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など

区公式HP▶

区公式SNSの一覧は▶

自分と大切な人を守るため、感染対策を！

新型コロナウイルスを
①跳ね返す

3・4回目の
ワクチン接種を！

②追い出す

③近づけない

熱中症に注意しながら
こまめな換気！

適切な
マスクの着用を！

詳しくは、
4面をご覧ください

濃厚接触者の待機期間が
変更になりました

●陽性者と同居していない場合
陽性者との最終接触日を0日として、
その翌日から数えて5日間(※1)

●陽性者と同居している場合

ご自身が陽性となった場合
重症化リスクの高い方(基礎疾患のある方・妊婦の方・65歳以上の方)

（※1）
2日目および3日目に、薬
事承認された抗原検査キット
(自費検査)で両日陰性の確認
が取れた場合は、3日目から解
除可

▲ 濃厚接触者の条件等

重症化リスクの低い方
（基礎疾患のない方かつ65歳未満の方）

いずれか遅い方を0日として、その翌日から5日間(※1)
・陽性者の発症日
（無症状の場合、
検査を行った日） （※2）陽性者と部屋を分ける、
マスク着用、手洗い・手指消毒
・感染対策(※2)を講じた日
の実施、こまめな換気、物品の
共用を避ける・消毒を行う等

発熱等の症状が
ある場合の相談
窓口

・保健所から携帯電話にショートメッセージ
（SMS）
で療養のご案内を送ります。
・保健所からSMSに加えて、
電話があります。

・保健所から携帯電話にショートメッセージ(SMS)で療養の
ご案内を送ります。
・保健所から電話はありません。
※詳しくは、
区HPをご覧ください。

発熱相談センターで、
看護師等が相談を受け、
医療機関の紹介や療養方法の案内等をします。

陽性と診断された方へ ▲

●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、
TEL 03－3847－9402
03－6258－5780
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）

上野の山で
特別な

“芸術の秋”
を

― 上野の山文化ゾーンフェスティバル30周年記念 ―

上野の山文化ゾーンフェスティバルについて詳しくは、2・3面をご覧ください
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上野の山で毎秋開催している「上野の山文化ゾーンフェスティバル」は今年で30周年。
これを記念して、恒例企画や周年記念イベント等が盛りだくさんです！
ぜひ、今年の秋は上野の山へおでかけしてみませんか？

■新型コロナウイルス感染対策について

▲ 申込方法や紙面に掲載
していないその他の
イベント等はこちら!

〒110‑8615 台東区役所文化振興課 TEL（5246）1153

旧東京音楽学校奏楽堂

●寛永寺僧侶と歩く
上野公園めぐり
日時 第1回 10月14日㈮
第2回 10月16日㈰
午後1時30分
定員 各20人
（抽選）
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駅
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●澤ファミリーによる
記念イベント
「こころ」
と
「いのり」
の音楽会
日時
9月4日㈰
午後1時30分開場、
2時開演
出演
澤和樹氏、
蓼沼恵美子氏、
澤亜樹氏
申込み ヴォートル・チケットセンター TEL（5355）1280
チケットぴあ、
イープラス

台東区立
朝倉彫塑館

▽▽

台東区立
書道博物館

子規庵

●寛永寺根本中堂と
德川歴代将軍霊廟 特別公開
日時 10月15日㈯
午後2時
定員 45人
（抽選）

寛永寺

德川将軍霊廟

鶯

下町風俗資料館
付設展示場
（旧吉田屋酒店）

日本美術院

東京藝術大学
奏楽堂

国立西洋美術館

東部公園
緑地事務所

上野大仏

上野動物園
（西園）

公園口

東京
文化会館

五條天神社

▽

野

忍

清水観音堂

池

創立150年を迎えた
今年は、
キッズデーなど
イベントがめじろ押し！
当館所蔵の国宝をすべて公開する
特別展
「国宝 東京国立博物館の
すべて」
も必見です。

駅

上野の森美術館

西郷隆盛像

銀座線・日比谷線

上野駅

▲ 東京国立博物館
公式キャラクター
左 トーハクくん
右 ユリノキちゃん

上野中央通り
地下駐車場

水上音楽堂

大 江 戸線
上 野 御徒 町駅

御徒町駅

松坂屋
上野店

千代田線
湯島駅

日比谷線
仲御徒町駅
大江戸線
つくばエクスプレス線
新御徒町駅

●東京国立博物館創立150年記念
特別展
「国宝 東京国立博物館のすべて」
期間 10月18日㈫〜12月11日㈰

BuRaLi（ぶら〜り）e上野
ボランティアガイド
吉田智恵子氏

台東区観光ボランティアの会
③「近現代建築物を巡る」④「上野ゆかりの人物を巡る」

▽

上野観光連盟
銀座線
上野広小路駅

●140周年特設
インスタグラムで
情報発信中！

アメ横

旧岩崎邸庭園

今年度のテーマは、
「ちょっと気になるこの上野」です。
私たちボランティアガイドと一緒に、
上野の山の魅力について
学んでみませんか？

京成
上野駅

台東区立
下町風俗資料館

（公財）東京動物園協会

②社会教育実践研究センター
「BuRaLi（ぶら〜り）e上野 〜ちょっと気になるこの上野〜」

台東区役所

横山大観記念館
不

東京国立博物館

J
R

日本芸術院

辯天堂

上野学園

上

弁天門

▽

日本学士院

正門

昭
和
通
り

池之端門

国立科学博物館

旧寛永寺
五重塔

◀横山大観記念館
横山浩一執行理事

大噴
水

東京都美術館
上野動物園
（東園）
上野
東照宮

以降、
上記記事の共通項目
往復はがき
WEB ・
申込方法
※同伴者1人まで申込み可
申込締切日 9月11日㈰
（必着）

旧博物館
動物園駅

台東区立
旧東京音楽学校奏楽堂

開園140周年と
パンダ来園50周年です。
上野動物園への来園が特別な
思い出となるよう、
これからも
歩みを進めていきます。

◆

社会教育実践研究センター
国立国会図書館

国際子ども図書館
文化財保護・
芸術研究助成財団
東京国立博物館

東京国立博物館
黒田記念館
千代田線
根津駅

駅

東京藝術大学
大学美術館

江戸から
明治そして現代へ
歴史を語る上野の山。
でもなぜ？その魅力は？
知って納得見てびっくり、
ガイドと一緒に探って
みませんか？

上野動物園 福田豊園長 ▲

30th

上野の森美術館

国立西洋美術館

▽▽▽

▽

●上野東照宮社殿 特別公開
記念イベント
日時 ①10月2日㈰ ②10月30日㈰
③11月13日㈰
午後1時 ・ 2時30分
（各回40分）
定員 各25人
（抽選）
通常は
費用 500円
申込方法 WEB ・ 往復はがき
非公開です！
※同伴者1人まで申込み可
申込締切日
（必着）
①9月4日㈰
②10月2日㈰
③10月16日㈰

上野公園内にある
唯一の私立美術館として
開館から50年を迎えます。
これからも話題性のある
展覧会を開催しますので
ぜひご来館ください。

前庭を創建
当時の姿に近づける
工事を実施し、
今年４月に
リニューアルオープンしました。
皆さまのご来館を
お待ちしています！

▽

※申込先、
申込方法はイベントにより異なります。
ご注意ください。

世帯数

WEB 2面右上の二次元コードより申込み

©国立西洋美術館

127,059世帯（前月比＋382世帯）

人

口

206,134人（前月比＋353人）

●企画展
「ピカソとその時代
ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」
期間 10月8日㈯〜5年1月22日㈰
国立西洋美術館

▽

▲ 上野の森美術館
日枝久館長

▽
【7月1日現在】

※住民基本台帳による

問合せ
①横山大観記念館 TEL（3821）
1017
②社会教育実践研究センター TEL（3823）
0241
③④台東区文化振興課 TEL（5246）
1153

― 申込先・申込方法 ―

●企画展
「長坂真護展 Still A“BLACK”STAR」
期間 9月10日㈯〜11月6日㈰

区の世帯と人口

◀台東区観光ボランティアの会
堀越直子氏

▽

上野東照宮

記念イベント

今回は、
明治時代の情景・情感を
探っていきます。
私と一緒に芸術家たちの
心持ちに触れて
みませんか？

▽

谷

東京文化財研究所

30th

①横山大観記念館
「近代日本画と近代文学の交差点」

▽

谷中霊園

フェスティバルの
オープニングを飾ります！

上野動物園

上野の山
散策ガイドツアー

寛永寺

30th

澤和樹氏 ▲

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、
「たいとう文化マルシェ」
（左記二次
元コード）または各施設HP等でご確認ください。

▽

問合せ

第1306号

◀

2

田中正之館長 ▶

往復はがき 往信用裏面にイベント名・参加希望日・郵便番号・住所・氏
名（フリガナ）
・電話番号・年齢を、返信用表面には、郵便番号・住所・氏名
を書いて各申込先へ
※同伴者の申込みが可能なイベントで、希望する場合は、同伴者の氏名
（フリガナ）
・電話番号・年齢を記入

