とその保護者が自由に来館して、
問合せ
仲間と楽しむことができる施設です。夏休みには、年齢に合わ
台東区社会福祉事業団
せたさまざまな行事や遊び、スポーツ・工芸・手芸などの活動
TEL（5603）2229
を行っています。
※詳しくは、各児童館にお問合せください。

一緒に遊んで仲間をつくろう！

中高生タイム

いつでも工作や手芸、
読書、
スポーツなど
さまざまな活動を行っています。

中高生世代が利用できる時間帯です。

図工室

時 月～金曜日午後6～7時
場 池之端児童館・今戸児童館

千束児童館

玉姫児童館

「おばけやしき」

「館庭で水あそび」

子供たちとつくるおばけやしきです。
どんなおばけがいるかな？

魚すくいや水てっぽうで涼しく遊ぼう♪

TEL（3874）
1714

TEL（3874）
6571

7月26日㈫・28日㈭、
8月3日㈬・5日㈮・9日㈫
午前10時30分～11時45分
対 幼・園児と保護者
時

8月26日㈮・27日㈯
午後2時～4時

図工室にあるいろいろな素材を使って
自由工作をしよう！
時

TEL（3841）
6734

8月10日㈬午後3時～5時
12日㈮午前10時30分～正午、
午後3時～4時30分
対 園児以上の子供
※未就学児は保護者同伴

TEL（3876）
1656

「いまじまつり」
遊戯室や音楽室などを使って、
さまざまな遊びが楽しめるおまつりです。
8月6日㈯
午後1時30分～3時30分
対 乳幼児以上の子供
※未就学児は保護者同伴
時

寿児童館

谷中児童館

TEL（3844）
8602

「センサリーバッグづくり」
むにゅむにゅ、キラキラ、さわって楽しい
五感を刺激するおもちゃを作ります。
時 8月6日㈯
午前10時～10時50分、
11時～11時50分
対 幼・園児と保護者
定 各10組

8月1日㈪～31日㈬
午後3時～5時

今戸児童館

松が谷児童館

時

図書室

時

8月24日㈬
午後3時30分～4時30分
対 園児以上の子供
※未就学児は保護者同伴

TEL（3823）
6644

時

「まつフェス」
～おばけめいろへようこそ～

遊戯室

場 隅田公園リバ

TEL（3824）
4043

こども自主企画
「ダンボールであそぼう！」
8月29日㈪ 午後3時～6時
30日㈫ 午前9時30分～正午
対 園児以上の子供
※未就学児は保護者同伴
時

【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。

時 日時・期間

凡例

場 場所・会場

費 費用・会費・参加料・金額

ーサイドギャラリー

対 区内在住か在勤

（学）
の高校生以上の方

出品種目 日本画・

水墨画・洋画・版画・彫刻
出品点数 原則1人1点（未発表の作品に限

る） 作品規格 絵画は100号Fサイズ以内、
彫刻は高さ60×横幅40×奥行40センチ
メートル以内

搬入日時 9月5日㈪午前10

時～午後0時30分※出品の事前申込不要、
作品を搬入日に直接会場へ持参
搬出日時 9月14日㈬午後3時～3時30分
出品要項 生涯学習センター、区民事務所・

同分室、地区センター、社会教育センター、
社会教育館で配布

問 生涯学習センター

生涯学習課 TEL （5246）5815

区民体育祭

定 定員

内 内容

対 区内在住か在勤（学）の方

費 （1組）中学生100円、高校生600円、
一般1,000円 締 8月14日㈰午後5時※申

込方法等詳しくは、区HPを
ご確認ください。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

企画展「台東区の古代・中世」

講 講師

持 持ち物

かがやき
老人福祉 長寿ひろば 橋場老人
入谷
センター
福祉館
（入谷区民館）

TEL

締 申込締切日

三筋老人
福祉館

TEL

TEL
TEL
（3834）
（3833） 6370 （3876） （3866）
6541 (老人福祉センター 2365
2417
内専用電話)

