
第1311号　5広報

【第3回台東区地域福祉計画策定委員会を開催します】傍聴を希望される方は、11月4日㈮まで、託児を希望される方は、10月28日㈮までにお申込みください。
▷実施日時　11月8日㈫午前10時　▷場所　区役所4階庁議室　▷申込み・問合せ　福祉課 TEL （5246）1173

5年度入居分　高齢者住宅
（シルバーピア）入居者募集
　5年4月1日㈯以降で空きが発生した場
合に入居する方を募集します。
※本募集から、東京都パートナーシップ

宣誓制度の証明を受けた方も、申込み
できるようになりました。

▷募集戸数　単身用18戸、2人世帯用3戸
▷間取り　1DK〜2DK、浴室、トイレ、

台所
▷月額使用料（例）　16,600円〜36,200

円（居室面積・所得等で異なる）
▷月額共益費　1,000円　
▷敷金　月額使用料の3か月分　
▷主な申込資格　次の全てに該当する方
　①区内に引き続き3年以上居住している

②現に住宅に困窮している（正当な事
由による立退きの要求を受けている、
保安上危険かつ衛生上有害な状態にあ
る住宅に居住している、収入に比して
著しく過重な家賃の支払いをしなけれ
ばならないなど）　③年齢が満65歳以
上である　④単身または2人世帯である

　⑤所得が定められた基準内である（3年
1〜12月の年間所得が単身で256万8
千円以内、2人世帯で294万8千円以
内）　⑥独立して日常生活を営むことが
できる　⑦申込者（同居者も含む）が
暴力団員でない　

▷選考方法　公開抽選
▷募集案内・申込書配布場所　区役所（5

階⑩番住宅課、１階戸籍住民サービス
課）、区民事務所・同分室、地区センター、
老人福祉センター、老人福祉館、地域包
括支援センター（区HPからダウンロー
ド可）

▷申込方法　11月1日㈫〜10日㈭に配布
する申込書に記入し下記問合せ先へ郵送

▷申込締切日　11月14日㈪（必着）　
▷問合せ　住宅課 TEL （5246）1213

子育て・教育子育て・教育

就学相談

▷対象　来年度、小・中学校に入学予定の、

障害のある、またはその心配のある子
供とその保護者

▷申込方法　事前に電話をし、子供と一緒
に下記問合せ先へ

▷問合せ　学務課（区役所６階②番）　
　 TEL （5246）1416

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」な
どの相談に、専門カウンセラーが応じます。
▷日程　①11月16日㈬　②22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　

ファミリー・サポート・センター
会員募集

　子供を預けたい方
（依頼会員）と預かっ
てくださる方（提供
会員）を登録し、依
頼に応じて提供会員
を紹介しています。
活動終了後、依頼会
員から提供会員に謝礼と実費が支払われ
ます。
▷活動内容　保育施設・習い事への送迎、

提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家庭支援

センター・児童館・生涯学習センター
こども室(一般開放日のみ)などの児童
関係施設を利用することもできます。

※新型コロナウイルス感染防止のため、
内容によっては紹介できない場合もあ
ります。　

●提供会員登録時講習会(予約制)
▷日程　①11月5日㈯　②5年1月25日㈬
▷時間　午前9時〜正午
▷場所　台東区社会福祉協議会2階大会議

室
▷対象　区内在住の方　

※託児あり(要相談)　
※車での来場不可
※依頼会員入会については、下記へお問

合せください。　
▷申込締切日　各開催日の３日前(土・日

曜日・祝休日を除く)
▷申込み・問合せ　台東区社会福祉協議

会 TEL （5828）7548

台東区の民話と伝承遊びの
普及委員募集

▷業務内容　保育園や幼稚園および小学校
で区に伝わる民話や伝承遊びの指導、普
及委員会等の会議への出席

▷対象　区内在住か在勤で保育園や幼稚園、
小学校での勤務経験がある方、子供た
ちへの読み聞かせ等の経験がある方、活

動に関心がある方
▷勤務場所　区内保育園、幼稚園、小学校、

生涯学習センター
▷採用期間　採用の日〜委嘱の期間
▷勤務形態　年数回の保育園や幼稚園およ

び小学校への訪問（従事回数について
は応相談）、月1回程度の会議への出席

▷給与（月額）　活動1回につき、5,000
円（交通費含む）

▷募集人数　若干名
▷選考方法　書類選考、面接
▷申込方法　履歴書を下記問合せ先へ郵送

か持参
▷申込締切日　11月30日㈬（必着）
▷問合せ　〒111−8621　生涯学習セン

ター5階　生涯学習課
　 TEL （5246）5815

▷対象　区内在住の小学生で、保護者の就労・介護等により放課後保育をす
る方がいない児童（低学年や集団保育が可能な障害のある児童を優先）　

▷名称・定員等　表１のとおり　▷利用時間　表２のとおり
▷受付場所　第１希望のこどもクラブ　
▷費用　育成料月額4,000円（延長育成料は別途月額1,000円）、おやつ代