3

4
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感染者数が増えています〜新型コロナウイルスワクチン接種が
まだお済みでない方は早めの接種をご検討ください〜
●3回目接種について

10代～30代の若い世代は、他の世代と比べて3回目接種率が低い状況です。区では接種希望の方が、速やかに接種でき
るよう、予約なしでの接種や夜間・休日の接種を実施していますので、ご活用ください。
また、3回目接種は、初回接種(1･2回目)と異なるワクチンを接種しても十分な効果と安全性が確認されています。ご自身
のためにも早めのワクチン接種をご検討ください。

●4回目接種について

重症化予防効果に加え、入院予防効果も期待されています。接種券が届き次第、早めの予約、早めの接種をお願いします。

対象者が拡大されました
18歳以上の医療従事者等および高齢者施設等の従事者の方が、新たに4回目接種の対象となりました。
接種券発行のための申請が必要となる場合があります。接種を希望される方は、右記二次元コードより
発行申請をお願いします。

区HP「新型コロナ▶
ワクチン4回目接種券
の発行申請について」

●８月で終了する接種会場があります！接種を希望される方は早めの予約をお願いします！

たなかスポーツプラザは8月7日㈰をもって、花川戸一丁目施設・谷中防災コミュニティセンターは8月28日㈰をもって、接種が終了します。ぜひ早め
の予約をお願いします。

武田社ワクチン（ノババックス）の接種会場を開設します
武田社ワクチン（ノババックス）を使用した接種会場を開設し、１～３回目の接種を実施します（本ワクチンは４回目接種には使用できません）。
武田社ワクチン（ノババックス）は、すでにB型肝炎などで実用化され広く接種が行われている「組換えタンパクワクチン」という種類です。
※ファイザー社・モデルナ社のワクチンは「ｍRNAワクチン」というもので、種類が異なります。
※医師が医学的見地から、接種を受けることが困
▷対象者
18歳以上の方（区の開設する会場では、12〜17歳への接種には対応していません）
難であると判断した場合等、何らかの理由で接
▷接種間隔
1・2回目接種 1回目接種後、原則3週間後の同じ曜日に2回目接種
種が困難であった方は、武田社ワクチン（ノバ
3回目接種 2回目接種後、6か月以上経過
バックス）を接種できる可能性があります。か
▷接種日
8月5日㈮から毎週金曜日（各日10人程度）
かりつけ医等にご相談ください。
※東京都が設置した会場でも接種を行っています。
▷会場（所在地） 永寿総合健診・予防医療センター（東上野3−3−3 プラチナビル2階）
▷予約方法
電話のみ TEL 03−3833−7351※会場直接の予約となりますので、ご注意ください。

問合せ

●厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
●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
（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120－761－770
※上記は、7月28日時点の情報に基づき作成しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が減少した世帯
（家計急変世帯）
へ臨時特別給付金を支給しています
（要申請）
▷給付額 １世帯あたり10万円（住民税非課税世帯に対する給付金との重複受給はできません）
▷対象 世帯全員が新型コロナウイルスの影響を受けて、4年1～9月の収入が減少し、世帯員それぞれの収入が住民税非課税相当となった世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
（世帯主）
▷申請期限 10月31日㈪（消印有効）
▷申請方法 申請書類に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送でご提出ください。
※申請書類等は区HP（下記二次元コード）からダウンロードするか、下記コールセンターへお問合せください。
▷給付金判定方法のイメージ
〈課税〉
4年1～9月の減収した月（申請する対象月）の収入を12倍し、年収換算した金額が、 ▷該当する場合の具体例
下表の非課税相当限度額以下の場合、給付対象となる可能性があります。

非課税相当限度額

家族構成例

収入額ベース 所得額ベース

単身または扶養親族がいない

100.0万円

45.0万円

配偶者・扶養親族（計1人）を扶養している

156.0万円

101.0万円

配偶者・扶養親族（計2人）を扶養している

205.7万円

136.0万円

配偶者・扶養親族（計3人）を扶養している

255.7万円

171.0万円

204.3万円

135.0万円

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親

※2人以上扶養している場合は、上記の限度額を適用します。

（配偶者）

（子）

〈非課税〉

〈非課税〉

（例）世帯主（課税）が配偶者（非課税）・子（非課税）を扶養している世帯
新型コロナウイルスの影響で、世帯主の4年5月の収入が減少しました（20
万円→16万円）。この場合、支給対象となりますか？
↓
（手順1）5月分の月収を年収換算→16万円×12か月＝192万円
（手順2）「給付金判定方法のイメージ」
（左表）を確認→2人扶養している
ので、
「205.7万円」が収入額ベースでの非課税相当限度額
（手順3）手順1・2の金額を比較→支給対象（192万円≦205.7万円）

▷よくある質問
（Q1) 定年退職や扶養の増加、介護や育児による休業、離婚等が原因で家計が急変した場合も申請できますか？
（A1）新型コロナウイルス感染症と関係ない理由により収入が減少した場合は、本給付金の対象になりません。
（Q2) 今年に入って失業し、再就職先が見つからない場合、対象となりますか？
（A2）新型コロナウイルス感染症の影響により、再就職先が決まらない等の理由であれば、申請対象となります。
（Ｑ3）アルバイトで生計を立てていますが、シフトが減り、収入が減少しました。対象となりますか？
（Ａ3）収入が減少した理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものであれば、対象となります。

▷対象 ものづくりや文化体験などの内

お知らせ

容説明、実演を実施してもらえる区内
体験事業者等
▷申込方法 区HP（下記二次元コード）

ホテル・コンシェルジュ等文
化体験・観光施設視察ツアー
への参加事業者募集
▷日程 11月1日㈫

から申込み

税世帯等臨時特別給付金コ
ールセンター（午前8時30
分～午後5時15分、土・日
曜日・祝日を除く）
TEL 0120−000−573

弁護士による日曜法律相談を
開催します（予約制）
▷日時 9月11日㈰午後1時～4時
（1人25分）

▷申込締切日 8月23日㈫

▷場所 区役所１階区民相談室

▷問合せ 観光課

▷対象 区内在住か在勤（学）の方

TEL （5246）1151

▷問合せ 台東区住民税非課

※詳しくは、区HP
（上記二次元コー
ド）をご覧くだ
さい。

▷申込方法 電子申請か下記問合せ先へ
※詳しくは、区HPをご覧下さい。
▷申込期間 8月10日㈬～9月7日㈬
▷申込み・問合せ
くらしの相談課区民相談室
TEL （5246）1025

▷定員 10人（先着順）
▷相談方法 面談、電話またはオンライン

【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。

広報

図書館資料の宅配サービス、
マルチメディアデイジーの貸
出を行っています
●図書館資料を宅配します

住民税非課税世帯向け臨時特
別 給 付 金 の 手 続 きはお 早 め
に！
●3年度住民税非課税世帯向け

図書館に行くことが難しい方に、本や

8月17日㈬から、確認書が未提出の世

CDなどを自宅へ送ります。

帯へ勧奨通知を発送します。

▷対象 区内在住で、①か②に該当する方

▷提出期限 10月31日㈪（消印有効）

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有して
いた等の要件により、順位が入れ替わ
ります。

▷問合せ 税務課

※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金
を受けることができなくなりますので、

障害1～2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼ

意ください。

ご注意ください。

被保険者証をお持ちで、要介護5である
▷利用できる資料（貸出点数） 図書・雑誌
（7冊まで）
、CD（2点まで）
、DVD・ビ
デオ（1点まで）
▷貸出期間 30日（配送および返送の日
数含む）
▷登録方法 下記問合せ先に郵送かファク
スまたは直接必要書類を提出
▷必要書類 利用申込書、身体障害者手帳

ます。確認書に記載の提出期限までにご提
出ください。
なお、3年12月11日以降に転入された

い生活雑貨・日用品などを募集します。入

ます）
。お急ぎの方は、4年度の非課税証

賞者は、賞金と東京インターナショナルギ

明書を持参することで、申請することがで

フトショーに出展する権利等が得られます。

きます。

詳しくは、区HPまたは東京TASK HP（下

所有者、管理者または使用者は下記へお

▷問合せ 台東区住民税非課税世帯等臨時

記二次元コード）をご覧ください。

問合せください。戸番票を無償で送付し

▷応募資格 TASK4区（台東・荒川・足立・

ますので、自身で貼付してください。

TEL 0120−000−573

るデジタルの図書です。視聴するにはパソ
コンが必要です。

戦没者等のご遺族の皆さんへ
～第11回特別弔慰金の請求期
間は５年3月31日㈮までです～
▷対象 戦没者等の死

▷対象 区立図書館の利用カードをお持ち
の方
※一部の図書の貸出には、別途利用登録が
必要になります。

て、
「恩給法による

▷申込締切日

方（戦没者等の妻や父母等）がいない

▷問合せ 中央図書館

ドからダウンロード可）に製品（試作
持参か郵送

▷貸出および予約点数 他の本や雑誌とあ

下記へお問合せください。

日㈪に開発した生活雑貨・日用品等
▷応募方法 応募用紙（下記二次元コー

和2年4月1日におい

等援護法による遺族年金」等を受ける

※詳しくは、図書館HPをご覧になるか、

かつ応募製品の主たる製作者
▷応募対象製品 3年11月～4年10月31

品可）の写真を添えて、

公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

葛飾）の事業者（企業もしくは個人）で、

亡当時の遺族で、令

▷貸出期間 2週間
わせて貸出15点、予約10点まで

東京TASKものづくりアワード
2022応募製品募集

認書を送付します（確認には時間がかかり

特別給付金コールセンター

れた、音声と一緒に文字や画像が表示され

TEL （5246）1172

10月31日㈪（必着）
▷問合せ 産業振興課 （区役所9階⑤番）
TEL （5246）1143

FAX （5246）5914

戸番票が破損・汚損等している建物の

※表札等により、表示されている場合は、
戸番票が貼付されているものと同様の
取り扱いです。
▷対象 区内建物の所有者または管理者、
使用者
▷問合せ 建築課 TEL （5246）1332