9月2日㈮ 9月1日㈭ 9月1日㈭ 9月1日㈭
5日㈪

3日㈯

2日㈮

2日㈮

6日㈫

5日㈪

4日㈰

6日㈫

9日㈮

10日㈯

8日㈭

7日㈬

12日㈪

15日㈭

9日㈮

10日㈯

15日㈭

17日㈯

10日㈯

14日㈬

16日㈮

20日㈫

17日㈯

16日㈮

36－2 産業研修センター

27日㈫

時（全3回）9月14日・21日・28日の水曜

日午後6時30分～8時45分

場 浅草中学

対 小学1年～中学3年生

定 各10人

時（全5回）9月2日・16日・30日、10月7

（先着順）※保護者同伴 費 800円（3回

日・21日の金曜日午後5時30分～6時30

日㈭～9月7日㈬ 申 台東柔道会スポーツ
少年団佐藤 TEL 080（7795）4826

人（先着順） 費 3,500円（保険料含む）

問 台東区スポーツ振興課

で参加費を添えて直接申込み

TEL （5246）5853

申込開始日時 7月28日㈭・29日㈮、8月4

時 8月27日㈯午前10時～正午

定 30人

申込期間 8月18

清島温水プール 水泳教室

午後１時～5時、金曜日は5時～6時30分
※定員になり次第、申込受付終了

申 ㈱明日葉

にした、水慣れからクロールまでのレベル

TEL （3875）2860

TEL 070（8702）2798

別グループレッスンです。

時（全6回）9

台東区スポーツ振興課

場・問 男女平等推進プラ

月3日・10日・17日・24日、10月1日・

TEL （5246）5853

ザ（生涯学習センター４階）

8日の土曜日、Aクラスは午前11時30分～
午後0時30分、Bクラスは0時30分～1時

生涯現役！シニア期に向けた
暮らしと働き方セミナー
対 受講日時

申込開始日 7月27日㈬※申込みは保護者

プランニング、再就職の現状と考え方

に限る。

持 筆記用具

申込開始日 7月20日㈬

申 申込専用ダイヤル（土・日曜日・祝日を

除く午前9時～午後5時）

時 8月20日㈯午前

TEL （5422）1399

10時～11時30分、

問 東京しごとセンターシニアコーナー

午後1時30分～3時

TEL （5211）2335

30分 対 区内在住か在学の3～6歳の未就

〈８月〉

ライフ＆スポーツ㈱ 費 8,500円
（利用料・

1～31日

●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）
●出店自治体スケジュール

初心者のためのスポーツ教室
「ソフトテニス」
時（全6回）8月17日～9月1日の水・木曜日

問 根岸図書館

午後7時～9時 対 区内在住か在勤（学）

TEL （3876）2101

の高校生以上の方

敬老マッサージサービス
椅子に座って肩や脚をマッサージします。
時 午前10時～午後3時のうち20分程度
対 区内在住で65歳以上（9月1日現在）
定 1日24人程度（先着順） 申 実

