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10月20日広報 在宅療養について詳しくは、
区HP（下記二次元コード）を
ご確認ください。

問合せ 健康課 TEL 03−5246−1215

訪問看護師
自宅で医療的ケアを行います。

台東区訪問看護ステーション連絡会

ケアマネジャー・介護スタッフ
介護の相談および「訪問」「通い」「泊り」
の場で介護スタッフがサポートします。

台東区介護サービス事業者連絡会

歯科医師・歯科衛生士
自宅で歯科診療や口腔ケアを行います。

東京都台東区歯科医師会 浅草歯科医師会

医師
定期的に自宅へ訪問し、診療します。

下谷医師会 浅草医師会

リハビリテーションスタッフ
理学療法士等が自宅で、機能訓練などを行います。

台東区リハビリテーション
連絡会

台東区地域リハビリテーション
支援センター

医療機関への通院治療が困難な方が、自宅へさまざまなスタッフに来てもらい、
医療や介護を受けながら、できる限り住み慣れた自宅で療養生活を送ること在宅療養って何？

台東区在宅療養支援窓口
在宅療養生活における医療・介護・看護の相談に対応します。
▷相談受付時間
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　土曜日　午前9時～正午
▷場所・問合せ
　台東病院2階（千束3－20－5）
　 TEL 03−5603−0235

区民の方
・電話相談
・来所相談
・メール相談
・ファクス相談

医療・介護等の関係機関
・医師会　　　
・歯科医師会　
・薬剤師会
・介護サービス
　事業者
・訪問看護
　ステーション
・地域包括支援センター ほか

後日動画配信も行います。視聴方法は、たいとう地域包括ケア推進
協議会HP（右記二次元コード）をご覧ください。
▷対象　区内在住か在勤（学）の方
▷定員　250人（先着順）

▷講師　飯島勝矢氏
　（東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長・
　未来ビジョン研究センター教授）
▷問合せ　浅草医師会 TEL 03－3844－0576

11/19（土）
午後4時〜6時

生涯学習センター
ミレニアムホール

第4回たいとう地域包括ケアフォーラム　
人生100年時代を元気で乗り切るために〜健康長寿 鍵は“フレイル予防”〜（申込不要）

相談

連携

調整・紹介

薬剤師

下谷薬剤師会 浅草薬剤師会

自宅にお薬をお届けして、服薬支援を行います。

私たち（たいとう地域包括ケア推進協議会）が、

～住み慣れた自宅で
　　ずっと暮らすために～

在宅療養を支えます



区の世帯と人口 127,864世帯（前月比＋233世帯）世 帯 数 206,857人（前月比＋176人）人 　 口
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  【10月1日現在】
※住民基本台帳による

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の最終提出期限は、

10月31日㈪消印有効です
対象世帯および対象となる可能性があ
る世帯には、すでにご案内をお送りし
ています。お手続きがない場合は、受
給を辞退したとみなし、給付金を受け
取ることができません。
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

お知らせお知らせ

台東区ふるさと納税返礼品
協力事業者を募集しています

▷対象　区内法人および団体
▷募集締切日　11月30日㈬
▷掲載開始時期　随時〜5年2月1日㈬（予

定）

※4年度の募集は、最後となります。
※応募方法等詳しくは、区HP（下記二次

元コード）をご確認くだ
さい。

▷問合せ　企画課
　 TEL （5246）1012

住民税（特別区民税・都民税）
第3期の納期限は10月31日
㈪です

　金融機関・コンビニエンスストア（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
る納付もできますので、詳しくは納税通
知書同封のチラシまたは区HP（下記二次
元コード）をご確認ください。
　口座振替（自動払込）の方は、残高に
ご注意ください。
　引き落としの確認は、預貯金通帳の記
帳によりお願いします。　
▷問合せ　税務課
　 TEL （5246）1114

　

よくあるお問合せはこちら

検査キット
配布について

後遺症
相談窓口について

濃厚接触者
について

新型コロナウイルス感染症　陽性になってしまったら…
保健所から連絡する方の対象範囲をご確認ください

以下のいずれかに該当する方は
保健所からの連絡があります

⑴保健所から療養に関する案内を記載した
ショートメッセージ（SMS）をお送りします。
⑵特に重症化リスクの高い方には、SMSに加
えて、保健所から電話で連絡をします。

①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、かつ、

新型コロナウイルスの治療薬や
　酸素投与の必要があると医師が判断する方
④妊婦の方

　　

新型コロナ
ウイルスに
感染した
かも？と

思ったときの
相談窓口

●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
　 FAX 03−5388−1396（耳や言葉の不自由な方向け）