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・

場合、次の順番による先順位の遺族1人

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

族等援護法による弔慰金の受給権を取

丁目）
▷対象住宅 耐火性能要件等を満たす自

得した方

己用住宅
▷助成金額 120万円または240万円（耐

３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母
④兄弟姉妹

霧ヶ峰学園から
～年末年始の利用の抽選申込みを受付けます～

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
▲昨年度優秀賞「花活布」
㈱節句田（台東区）

特別職報酬等審議会の
委員募集
台東区議会議員の報酬や区長等の給料
の金額について、審議する附属機関です。
▷対象 区内在住で、
満20歳以上の方（公
務員は除く）
▷定員 若干名

▷対象 区内在住か在勤（学）の2人以上のグループ
※18歳未満のグループが利用する場合は引率者が必要
▷受付内容 12月利用分（5年1月3日宿泊分まで）
※12月29日～5年1月3日の期間は、3泊4日まで予約可
▷利用の流れ 下表のとおり
日程

内容

9月1日㈭～7日㈬

申込み（抽選）
※申込時に、利用代表者の住所（在勤の場合は勤務先名・
所在地）
・氏名・電話番号・利用人数・利用日・利用泊数・
希望部屋タイプ・部屋数が必要。部屋の指定は不可。

9月11日㈰～17日㈯

法律により、建物には住居表示を表示
することが義務付けられています。

１．2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺

２．戦没者等の子

TEL （5246）5911

住居表示の戸番票をお渡しし
ます

暮らしを豊かに、より便利にする新し

合はコピーで可）
活字による読書が苦手な方のために作ら

▷問合せ 福祉課

世帯は、給付対象であることを確認後、確

または介護保険被保険者証（郵送の場
●マルチメディアデイジー図書

住宅
まちづくり

名国債

受け取ることができませんので、ご注

支給手続きに必要な確認書を発送してい

TEL （5246）1114

▷支給内容 額面25万円、5年償還の記

等級に該当する（下肢・体幹・移動機能

疫・肝臓機能障害1～3級） ②介護保険

ご注意ください。引き落しの確認は、預

※戦没者等の死亡時まで引続き1年以上の

※期限内に提出がない場合は、給付金を

●4年度住民税非課税世帯向け

口座振替（自動払込）の方は、残高に
貯金通帳の記帳によりお願いします。

生計関係を有していた方に限ります。
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または区HPをご覧ください。

４．1～3以外の戦没者等の三親等内の親族

①身体障害者手帳をお持ちの方で、次の

うこう・直腸・小腸機能障害1・3級、免

第1306号

申込者に抽選結果を電話で連絡

9月18日㈰～利用日の 申込み（先着順）
前日
※抽選後に空室がある場合

▷任期 任命日から2年間
▷申込方法 区政に関する意見（800字
程度）
・住所・氏名・生年月日・性別・

※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

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
の一部助成や専門家派遣を行います。

先へ郵送か持参

▷対象老朽建築物 個人か中小企業が所

※選考の上、結果を通知します。
※提出書類は返却しません。個人情報は、
委員の選任以外には一切使用しません。
▷申込締切日 8月25日㈭(必着)
▷問合せ 〒110−8615 台東区役所
総務課（区役所４階⑦番）
TEL （5246）1052

利用開始日

霧ヶ峰学園で利用申請書・利用者名簿（利用者全員の氏名・
住所・年齢・性別）を提出

利用終了日

霧ヶ峰学園で利用料金を支払い

お近くの金融機関・コンビニエンスス

▷申込み・問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園
TEL 0266（52）0257
▷問合せ 学務課学事係 TEL （5246）1422

前まで）

職業・電話番号を書いて、下記問合せ

住民税（特別区民税・都民税）
第2期 の 納 期 限 は8月31日 ㈬
です

※利用取消料等、詳しくは霧ヶ峰学園にお問合せください。

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

トア（バーコードが印字されているもの
に限る）または区役所、区民事務所・同
分室で納めてください。また、スマート
フォン決済アプリによる納付もできます

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
▷専門家派遣 建替え等の事前相談を受
けるため、専門家を個別権利者に派遣
※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

ので、詳しくは納税通知書同封のチラシ

迷子の犬や猫、鳥などの動物を見かけたり、保護したときは、最寄りの警察署や保健所にご連絡ください。犬、猫はマイクロチップを、鳥は足環を装着しましょ
う。皆さんのご協力をお願いします。〈問合せ 台東保健所生活衛生課 TEL （3847）9437〉
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5年4月に中学生になる皆さんへ ―学校選択制度のご案内―

問合せ

学務課（区役所6階②番）
TEL （5246）1422

対象 区内に住民登録を有し、5年4月に中学校に入学す

を郵送します。

はできません。

る児童とその保護者

選択状況 中間選択状況は11月上旬、最終選択状況は11

学校案内冊子の配布 7月中旬に各小学

選択できる学校 区立中学校全7校

月中旬に小学校を通じて通知します。また、区HPや上記

校で配布済み
（区立小学校以外の方は、

入学可能者数・学校公開・行事日程表 下表のとおり

問合せ先で公表します。

区HPをご覧いただくか上記問合せ先

※このほか、見学会や学校説明会を開催する場合があ

希望校の変更 11月上旬～中旬に限り変更可。以降の変更

へ）
。

ります。詳しくは各校へ。

中学校紹介番組の放映 CATV（J：COM台東11チャンネル）にて放映します。

選択方法 10月上旬に対象の方へ「学校選択票」を郵送

します。選択票に希望する中学校名等を記入し、返送
してください。入学予定者数が入学可能者数を上回る

番組名

放映時間

～新型コロナウイルスに関する対策について～
・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。
・マスク着用のうえ、参加いただきますようお願いします。

見込みの学校は、12月上旬に抽選を実施します。抽選
の有無は教育委員会で決定し、該当者には個別に案内
中学校名・問合せ

放映日

ニュースたいとう
午前9時20分、午後1時20分、午後5時20分、午後9時20分
8月21日㈰〜27日㈯
（各中学校紹介）
※同内容を1日4回放映します。

入学可能者数

学校公開

学校説明会

見学のできる学校行事（※）

9月12日㈪～17日㈯
午前8時30分～午後5時
148人
※14日㈬は午後0時30分まで
（4学級） ※17日㈯は午後4時まで
※部活動見学可（14日㈬を除
く・予約不要）

土曜学校公開（9月3日、10月1日、11月26日、12月
9月17日㈯
17日、5年2月4日午前8時30分～11時30分）
、文化祭
午後2時～2時45分
（10月29日㈯午前8時30分～午後4時）、道徳授業地区
※説明会終了後、部活動体
公開講座（11月26日㈯午前8時30分～11時30分）、
験会（午後4時まで）
立志のつどい（5年2月4日㈯午前8時30分～11時30分）

9月12日㈪～17日㈯
午前8時40分～午後5時
148人
※14日㈬は午後2時15分まで
（4学級） ※17日㈯は午後1時まで
※部活動見学可（14日㈬を除
く・予約不要）

9月17日㈯
午前10時45分～11時45分

土曜学校公開（9月3日〈10時30分まで〉・17日、12
月3日〈10時30分まで〉
、5年1月21日、2月18日午前
8時40分～11時30分）
、道徳授業地区公開講座（12月
3日㈯午前9時40分～11時30分）

上野

9月15日㈭～17日㈯
148人
午前8時40分～午後3時10分
（4学級）
※部活動見学可（予約不要）

9月15日㈭・16日㈮
午後3時20分～4時
9月17日㈯
午前11時40分～午後0時40
分

土曜学校公開（9月17日、12月3日、5年2月4日午前8
時40分～11時30分）、上中音楽祭（10月28日㈮午前
10時30分～午後4時）
、道徳授業地区公開講座（12月
3日㈯午前9時40分～11時30分）、立志式（5年2月4
日㈯午前9時40分～11時30分）