持 運動着、シューズ

定 30人（先着順）
締 8月9日㈫

日程

出店自治体

7月21日㈭～26日㈫

鹿児島県鹿児島市

7月28日㈭～8月2日㈫

北海道当別町

8月4日㈭～30日㈫

北海道鹿追町
×新得町・清水町・
芽室町

▲出店の様子（鹿児島県鹿児島市）

場・申・問 台東リバーサイドスポーツセンタ

ー TEL （3872）3181

若手経営者サポートセミナー
（前期）
時（全5回）9月7日・21日、10月5日・19

施する会場、老人福祉センター・かがやき

日、11月2日の水曜日午後7時～9時

長寿ひろば入谷・老人福祉館に電話で申

場 台東区中小企業振興センター

込み※施術当日は、本人確認できる物を持

の後継者や、事業を始めたばかりの新人

参してください（老人福祉施設使用登録証、

経営者等

国民健康保険証等）
。

定 15人（先着順）
問 老人福祉センター

谷中圓朝まつり（全生庵）

「ふるさと交流ショップ 台東」
7～8月出店自治体をご紹介します！

台東区産業振興課 TEL （5246）1152

岸図書館カウンターで整理券を配布

年 中 行 事

定 各30人（抽選） 講 野村不動産

学児

定 15

日㈭・5日㈮・18日㈭・19日㈮木曜日は

問 たなかクラブ

TEL （5246）5816

対 区内在

申 たなかクラブ
（たなかスポーツプラザ内）

●第4期 幼児水泳教室 未就学児を対象

定 30人（先着順） 内 これからのライフ

定 各10組（先着順）※8月1日㈪から根

場 たなかスポーツプラザ

供の 3 5 を8月20日㈯までに申込先へ

には、利用確認書を発行します。

ール 対 小学生以下の子供と保護者

たなかクラブ
キッズ・チアダンス教室

いを交わすために役立つ技法を学びます。

定 8組※参加は子供1人につき1回まで

TEL （3833）6541

TEL （5246）5853

住か在学（園）の4～10歳の子供

日～4年2月9日生まれの子供と保護者

申込開始日 8月2日㈫

祝日を除く午前9時～午後5時）

スポーツ少年団初心者教室
「柔道」

または運動できる服装

点で55歳以上の方※雇用保険受給中の方

の方

後5時（必着） 問 〒111－8621 生涯
学習センタースポーツ振興課（土・日曜日・

意見交換の場でお互いを尊重し、考えや想

時30分） 場 台東区民会館

場 根岸社会教育館ホ

締 8月19日㈮午

分

午前11時

（入退室自由）

問合せ先へ郵送か持参

分・保険料含む・初回に集金） 持 柔道着

●あかちゃんえほんタイム 時 8月10日㈬

●親子でしおりをつくろう！

台東区橋場1－

TEL （3872）6780

校

対 区内在住か在学の小

定 100人（先着順） 持 運

（スパイク可） 申 申込書に記入し、下記

締 8月24日㈬（必着）

22日㈭

時 8月31日㈬午後1時～3時45分（開場0

TEL （5246）5911

動しやすい服装、飲み物、タオル、運動靴

29日㈭

場・問 根岸図書館 TEL （3876）2101

場・問 中央図書館

学4～6年生

方は 6 7 を書いて下記問合せ先へ

28日㈬

あり（1歳以上の未就学児）
、希望の方は子

対 区内在住の令和3年2月10

ター陸上競技場

きに記入例 1 ～ ４ ・年代、在勤（学）の

27日㈫

か直接申込み 締 開催前日の午後５時

22日㈮～8月31日㈬ 対 小学生以下

選） 費 3,000円（2回分） 申 往復はが

26日㈪

込むか、電話で申込先へ※会場受講は託児

成させると景品を差し上げます。 時 7月

時 9月18日㈰午前9時10分～正午（少雨
決行） 場 台東リバーサイドスポーツセン

場・問 〒111－0023

ー認定講師） 申 下記二次元コードから申

たテーマの本を読んで、３列のビンゴを完

第11回ジュニア100メートル走
講習・測定会

勤（学）で全日程受講可能な方 定 4人（抽

17日㈯

定 8人（先着順） 申 下記問合せ先へ電話

●読書でビンゴ！ ビンゴカードに書かれ

㈬午後６時～８時30分 対 区内在住か在

21日㈬

時 8月7日㈰・28日㈰午後4時15分～5時

図書館のこどもしつから

TEL （3842）5353

時（全2回）9月13日㈫・14日

18日㈰

かながわ代表理事・エンパワメントセンタ

場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

場・問 清島温水プール

した方を対象にした実践的なCAD操作講

27日㈫

女性参画のためのスキルアップ
講座「コミュニケーションを活
性化するファシリテーション入
門」
（オンライン受講可）

保険料含む） 申 清島温水プールHPから申
フロントで受付 締 8月9日㈫午後9時

入門講座（産業研修センター実施）を受講
座です。
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第1305号

込み※定員に満たない場合は締切日以降も

第2回CADステップアップ講座

24日㈯

講座・相談会など

問 台東

区産業振興事業団 TEL （5829）4124

26日㈪

●ギャラリー・トーク

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申 左記二次元コードから申込み

20日㈫

（先着順） 講 細川一美氏(NPO法人CAP

時 9月11日㈰まで

広報

問 問合せ

22日㈭
30日㈮

●ソフトテニス 時 8月21日～9月11日の
日曜日

対 対象

申 申込方法・申込み

講 中小企業診断士等

対 企業

▲twitter

▲Facebook

▲Instagram

▲出店自治体スケジュール

※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。

問合せ

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

費 5,000円（5回分）

【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。
広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。
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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）