発熱相談センターで、看護師等が新型コロナウイルス感染症に関する相談を受け付けています。
また、状況に応じて医療機関をご紹介します。

　 引き続き基本的な感染対策を
定期的な換気 こまめな手洗い・消毒ソーシャルディスタンス適切なマスクの着用

左記の①～④に該当しない方は、保健所からの連絡はありません

ご自身で健康観察をお願いし
ます。
療養の流れや療養期間等、
詳しくは、区HPを
ご確認ください。

療養中、下記の支援を希望する方は
「東京都陽性者登録センター」への登録が必要です。

・健康観察（My HER-SYS等）
・東京都の宿泊療養施設等で

の療養
・配食、パルスオキシメータ

の配送▲療養の流れ等
▲東京都陽性者

登録センター（都HP）

うちさぽ東京（ TEL 0120−670−440、24時間）へご連絡ください。体調悪化時や陽性者登録
センターに関するご不明点は

オミクロン株対応ワクチン接種　実施中です！

　　 　問合せ ●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

●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

　接種券の発送について 接種券が届き次第、予約ができます。

　オミクロン株対応ワクチンの効果について
●オミクロン株の成分が含まれるため、①従来型ワクチンを上回る重症予防効果、②短期間の可能性はあるものの、オミクロン株に対する感染・発症予

防効果が期待されています。
●異なる2種類の成分が含まれることにより、今後の変異株に対して有効である可能性が高いことが期待されています。

●乳幼児（6か月～4歳）の接種について
国からの通知をふまえ、接種体制の整備・接種券発送の準備を
進めています。
会場や予約方法など詳しくは、決まり次第、区HP等でお知ら
せします。

●小児接種について
小児接種（5〜11歳）の1〜3回目接種を実施しています。
詳しくは、右記二次元コードをご確認ください。
※台東保健所での接種は11月5日㈯で終了します。
　ぜひ早めの接種をご検討ください。 ▲小児接種について

※接種間隔について
は、 区HPをご 確
認ください。

▲ワクチンに関する
新着情報

10月24日㈪から、病院・診療所・集団接種会場で接種しているファイザーワクチンは、BA.1対応ワクチンから
BA.4-5対応ワクチンに切り替わります。

～自身の健康や大切な友人・家族・同僚を守るためにも、ぜひこの機会にワクチン接種をご検討ください～

●発送スケジュール
前回の接種時期 接種券発送日 予約方法

6月 発送済み
●電話予約　台東区コロナワクチン コールセンター TEL 03－4332－7912
　（午前9時〜午後6時、土・日曜日・祝日も対応）
●インターネット予約（18歳以上の方のみ）　右記二次元コードより予約
　※予約サイト内「予約受付の一時休止について」もご確認ください。
●診療所　各診療所へ直接お問合せください。

7月・8月 10月31日㈪（予定） ▲予約サイト

※竹林柄の封筒で接種券を
発送しています。



【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
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「暮らしのしおり わたしの便利帳
2022」を配布しています
　区の行政サービス、手続き、施設の案内などを
まとめた冊子です。
▷配布場所　区役所、浅草文化観光センター、
　区民事務所・同分室、地区センター ほか
※区HP（右記二次元コード）から、

内容の閲覧、郵送の申込みができ
ます。

▷問合せ　広報課
　 TEL （5246）1021

保険・年金保険・年金

新型コロナウイルス感染症にか
かる傷病手当金の適用期間が
12月31日㈯まで延長されました

▷対象　国民健康保険・後期高齢者医療
制度の加入者で、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
があり感染が疑われ、療養のために就
労できなかった方（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

▷適用期間　2年1月1日〜4年12月31日

(ただし、入院が継続する場合は最長1
年6か月まで)　

▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL （5246）1253　後期高齢者医

療「広域連合お問合せセンター」
　 TEL 0570−086−519

国民健康保険加入者で他の健
康保険へ加入した方へ
～届出をお忘れなく～

　国民健康保険加入者が新しく職場の健
康保険に加入した時や、その被扶養者に
なった時は、14日以内に国民健康保険課、
区民事務所・同分室で国民健康保険をや
める手続きをしてください。届出により
国民健康保険料が変更となる場合は、後
日世帯主あてに保険料変更通知書を送付
します。
▷必要な物　職場の健康保険証（写し可）、

台東区の国民健康保険証、マイナンバ
ーが確認できる物（いずれも保険証が

変わる方全員分）
※郵送での手続きを希望する場合は、電

話で下記問合せ先へ
●保険証利用にご注意ください
　職場の健康保険は、保険証に記載され
ている「資格取得年月日」または「扶養
認定年月日」から有効です。資格取得年
月日等以降に誤って台東区の国民健康保
険証を使って診療を受けた場合、区が負
担した医療費（総医療費の7〜8割分）を
返還してもらうことになります。
▷問合せ　国民健康保険課（区役所2階⑫

番） TEL （5246）1252

会社都合等により離職された
方は国民健康保険料が軽減さ
れます

　リストラなどで職を失い、離職時点で
65歳未満の方は、申請により国民健康保
険料が軽減されます。
▷対象　雇用保険受給資格者証の離職理由

コード11、12 、21、22、23、31、
32、33、34に該当する方（特例受給
資格者【特】・高年齢受給資格者【高】
は除く）

▷軽減の内容　前年の給与所得を100分
の30として保険料を計算

▷軽減期間　離職日の翌日の属する月か
ら、その月の属する年度の翌年度末

※就職後すぐに離職し、雇用保険の受給
資格が発生しない方で、前回の離職が
軽減対象の離職コードに該当し、前回
の雇用保険の残日数分を受給する方に
ついては、軽減の対象となる場合があ
ります。詳しくは、下記へお問合せく
ださい。　