忍岡

9月5日㈪～17日㈯
148人
午前8時25分～午後3時10分
（4学級） ※17日㈯は午前11時15分まで
※部活動見学可（予約不要)

9月9日㈮
午後3時30分～4時10分
9月17日㈯
午前10時25分～11時5分

日曜授業参観（9月11日午前8時25分～午後3時10分）、
土曜学校公開（9月17日、10月22日、11月5日、5年
2月4日午前8時25分～11時15分）、学習発表会・展示
発表の部（5年3月4日㈯午前9時～11時10分）

9月13日㈫～17日㈯
午前9時～午後5時
148人
※14日㈬は午後0時30分まで
（4学級）
※17日㈯は午前11時30分まで
※部活動見学可（予約不要)

9月13日㈫・15日㈭
午後4時～4時30分
9月17日㈯
午前10時45分～11時25分

土曜学校公開（9月17日、12月3日、5年1月21日、2
月18日午前8時45分～11時35分）
、運動会（11月3日
㈷午前9時45分～正午）
、1・2年舞台発表会（5年1月
21日㈯午前9時～11時35分）
、合唱コンクール（5年3
月9日㈭午前9時10分～午後0時20分）

御徒町台東

（台東4－13－16）
TEL （3831）3787

柏葉

（下谷3－1－29）
TEL （3876）3341

（上野桜木1－14－55）
TEL （3828）5458

（上野公園18－20）
TEL （3828）7241

浅草

（蔵前1－3－4）
TEL （3866）5169

桜橋

（今戸2－1－8）
TEL （3876）2277

駒形

（北上野2－15－1）
TEL （3844）2089

9月12日㈪～17日㈯
午前8時50分～午後3時25分
148人
9月17日㈯
※14日㈬は午後2時25分まで
（4学級）
午前10時50分～11時40分
※17日㈯は午前11時25分まで
※部活動見学可（予約不要)
9月15日㈭～17日㈯
午前9時～午後5時
148人
※17日㈯は正午まで
（4学級） ※部活動見学可（予約不要)
※体験可能な部活は区HPを
ご確認ください。

土曜公開授業（9月17日、10月15日〈午前10時30分
まで〉
、5年2月4日午前8時40分～11時30分）
、道徳授
業地区公開講座（10月15日㈯午前8時40分～10時30
分）、文化祭（10月29日㈯午前8時50分～午後3時25分）

道徳授業地区公開講座（9月3日㈯午前8時45分～11時
35分）
、運動会（10月1日㈯午前9時～午後3時）
、土曜
9月17日㈯
公開授業（10月15日、11月5日、12月3日）、文化発
午前11時30分～午後4時30
表会（10月15日㈯）
、合唱コンクール（11月5日㈯午
分
前8時45分〜11時35分 ）
、 学 習 展 覧 会（5年1月21日
㈯午前8時45分～11時35分）

※行事の詳細、日程および内容の変更等については、各校のHPをご確認ください。または、直接学校へお問合せください。

環境
リサイクル
省エネナビの無料貸出しを行っ
ています
家庭の電気使用量をリアルタイムで確認
でき、省エネに活用することができます。
▷貸出期間 最長６か月（取り付け・取り
外しは区で行います）
※台数には限りがあります。

ハクビシン、アライグマの被害を防ぐために
ハクビシン、アライグマが敷地内の果実を食べたり、天井裏にすみつく等の
相談が増えています。生態や習性を知り、被害を防ぎましょう。
●ハクビシンの特徴

●アライグマの特徴

・敷地内の果実は早めに収穫するか、網などをか

・見分けるポイントは白鼻芯（ハクビ

・見分けるポイントはしっぽにある5

けましょう。また、落下した果実はすぐに処理

シン）の名の通り、額から鼻先に

しましょう。

白い筋があることです。

・ハクビシンは夜行性です。夜にごみを出すのは
やめましょう。
・ハクビシンは頭が入れば５センチメートル程度
の狭い隙間を自由に通り抜けることができます。

▷申込方法 申請書を下記問合せ先まで郵

進入口になるような隙間（縁の下、換気口、軒

※申請書は下記問合せ先で配布または、区
HPからダウンロードできます。
▷問合せ 環境課（区役所6階③番）
TEL （5246）1281

TEL （5246）1283

●被害を防ぐための対策

▷対象 区内在住の方
送か持参

問合せ 環境課

下など）をふさぐ、屋根に登れるような庭木の
せんてい

枝を剪定するなどの対策をしましょう。

・成獣は、頭の先からしっぽの先ま
で90～110センチメートルほどで
しっぽが長く、全体的にスリムな
体系です。
・前足・後ろ足とも5本指。爪無し。
足が短く、黒い。

～7本の黒いしま模様です。
・成獣は、頭からしっぽの先まで70
～90センチメートルほどで中型犬
くらいの大きさです。
・目の周りが黒いマスク模様。眉間に
は黒筋。ひげは白い。
・耳はとがって白い縁どりがある。
・前足・後ろ足とも5本指で鋭い爪が
ある。

●ハクビシン・アライグマ捕獲事業について
区では、ハクビシン、アライグマがすみついた
民家（民有地）を対象に「箱わな」を設置して捕獲・
駆除する事業を行っています。この事業を利用す
る際には、
「箱わな」設置場所所有者の許可を得て
いること、毎日の見回り、捕獲時の連絡等の協力
などいくつかの条件があります。事前にご相談く
ださい。

【毎月30日は、たいとう食ハピDay】夏休みに、子供と一緒に食品ロスを減らす工夫を考えてみませんか？野菜や果物の皮はどのくらいまでむく？その皮を使っ
て何ができる？おいしく食べて、たのしく解決！いろいろ考えて、家庭で食ハピ！〈問合せ 清掃リサイクル課 TEL （5246）1018〉

広報

す。サービス事業所・種類・事業所に支払

福祉

（高齢・障害等）

った自己負担額等をご確認ください。
▷問合せ 介護保険課
TEL（5246）1249

あさくさ地域包括支援センタ
ーが移転します

４年度台東区同行援護従業者
養成研修

特別養護老人ホーム浅草の改修工事終了

視覚障害者の外出時の支援に必要な知識

に伴い、下記のとおり仮移転先から前所在

と技術を学ぶ研修です。修了者には、視覚

地に戻ります。

障害者の同行援護に従事するための修了証

▷移転前住所 千束保健福祉センター1階

を渡します。

（千束3－28－13）※8月27日㈯まで
▷移転後住所 特別養護老人ホーム浅草1
階（浅草4－26－2）※8月29日㈪から
▷日時 月～土曜日午前9時～午後5時（祝
日・年末年始は除く）
▷電話番号 （3873）8088

▷日時 9月24日㈯・25日㈰、10月1日

台東区準夜間・休日こどもクリニック
場所

診療対象 小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後6時45分～9時45分 日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分
受付時間 8月15日・16日午後5時45分～9時45分

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日

当番医・薬局

内科 蔵前内科クリニック

8 内科 谷口内科
月

7 歯科 浅草安田歯科醫院
日

▷申込方法 下記二次元コードから申込む
か、申込書を下記問合せ先に郵送また
※詳しくは、受講案内およ

する「はつらつサービス」のボランティア

び区HPをご覧ください。

活動をしてみませんか。活動には謝礼金の

▷申込締切日 9月2日㈮

・登録時研修(要予約）

TEL（5246）1058

8

14

日

▷問合せ 障害福祉課（区役所２階⑩番）

できます。

11

月

（必着）

8

日

高齢者や障害のある方の日常生活を支援

月

は持参

ほかにポイントがつき、クオカードと交換

▷日時 第1・3金曜日午後2時～4時

▷対象 区内在住で都内に1年（3歳未満

踏まえて相談に応じます。
▷障害名・相談日 視覚・第1土曜日、肢
▷時間 午後1時30分～4時

8

▷申請書配布場所・申込み・問合せ

21

−8 台東保健所保健予防課
TEL （3847）9471

▷場所・問合せ 障害者自立支援センター
（松が谷福祉会館）

専 門 医 に よ る ぜ ん 息 や アト
ピー等のアレルギー相談
30分）

8月下旬に介護サービス費通
知を送ります
適切に介護サービスを利用していただく
ために、5月利用分の明細をお知らせしま

▷対象 区内在住の方
▷定員 4人（先着順）
▷講師 アレルギー専門医
▷場所・申込み・問合せ 台東保健所保健
予防課 TEL （3847）9471

28

9

月 日

▷日時 8月26日㈮午後3時～5時（1人

TEL（5246）9651
FAX（3842）2674

8

月 日

〒110−0015 台東区東上野4−22

▷申込方法 障害名・氏名・電話番号を電
▷申込締切日 相談日の1週間前の金曜日

16

管支ぜん息等にり患している方

▷対象 区内在住か在勤の方
話かファクスで下記問合せ先へ

8

月 日

体不自由・第3土曜日、聴覚・第4土曜日

は6か月）以上在住で、18歳未満で気

15

月 日

同じ障害のある相談員が、自身の経験を

気管支ぜん息等の方へ医療費
助成を行っています

8

日

健康

協議会 TEL（5828）7541

月

▷場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉

ピアカウンセリングをご利用
ください（予約制）

永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381
※1階救急外来受付にお越しください。

▷対象 区内在住か在勤で修了後、同行援

って異なります）

▷定員 10人（抽選）

「はつらつサービス」
有償ボランティア募集中

新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする場合
や専門の医療機関をご案内する場合があるため、台東区準夜間・休日こどもクリニッ
クおよび夜間・休日診療を受診される際は、必ず、事前に電話してください。
都合により、当番を変更することがあります。当番医、台東区夜間・休日診療案内
電話等にご確認のうえ、受診してください。
「台東区夜間・休日診療案内電話」 TEL 03−5246−1277