月額2,000円（各クラブで徴収）　
▷利用案内・申請書配布場所　こどもクラブ、児童館、区役所６階⑦番児童

保育課放課後対策担当（区HPからダウンロード可）
▷受付期間　表３のとおり　▷問合せ　各こどもクラブ（表1）

令和５年度こどもクラブ（学童保育）
利用申請受付が始まります

表1　令和5年度こどもクラブ一覧（予定）※定員は変更になる場合あり
名　称 定員 所在地 電話番号

　千束◆ 40人 千束3−20−6　千束児童館内 （3876）0380
東泉 50人 三ノ輪1−23−9　東泉小学校内 （3876）4214

東浅草 60人 東浅草2−27−19　東浅草小学校内 （3874）4979
浅草橋 85人 浅草橋5−1−8　柳北スポーツプラザ内 （3863）0736
竹町 60人 台東3−25−4 （3839）1755

池之端◆ 50人 池之端2−3−3　池之端児童館内 （3827）7939
　谷中◆ 70人 谷中5−6−5　谷中児童館内 （3827）7936
松が谷◆ 45人 松が谷4−15−11　松が谷児童館内 （3843）0858
　松葉◆ 90人 松が谷1−13−16　松葉小学校内 （3845）0209
　下谷◆ 100人 下谷3−1−14　柏葉中学校内 （3871）0841

浅草 40人 花川戸1−14−21　浅草小学校内 （3844）8565
寿◆ 64人 寿1−4−5　寿児童館内3階 （3844）8629

　寿第2◆ 55人 寿1−4−5　寿児童館内1階 （3844）8606
千束小学校 36人 浅草4−24−11　千束小学校内 （3873）5821

竜泉◆ 90人 竜泉2−10−6　旧竜泉中学校敷地内 （3871）6285
富士 50人 浅草4−48−9　富士小学校内 （3875）5159

北上野◆ 50人 北上野2−15−6　駒形中学校内 （3843）9525
田原 40人 雷門1−4−4　ネクストサイト浅草ビル内 （5828）3552

　金竜◆ 55人 千束1−9−14　金竜小学校敷地内 （3871）5311
今戸 50人 今戸1−3−6　今戸児童館内 （5603）0151
石浜 80人 清川1−14−21　石浜小学校内 （3875）0551

蔵前◆ 80人 蔵前4−19−6　蔵前小学校内 （3851）1611
根岸◆ 50人 根岸3−9−2　根岸小学校敷地内 （3872）1120

台東入谷(民設民営) 40人 入谷1−13−9 （6802）2830
◆高学年障害児保育実施こどもクラブ

表2　利用時間
育成時間 延長育成時間

学校登校日 放課後〜午後6時 午後6時〜7時
学校休業日（春・夏・冬休み、土曜日等） 午前8時〜午後6時 午後6時〜7時

※小学1年生は午後5時以降、延長育成利用時間帯は学年に関係なく保護者のお迎えが必要

表3　受付期間、場所等
区分 受付期間 受付時間 受付場所

通常受付 11月1日㈫〜12月13日㈫
（日曜日・祝日を除く）

午前9時30分〜午後6時
※台東入谷こどもクラブの
み午前10時30分から受付

第1希望の
こどもクラブ

休日受付 11月13日㈰、12月11日㈰ 午前9時〜午後5時 児童保育課
（区役所６階⑦番）

問合せ 児童保育課 TEL （5246）1235

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

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

11月15日㈫午後1時30分〜3時10分 浅草保健相談センター
11月16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

11月1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
11月9日㈬午前10時〜11時 台東子ども家庭支援センター
11月10日㈭午前10時〜11時 日本堤子ども家庭支援センター
11月11日㈮午前10時〜11時 寿子ども家庭支援センター
11月15日㈫午前9時30分〜11時10分 浅草保健相談センター
11月16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

11月16日㈬午前9時30分〜11時 浅草保健相談センター
11月22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。

育児相談育児相談（予約制）（予約制）
お気軽にご相談ください！
お気軽にご相談ください！