▷場所 区役所会議室・屋外演習場

※全日程受講

TEL（5246）1224

8・9月分の夜間・休日診療当番医・当番薬局

※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する場合は、別途
ご利用に 「選定療養費」の負担が生じることがあります。
あたって ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。
※薬は原則1日分の処方です。翌日には｢かかりつけ医｣の診療を受けてください。

㈯・2日㈰午前９時～午後７時（日によ

護に従事する意思のある方

▷問合せ 介護予防・地域支援課

4

薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局
内科
内科
歯科
薬局
薬局

アールＲ薬局
Smile調剤入谷薬局
山田英明下町クリニック
みのわ駅前クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
西浅草調剤薬局
元浅草いけだクリニック
かとう医院
山口よしのぶ歯科医院
元浅草アイアイ薬局
レーメイ堂薬局
塩川内科医院
サンライズクリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
フカイチ薬局 東上野店
あさくさ田原町内科クリニック
武内クリニック
西浅草デンタルクリニック
オアゾ薬局 田原町店
平和堂薬局
蔵前まえだクリニック
上野浅草通りクリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
伊東薬局
浅草第一診療所
谷中クリニック
えづれ歯科医院
すずらん調剤薬局
たかはし谷中薬局
吉岡整形外科クリニック
上野なかのクリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
コーセイ浅草橋薬局
竹内薬局 上野店

実施会場

２歳児歯科健康診査
（予約制）

発達相談（予約制）

台東保健所
28日午前9時～10時
TEL (3847) 9449
13日(個別)午前8時45分～正午
27日(個別)午前9時30分～10時30分
TEL (3847）
9497

産婦歯科健康診査
（予約制）

21日（個別）
午前9時30分～10時30分
22日
（集団)
午前9時50分～11時
TEL （3844）
8172

16日午前9時30分～11時
20日午後1時30分～3時
TEL （3847) 9405

1･22日午後1時30分～2時30分
※予約は左記へ
6日午前9時30分～11時
5・26日午後1時～2時30分
TEL （3844）
8172

1日午後1時30分～3時30分
発達障害個別相談
15日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制）
TEL (3847) 9405
HIV即日検査
（予約制）
栄養相談（予約制）

14･28日午後1時～2時30分
予約専用電話 TEL (3843) 5751
7･12日午前10時～午後3時30分
22日午前10時～正午
TEL (3847) 9440

ハローベビー学級
日程等は区HPをご覧ください。
（両親学級 ・ 予約制） 浅草保健相談センター TEL （3844）8177

電話番号

蔵前1−8−6
（3864）8998
竜泉1−10−6
（3872）1369
花川戸1−15−1 フェスタ花川戸201（6802）7196
蔵前1−8−6
（5839）2068
竜泉1−10−2
（6458）1616
西浅草3−16−6
（5806）3077
三ノ輪1−28−12 プラザM3階 301 （3873）1234
根岸4−1−28
（3874）6433
西浅草3−2−7
（3841）5816
元浅草4−7−22
（3841）2121
根岸3−12−14
（5603）7161
千束1−8−1 コーポ山口1階
（5808）9418
元浅草4−8−5 泉コーポ102
（5811）1625
根岸3−9−18
（3872）5349
千束1−4−11
（3872）0153
東上野1−7−2 2階
（3836）3321
根岸4−1−28
（3874）6433
東上野1−7−2 冨田ビル１階奥 （5817）8580
寿2−10−11 MS田原町ビル2階 （3841）1181
根岸5−16−8
（3873）1202
浅草3−12−5 サンハイツ浅草1階（5824）9494
雷門1−7−3
（3843）8565
根岸5−22−11
（3874）4750
寿1−2−3 A・Tビル3階
（5246）3361
東上野5−1−3 2階
（5830）3112
根岸4−1−28
（3874）6433
蔵前4−34−9
（3851）9618
浅草4−33−7
（3872）8617
谷中3−13−10
（3823）1261
西浅草3−29−9
（3845）3545
浅草4−34−5
（5603）5002
谷中3−18−4
（3824）2345
浅草橋1−10−6 富田ビル1階 （5822）5563
北上野1−9−13 高松ビル1階 （5828）3007
根岸4−1−28
（3874）6433
浅草橋1−25−10
（3865）5322
北上野1−1−11
（6231）7680

9月の千束健康増進センターの運動教室参加者募集
申込み・問合せ
〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター TEL（3847）9475
教室名

9日午後1時～2時
TEL （3847）
9449

歯科衛生相談
13･28日午後1時30分～2時30分
区内在住の方（予約制） TEL (3847) 9449
こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

浅草保健相談センター

所在地

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療時間
などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL （5272）0303
URL https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）ダイヤル回線からは TEL （3212）2323

医療
情報

9月の保健所・保健相談センター事業案内
事業名

7

第1306号

初めての
エアロビクス

火曜リズム体操
シェイプ ･ THE ･
ボディ
水曜リズム体操
高齢者のための
足腰元気体操
フラダンス
エンジョイエアロ
金曜リズム体操
土曜リズム体操
やさしい太極拳

日時

毎週火曜日（全4回）
午後1時～1時45分
毎週火曜日（全4回）
午後3時30分～4時15分
毎週火曜日（全4回）
午後6時15分～7時
毎週水曜日（全4回）
午後1時30分～2時15分
毎週木曜日（全5回）
午後1時～1時45分
毎週木曜日（全5回）
午後3時30分～4時15分
毎週木曜日（全5回）
午後6時15分～7時
毎週金曜日（全5回）
午後1時15分～2時
毎週土曜日（全4回）
午前11時45分～午後0時30分
毎週日曜日（全4回）
午前11時45分～午後0時30分

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター TEL（5603）0085
教室名

15人 火曜エアロビクス
10人 リズムボディー
8人

ゆったりヨガ

さわやか
10人
リズム体操
やさしい
15人
エアロビクス
生き生き
8人
リフレッシュ体操
8人

ボディーバランス

パワーアップ
15人
スリム
10人 たのしいヨガ
10人 熟年体操

※9月の運動教室は、全て千束健康増進センターで
実施します。

高齢者のための
足腰元気体操
日曜エアロビクス

日時

毎週火曜日（全4回）
午後2時15分～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時
毎週木曜日（全5回）
午後2時15分～3時
毎週木曜日（全5回）
午後7時30分～8時15分
毎週金曜日（全5回）
午後2時30分～3時15分
毎週金曜日（全4回、9月23日
を除く）午後7時15分～8時
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分
毎週土曜日（全4回）
午後1時～1時45分
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時15分
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～2時45分

定員
7人
7人
7人
8人
8人
8人
8人
5人
7人
13人
17人
5人

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回300円 申込方法 往復はがきに①9月の○○教室希望 ②
住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
8月19日㈮（必着）
までに各センターへ（1人1教室につき1枚の応募･抽選）
健康増進センターについて プール、更衣室、シャワー室は、引き続き使用できません。
※教室の実施時間等について最新情報は区HPをご覧になるか、上記へお問合せください。

【8月は「道路ふれあい月間」です】4年度の推進標語（代表標語）は「朗らかに『お先にどうぞ』が言えた朝」に決まりました。
〈台東区道路管理課 TEL （5246）1303〉
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申込みの記入例

広報

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。
労務士・年金アドバイザー）※雇用保険

催しもの など

受給中の方は、受給資格者証を持参
申 右記二次元コードか電話

で下記問合せ先へ

おわびと訂正
広報たいとう7月20日号6面に掲載の「ガ
ーデニングイベント～みんなでお花の植
りました。おわびして訂正します。
【誤】9月17日㈯①午前10時～11時
【正】9月17日㈯ 3 午前10時～11時

世界遺産区民講座「ル・コルビュ
ジエの広場空間−国立西洋美術
館本館と前庭」
（講演会）
美術館講堂

場 国立西洋

定 110人（抽選） 講 福田京

住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）

グルス2,000円、ダブルス高校生以上は
1組2,000円、中学生は1組1,000円
●クレー射撃

（サンマグノリア）

撃場

時 9月19日㈷

費 10,000円

場 成田射

締 9月19日㈷午前

9時30分（当日現地受付可）

費 1,000円(材料費)
申 記入例 1 〜 4 を

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対 区内在住か在勤（学）の方※申込方法等

時 9月10日㈯午後1時30分～4時30分

記問合せ先へ

詳しくは、区HPからご確認

場 区役所10階会議室

場・問 障害者自立

ください。

支援センター（松が谷福祉会館内）

問 スポーツ振興課

定 50人（先着順）

講 林恭弘氏（ビジネス心理カウンセラー）

※雇用保険受給中の方は、受給資格者証を

TEL（3842）2672

持参 申 右記二次元コード

FAX（3842）2674

か電話で下記問合せ先へ
TEL（5246）1152

台東区

締 8月19日㈮午後3時

講 佐藤陽子氏

電話かファクスで下

きに記入例 1 〜 5 を書いて下記問合せ先

問 〒110－8615

定 10人（先着順）

ニケーションスキルを学びます。

問 産業振興課

締 9月7日㈬（必着）

東リバーサイドスポーツセンター 費 シン

をお持ちの方

氏（国立西洋美術館専門員） 申 往復はが
へ郵送か下記二次元コードから申込み

対 区内在

●テニス 時 10月2日㈰～30日㈰ 場 台

TEL（5246）1152

「引っ張りだこ人材」になるためのコミュ

問 環境課 TEL（５２４６）１３２３

時 10月1日㈯午後2時～3時

時 9月7日㈬午前10時～正午

円 締 9月2日㈮

問 産業振興課

就業支援セミナー「エンプロイ・
アビリティ〜雇用される能力を
高めていこう〜」
（予約制）

え替えをしよう！～」の表中に誤りがあ

7
5
1
9 フラワーアレンジメント教室

リバーサイドスポーツセンター 費 1,800

TEL （5246）5853

子どもと考えるライフプラン
（保険編）

邦楽フレッシュコンサート
2022 邦楽が誘う和の世界

台東区上野の森ジュニア合唱団
●第31回演奏会

時 9月11日㈰午後1時

時 8月20日㈯午前10時～11時30分

30分開場、2時開演

場 生涯学習センタ

対 区内在住か在学の小学5年〜中学生と保
護者 定 20人（先着順） 講 埴生潔氏（明

ーミレニアムホール

曲目 この空へ 歌声

を、
「サウンドオブミュージック」よりドレ

役所都市交流課「世界遺産

時 10月22日㈯午後1時開場、2時開演

治安田生命） 締 8月18日㈭

ミの歌 ほか※随時団員を募集しています。

区民講座」担当

場 生涯学習センターミレニアムホール

場・申・問 台東区社会福祉協議会

問 生涯学習課 TEL（5246）5851

出演 東京藝術大学音楽学部邦楽科学生等

TEL（5828）7547

TEL（5246)1193

台東にぎわい観光情報展

曲目 創作曲「一すいの夢」
、尺八「五人の

尺八奏者のための<陰陽句>」
、箏曲生田
流「春の詩集」
、箏曲山田流「松風」
、創作

もしバナゲームで考える自分らし
い最期の叶え方（予約制）

図書館のこどもしつから
●日曜おはなし会 手遊びなどをはさみな

2025年に万博を開催する大阪と共同で観

舞踊「花わずらい」

時 9月7日㈬午後1時30分～3時

光情報をお届けします。 時 8月16日㈫ま
で（最終日は午後3時まで） 場・問 浅草文

入場料（全席自由）一般2,000円、小～高校

在住か在勤、福祉関係者の方で学習会の内

時 8月7日㈰・21日㈰午前11時

生1,000円※未就学児入場不可

容に関心のある方

以上の子供と保護者

化観光センター TEL（3842）5566

再就職準備セミナー「60代から
の再就職準備と基礎から学ぶ年
金」
時 9月3日㈯午後1時～5時

階会議室

場 区役所10

対 おおむね55歳以上の方

前売券 8月17日㈬販売開始

内 意思決定のできるうちに自分が望む医

療や介護について考えます

TEL 0120−240−540〈土・日曜日・

祝日を除く午前10時〜午後6時〉
）で販売
区内在住か在勤（学）の方を抽選で
5組10人ご招待
申 はがきに記入例 1 〜 5 、在勤（学）の

方は 6 7 を書いて下記問合せ先へ

備・年金に関すること 講 柴田秀孝氏（キ

締 8月31日㈬（必着） 問 〒110－0004

ャリア・コンサルタント＆ファイナンシ

台東区下谷1－2－11 台東区芸術文化財
団 TEL（5828）7591

トレーニングマシンを使用した運動教室です。簡単な体操やストレッチも行います。
日程（祝休日を除く）

時間

講 池田みき

定員（抽選）

がら、絵本の読み聞かせを行います。
対 3歳

定 6組（1組3人ま

で・先着順） 場・問 中央図書館
TEL（5246）5911

氏（国立病院機構東京病院緩和ケア内科医

●中央図書館浅草橋分室 おばけのおはなし

長）
、村山朋美氏（緩和ケア認定副看護師

会 時 8月16日㈫午前10時30分～11時

長） 場・申・問 台東区社会福祉協議会

場 浅草橋区民館 対 5歳～小学生※未就
学児保護者同伴 定 6組（1組3人まで）

TEL（5828）7507

あなたの体の健康度、チェックし
てみませんか？（予約制）
時 9月9日㈮午前9時30分、10時、10時
30分、11時（各30分程度） 場 台東保健

所

高齢者はつらつトレーニング
場所

定 20人（先着順）

カンフェティ（インターネットまたは

定 30人（先着順） 内 高齢者の再就職準

ャルプランナー）
、馬見塚仁氏（社会保険

対 区内

問 中央図書館 TEL（5246）5911

●ノーテレビデーおはなし会 時 8月23日
㈫午前11時 対 0～3歳の子供と保護者
定 6組（1組3人まで・先着順） 申 当日

受付

場・問 中央図書館

TEL（5246）5911

対 台東区の国民健康保険か後期高齢
者医療制度の加入者 定 各6人(先着順）

●こわ～いおはなし会

内 血圧、握力、骨密度（素足で測定）
、血

児向けは午後3時～3時20分、小学生向け

管年齢、物忘れ度の測定、結果説明と助言

は3時35分～3時55分 対 幼児～小学生

時 8月27日㈯幼

申込開始日時 8月19日㈮午前10時

定 各16人（先着順）※未就学児は保護者

申・問 国民健康保険課

同伴

TEL（5246）1251

申込み

申 直接下記問合せ先カウンターで

上野区民館

10月5日～12月14日の水曜日

午前10時～11時30分頃

5人

金杉区民館

10月7日～12月9日の金曜日

午後2時～3時30分頃

3人

谷中区民館

10月7日～12月9日の金曜日

午前10時～11時30分頃

3人

浅草橋区民館

10月4日～12月6日の火曜日

午前10時～11時30分頃

4人

寿区民館

10月6日～12月15日の木曜日

午前10時～11時30分頃

5人

時 ９月４日㈰午前10時～午後3時

雷門区民館

10月4日～12月6日の火曜日

午後2時～3時30分頃

3人

戸公園※車での来場不可、天候や実施団体

和3年3月3日～4年3月2日生まれの子供

上野健康増進センター

10月12日～12月21日の水曜日

午前10時～11時30分頃

3人

の判断により中止の場合あり

と保護者

千束健康増進センター
（火曜日コース）

10月11日～12月13日の火曜日

午前10時～11時30分頃

6人

千束健康増進センター
（金曜日コース）

10月14日～12月16日の金曜日

午前10時～11時30分頃

6人

フリーマーケット出店者募集

出店数（予定） 30店

症状のある方は主治医要相談） 定 上表のとおり（抽選） 費 300円（保険料・初回

のみ） 申 はがきに高齢者はつらつトレーニング希望の旨と、希望する場所（千束健
ふり

康増進センターの場合は火曜日または金曜日コースのいずれかも記入）・住所・氏
問 〒110−8615

締 9月2日㈮（消印有効）

台東区役所介護予防・地域支援課 TEL （5246）1295

●あかちゃんえほんタイム 時 9月3日㈯
午前11時～11時30分

で

対 区内在住の令

定 8組※子供1人につき1回ま

申 直接下記問合せ先カウンターまた

は電話で申込み

ット推進ネットワーク
（午前９時～午後６時）

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

問 台東区清掃リ

サイクル課 TEL（5246）1018

対 区内在住の65歳以上の方で、要介護認定を受けていない方（心疾患・高血圧等の

名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

出店料 2,000円

TEL（3824）4041

申・問（土・日曜日・祝日を除く） フリーマーケ
TEL 048（268）8711

※いずれの会場も更衣室・シャワー室は使用できません。
※工事・点検等により日程変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

がな

場 花川

申込開始日 8月13日㈯

場・問 中央図書館谷中分室

受付しません。 場・問 石浜図書館
TEL（3876）0854

区民体育祭
●バスケットボール

申込開始日 8月20日㈯

時 9月4日㈰～10

池波正太郎記念文庫特別企画
映像化された池波作品の上映会
『鬼平外伝 老盗流転 (池波正太
郎原作
「殺」
)』

月29日㈯ 場 台東リバーサイドスポーツ
センター 費 5,000円 締 8月15日㈪

時 9月17日㈯午後1時30分開場、2時開演

●バドミントン

場 生涯学習センターミレニアムホール

時 10月2日㈰

場 台東

【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

定 150人（抽選） 講 ペリー荻野氏（時代

劇研究家） 申 往復はがき（1人1枚）に記
入例

対 対象

定 定員

内 内容

申 申込方法・申込み

講 講師

持 持ち物

締 申込締切日

②「ワードの応用」9月7日㈬・9日㈮・
14日㈬ ①②午前10時～正午 定 各6人

〜 を書いて下記問合せ先へ（電
子申請可） 締 8月31日㈬（必着）

（抽選） 費 3,000円（3回分） 申 往復は

問 〒111－8621 中央図書館池波正太郎
記念文庫 TEL（5246）5915

下記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」 時 9月

1

4

介護職・看護職の説明見学会
時 8月19日㈮午後2時～4時・20日㈯午

前11時～午後3時
ー

場 三ノ輪福祉センタ

申 下記二次元コードか電話で下記問

がき（1人1枚）に記入例 1 〜 5 を書いて

リノベーション型まちづくりの
勉強会「空室を0にする大家の
まちづくり」

第1306号

9

清島温水プール 水泳教室
●第4期 ベビースイミング 赤ちゃんと保

場 清川区民

護者のための水泳教室です。 時（全6回） 9

対 北部地域でのリノベーションやま

月25日～10月30日の日曜日Cクラス（4

21日㈬・30日㈮午前10時～11時、11時

ちづくりに興味・関心のある方 定 30人

か月～1歳未満）は午後0時10分～0時50

～正午 定 各5人（抽選） 申 往復はがき

（先着順）※別途オンラインでの視聴可（申

分、Bクラス（1～2歳未満）は0時25分～

（1人1枚）に記入例 1 〜 5 ・希望時間・

込不要） 講 木本孝広氏（ダマヤ・カンパ

1時10分、Aクラス（2～3歳）は0時40分

ニー㈱） 申 右記二次元コ

～1時25分

ードか電話で下記問合せ先

定 各8組（子供1人に保護者1人・抽選）

へ

講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱

相談内容を書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対 区内在住の60歳以上の方

締 8月19日

合せ先へ

㈮※募集数に達しない場合、22日㈪以降

締 8月15日㈪

に電話で受付

問 社会福祉事業団

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材セ

TEL （5603）2228

ンター TEL（3864）3338

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

広報

問 問合せ

場・問 〒111－0056

台

第3回ペットコミュニティエリ
ア適正利用講習会

時 9月7日㈬午後6時～8時

館

問 地域整備第二課

TEL （5246）1366

対 区内在住か在勤の親子

費 7,000円（保険・利用料含む） 申 清島

住まい探しにお困りの方に向け
た入居相談窓口

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
締 8月31日㈬午後9時

場・問 〒110－

時 月～金曜日午前8時30分～午後5時※予

0015 台東区東上野6－16－8 清島温水

約優先

プール TEL （3842）5353

対 区内在住の高齢者、障害者、

ひとり親世帯の方など

場・申・問 住宅課

（区役所5階⑩番） TEL（5246）1468

オンラインスポーツ教室

時 5年1月末まで
（最
長6か月） 対 介護

ペットコミュニティエリアを

の資格を持っていな

受講が必要です。 時 9月11

い方（初任者の資格

日㈰午前9時30分～正午

をお持ちの方含む）

犬E－SCHOOL（根岸3－1－10） 対 次

時 9月25日㈰午後

②ダイナミックストレッチ

で、介護職として働くことを希望する方

の全てを満たすこと ①飼い主が区内在住

1時30分～3時30

時 ８月21日㈰午後3時30分～4時20分

時給 1,100円※雇用期間終了後、合意の

で、台東区で登録をしている小・中型犬（背

分 場 生涯学習セ

③ラジオ体操でシェイプアップ

場合は継続雇用可

中～地面まで約40センチメートル以内）

ンター 対 区内在

時 ９月４日㈰午後2時～2時50分

②今年度の狂犬病予防注射および原則1年

住か在学（園）の

④姿勢改善！猫背に効くトレーニング
時 ９月４日㈰午後3時30分～4時20分

施設

利用するには事前に講習会の

勤務地 区内の高齢者

締 10月21日㈮

申・問 台東区社

会福祉事業団 TEL （5603）2228

講座・相談会など
日本語学習支援ボランティアサ
ポート講座（実践編）
時 9月4日㈰午前10時～正午

習センター

場 生涯学

対 区内でボランティアとし

場 DOGLY愛

工作教室「整理箱」

①簡単静的ストレッチ

時 8月21日㈰午

後2時～２時50分

以内に混合ワクチンを接種している ③犬

満５歳～小学４年

の健康状態に問題がなく（内・外部寄生虫、

生

伝染性疾病等にり患していない）他の人や

添い1人まで 費 300円（材料費・保険料）

定 各25人
（抽選） 講 ①②④川田駿氏（台

犬に対して過剰に吠えたり、威嚇したり、

申 電子申請

東区スポーツ推進委員） ③桜田敬子氏
（台

咬傷事故をおこしたことがない 定 15頭

締 8月31日㈬午後5時

東区フィジカルプロデューサー） 申 電子

分（先着順）※原則１頭につき２人までの

問 生涯学習課

申請 締 ①②8月15日㈪ ③④29日㈪

参加 内 エリア内でのマナーや知識の講習、

TEL （5246）5815

※詳しくは、区HPをご確認

愛犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は
施設内で愛犬をお預かりします）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定 11人（抽選）※参加者1人に付き

ください。

スポーツ少年団初心者教室
「サッカー」

問 スポーツ振興課

て日本語学習支援活動を行っている方

受講上の注意 ①中学生以下は保護者同伴

定 20人（先着順）

②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③

時（全3回） 8月28日、9月4日・11日の日

TEL （5246）5853

キッズONLINEライブレッスン

申 右記二次元コードか電話

犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼

で下記問合せ先へ

い主が参加（1人で複数頭連れてくること

曜日午後2時～4時 場 東浅草小学校（予
定） 対 区内在住か在学（園）の年長～小

問 人権・多様性推進課

はできません） 申 区HPから申込むか電話

学3年生 定 各10人（先着順）

時（全3回） 8月28日、9月4日・11日の日

TEL（5246）1116

で下記問合せ先へ

申込期間 8月5日㈮～24日㈬

曜日3・4歳コースは午前9時～9時20分

くらしに役立つ講座 「私たちは
どう生きるか ～20代 から40代
が考える生涯の資金計画～」
（オンライン）

申込期間 8月5日㈮～

26日㈮ 問 台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

笑って元気教室「漫才と体操」

時 8月25日㈭午後2時～3時30分 対 区
内在住か在勤（学）の方 定 30人（先着順）

時 9月14日㈬午前10時～11時10分

講 東京都金融広報委員会 申 下記二次元
コードから申込むか記入例 1 〜 4 ・メー

定 15人（抽選） 出演 （うすくら屋、はま
こ・テラこ 申 往復はがきに記入例 1 〜

ルアドレス、在勤（学）の方は 6 7 をフ

5 を書いて下記問合せ先へ 締 8月25日
㈭（必着） 場・問 〒110－0015 台東区

ァクスで下記問合せ先へ

対 区内在住か在勤の40歳以上の方

東上野4－22－8 上野健康増進センター

締 8月18日㈭

（会場8階） TEL （3847）9475

問 くらしの相談課
TEL（5246）1144

区民自然観察員養成講座

FAX（5246）1139

第5回CAD入門講座

内・時 ①（講義）大人のための自然塾・9

月25日㈰午後2時～4時 ②（野外学習）

時（全2回） 9月27日㈫・28日㈬午後6時～

都会の中の隅田公園・10月8日㈯2時～4

8時30分

時 ③（野外学習）井の頭自然文化園探

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 清

検！・11月12日㈯1時～5時

水直人氏

ふれあい館 ②隅田公園（集合・解散）

費 3,000円

申 往復はがきに

5歳コースは午前9時40分～10時
対 区内在住の平成28年4月2日～31年4

下は保護者同伴

月1日生まれの子供 定 各コース80人（先

申 電話かメール（kamimuratakehiro@

着順） 申 電子申請

gmail.com）で申込み、サンチャイルド

～21日㈰※詳しくは、区

スポーツ少年団・上村

HPをご覧ください。

TEL 090（9302）0993

③環境ふれあい館（集合・解散） 対 区内

6 7 を書いて下記問合せ先へ

在住か在勤（学）の中学生以上 定 各20

締 9月7日㈬（必着） 場・問 〒111－0023

人(先着順)

台東区橋場1－36－2 産業研修センター

鳥獣保護管理員） ②新井浩司氏（自然観

第3期
時 10月5日㈬～12月22日㈭

シルバー人材センター

曜日

木曜

内・時（全3回） ①「エク

セルの応用」9月5日㈪・８日㈭・12日㈪

申 記入例 1 〜

5 を電話かファクスで下記問合せ先へ
締 8月31日㈬

問 環境ふれあい館ひまわ

り TEL （3866）8098
FAX（3866）8099

問 スポーツ振興課

硬式テニス教室
対 区内在住か在勤（学）で高校生以上の方（未経験

申 往復はがき（1人1枚1クラス）に記入

例 1 ～ 5 、在勤（学）の方は 6 ～ 8 を書いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・
記入漏れ無効 締 8月21日㈰（必着） 場 ・ 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

講 ①木村幸一郎氏（東京都

費 ③のみ参加費500円

申込期間 8月8日㈪

TEL（5246）5853

者不可） 持 運動着、シューズ、ラケット

察指導員） ③森由民氏（動物園ライター）

TEL （3872）6780

問 台東区ス

ポーツ振興課 TEL（5246）5853

場 ①環境

記入例 1 〜 4 ・年代、在勤（学）の方は

●パソコン講座

費 800円（3回分・保険料含む・初回に

集金）※運動できる服装で参加、小学生以

水曜

クラス

時間

定員

初級①

午前9時10分～10時40分

15人

初級②

午前10時45分～午後0時15分

15人

初級③

午後1時30分～3時

15人

初級④

午後3時15分～4時45分

15人

初級⑤

午後5時55分～7時25分

30人

中級Ａ

午前9時30分～11時

30人

中級Ｂ

午前11時15分～午後0時45分

30人

中級Ｃ

午後1時30分～3時

15人

中級Ｄ

午後3時15分～4時45分

30人

中級Ｅ

午後5時55分～7時25分

15人

中級Ｆ

午後7時30分～9時

30人

中級Ｇ

午後5時55分～7時25分

15人

午後7時30分～9時

15人

上級

※上級クラスを初めて受講する方は、9月28日㈬のレベルチェックが必要

【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。

受講料

12,000円

15,000円

12,000円

15,000円
17,000円

令和4
（2022）
年8月5日

広報

第1306号

区 民 の ひ ろ ば

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

催しものなど
●浅草おどり小公演

TEL

会員募集

7
2
0

●小学生バレーボールチーム

▷日時 9月15日㈭・16日㈮

「根岸ラビッツ」
日3時〜５時（体育館の都合により変動

▷出演 浅草芸者衆、幇間衆

▷場所 根岸小学校体育館ほか
しょうじ

▷問合せ 監督・庄司

幇間衆によるお座敷芸
▷入場料 全席指定5,000円・学生は

TEL 090（8727）0338

2,000円（入場時学生証提示）

▷問合せ 浅草おどり小公演事務局

解、 働き始める準備等を解説
▷申込み・問合せ 東京しごとセンター女
性しごと応援テラス

午後2時〜3時30分
・面接対策セミナー 8月24日㈬
午後2時〜3時30分
野 TEL （3847）8609 41#

▷場所 新宿エルタワー30階サンスカイ
ルーム（新宿区西新宿1−6−1）

書き替えられたりするといったトラブルが

▷対象 一般および高校生

●フラダンス体験（要予約）

心配な方、その存在に相続人などが気付い

※参加校等詳しくは、
（公財）私立大学通

▷日時 ８月26日㈮

てくれるか不安という方におすすめです。

午前10時30分〜11時45分

しているパンフレットをご覧ください。

▷対象 小学生以上

▷問合せ 東京法務局供託課
TEL （5213）1441

TEL 090（2556）6816

●オレンジカフェ「とびラーと楽しむ美術
館めぐり−デンマーク家具の世界−」

●全国一斉「子どもの人権110番」強化
週間
いじめ・体罰・虐待などの子供をめぐる

▷日時 9月6日㈫午後2時〜3時

さまざまな人権問題の解決を図るため、法

▷場所 東京都美術館※観覧料あり

務局職員・人権擁護委員が電話相談に応じ

▷定員 15人（先着順）

ます。

▷申込み・問合せ 永寿総合病院認知症疾

▷期間 8月26日㈮〜9月1日㈭

患医療センター TEL （3833）8381㈹

▷時間 午前8時30分〜午後7時

●女性が知っておく3つの技伝授（合気道）
▷日時 8月27日㈯午前10時〜11時
▷場所 生涯学習センター

（土・日曜日は午前10時〜午後５時）
▷
「子どもの人権110番」電話番号（無料）
TEL 0120−007−110

▷対象 区内在住か在勤の方

▷問合せ 東京法務局人権擁護部第二課

▷定員 16人（先着順）

TEL 0570−011−000（ナビダイヤル）

▷費用 1,000円

●女性再就職準備セミナー in台東「あり

▷持ち物 飲み物、タオル、動きやすい服

たい自分の未来を考えよう〜しあわせな子

▷申込方法 住所・氏名・電話番号をメー

育てと仕事の両立〜」

ルで下記問合せ先へ

▷日時 9月6日㈫午前10時〜正午

▷申込締切日 8月17日㈬

▷場所 生涯学習センター301研修室

▷問合せ 伊藤

▷対象 就職活動中または、これから働き

TEL 090（8776）0027
Eメール hanayoga2022@gmail.com

TEL （3818）3870

●赤い羽根共同募金の配分（助成金）申請

信協会HPをご確認ください。

▷対象事業 備品整備・小破修繕・研修講
習会・新型コロナウイルス感染拡大防
止に関する事業等
▷申請上限額 事業総額の75パーセント
以内で30万円まで（実際の配分額は配
分推せん委員会で決定）
▷申込方法 申請書（東京都共同募金会
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
▷申込締切日 9月30日㈮（必着）
▷問合せ 東京都共同募金会台東地区配分
推せん委員会事務局（台東区社会福祉
協議会内） TEL （5828）7545

詳しくは、法務省HPまたは法務局で配布

▷場所 生涯学習センター
▷問合せ 鎌倉

▷問合せ （公財）私立大学通信教育協会

規模作業所等(会社法人経営を除く)

・書類作成セミナー 8月17日㈬・31日㈬

▷日時 8月20日㈯午前11時〜午後4時

祝日を除く正午〜午後5時）

会HPより事前申込み

▷応募資格 児童・保育・障害者施設・小

い
ご自身で書いた遺言書を法務局で保管で

▷申込方法 （公財）私立大学通信教育協

を受付けます

●令和4年秋期大学通信教育合同入学説明会

きる制度です。保管場所にお困りの方や、

▲会員募集

者募集（予約制）

●自筆証書遺言書保管制度をご利用くださ

TEL 080（4003）3131（土・日曜日・

▲催しものなど

●ハローワーク上野就職支援セミナー参加

官公署だより

TEL （5355）1280、チケットぴあ

ーソンチケット（Lコード32668）

▷内容 子育てと再就職の両立、自己理

▷場所・申込み・問合せ ハローワーク上

▷申込み ヴォートル・チケットセンター
（Pコード513−215）
、イープラス、ロ

FAX （5246）1029

▷講座名・日時

あり）

▷内容 浅草芸者衆による艶やかな踊り、

（5246）1021

TEL （5211）2855

▷日時 毎週水曜日午後５時〜７時、土曜

午後１時、４時
▷場所 生涯学習センターミレニアムホール

電子申請でもお申込みできます。
（下記二次元コードより）

たいと思っている女性
▷定員 50人（先着順）

2・3面に台東区の形

俳句

台東区俳句同好会

駅降りて朝もやの中登山口
山脇美和子
削除する幼な友の名青葉冷
松尾かつ子
子供らがひまわり見るや背比べ
田近健治
年老いてテレビ楽しむ登山かな
斎藤まさ子
梅雨入りのお百度参り鬼子母神
横堀やす江
ひまわりのまだまだ咲かぬ百花園
原静子
ゴンドラで白き世界へプチ登山
袴田恒子
雲海を分け入る登山利尻富士
横田夢
青き空ひまわり映す水たまり
永井サカエ
向日葵や一本道の北海道
岩浪志津子

▷問合せ 台東区俳句同好会
諏訪員巨 TEL （3873）2958

すれ違ふ人へ挨拶登山道
諏訪員巨
口遊む唄はバラード梅雨籠り
石川昭子
緩やかに案内されて登山道
箱守田鶴
狭き尾根伝ひて黙の初登山
工藤真澄
ごろごろと大石小石富士登山
菊地ミネ
雨しとど雨を恋する濃紫陽花
石川カヨ子
お揃ひの登山靴買う姉いもと
田渕伊佐子
青空へ吸われるように夏の蝶
西村俱子
捨てられぬ物の一つや登山杖
山本玲子
大夕焼残して今日も終りけり
見月美知代

今回の１面の花は「ヒマワリ」です
が３つ隠れています。探してみてください！（7月20日号の答えは、区HPをご覧ください）