▷必要な物　雇用保険受給資格者証（原
本）、対象者と届出人のマイナンバーが
確認できる物、本人確認書類（運転免
許証等）

▷問合せ　国民健康保険課（区役所2階⑫
番） TEL （5246）1252

台東区消費生活展「知って実践　未来のために！！」
▷日時　11月25日㈮〜28日㈪午前10時〜午後5時（28日は午後3時まで）　
▷場所　生涯学習センター
●パネル展示　エシカル消費を中心に、区内の消費者団体や生活関連団体などが「く

らしに役立つ情報」を発信します。パネルをヒントにクイズに答えていただいた方
には景品をお渡しします。※物産等の販売はありません。

●子供の消費者啓発のための標語コンクール　区内の小中学生から寄せられた消費生活
に関する標語（一次審査通過作品）を掲示し、皆さんの投票で優秀作品を決定します。

●くらしに役立つ講座・出前寄席（事前申込）

▷対象・定員　区内在住か在勤（学）の方・各30人(先着順)
▷申込方法　右記二次元コードから申込むか、テーマ名・住所・氏名・

電話（ファクス）番号を電話かファクスで下記問合せ先へ
▷問合せ　くらしの相談課
　 TEL （5246）1144　 FAX （5246）1139

日時 テーマ 講師・出演者 会場

11
月
25
日
㈮

午前10時〜正午
講座

高齢者スマホ教室〜初心者向け〜
・スマホでキャッシュレス講座
・スマホの便利アプリ講座

台東区デジタル活用
支援員 301研修室

午後2時〜4時
手作り教室

・パッチワークをやってみよう！
・手作りオーナメントを可愛く
　デコレーション！
※事前申込不要

・台東リサイクル
　ネットワーク
・みどりの会 301研修室

11
月
27
日
㈰

午前10時30分〜正午
講座

エシカル消費ってどんなこと？
〜今日から始めるエシカルな暮らし〜

日本消費者協会
啓発員 301研修室

午後2時〜3時
出前寄席

SDGｓ・エシカル消費って何？
〜私たちにできること〜

SRI演芸協会・回路亭
しん劇 407研修室

台東区バリアフリー基本構想
　区では、平成24年度に策定した台東区バリアフリー基本構想の目標年次（令和2
年度）終了に伴い、バリアフリー法改正を反映した改定を行いました。
▷基本理念　区の将来像「世界に輝く ひと まち たいとう」の実現に向けた基本目標

及び、「共生社会の実現」や「社会的障壁の除去」などの改正バリアフリー法の理
念を踏まえ、「誰もが自分らしく暮らせる安全安心で快適なまちの実現」と掲げます。

▷基本方針　①ユニバーサルデザインのまちづくりの実現　②心のバリアフリーのさ
らなる推進　③観光バリアフリーの推進

▷対象区域　区内全域
▷計画期間　4〜13年度（10年間）
▷パブリックコメントの実施結果　5人の方から13件のご意見をいた

だきました。　
▷問合せ　都市計画課 TEL （5246）1364

ジャイアントパンダが上野動物園に来園して50周年を迎えました！！
～区と上野観光連盟で盛り上げます～
1972（昭和47）年10月28日、上野動物園にジャイアントパンダの「カンカン」と「ラ
ンラン」が来ました。 ジャイアントパンダ来園50周年を記念して、区は懸垂幕の掲出
やのぼり旗を設置するほか、上野観光連盟は記念イベント「うえのパンダフェスタ」を
実施し、地域とともに50周年を盛り上げます。 問合せ 総務課 TEL （5246）1052

▲左：レイレイ　右：シャオシャオ

▲50年前のパンダ初公開の様子

 写真：(公財)東京動物園協会提供

○台東区循環バス「めぐりん」の前面パネルを
　パンダデザインに！
　車内広告でも来園50周年をお知らせ！
○ふるさと納税の封筒をパンダデザインに！
○赤ちゃんのお名前が書けるパンダデザインの
　命名書とクリアファイルを配布！
　（10月28日㈮以降に出生届を出された方が対象）
○懸垂幕、のぼり旗で50周年をお知らせ！
　（本庁舎・区民事務所等）

区の取組み

〇歴代パンダ50年史スペシャル映像ブース
〇50周年記念セレモニー＆トークショー
〇巨大パンダバルーン設置
〇スタンプラリー
〇パンダグッズ販売　ほか
期間 10月26日㈬〜30日㈰
場所 上野公園噴水前広場　ほか
※詳しくは、上野観光連盟HPをご覧ください。

記念イベント「うえのパンダフェスタ」
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【毎月30日は、たいとう食ハピDay】冷蔵庫を整理して、奥の方に残っていた食品は、悪くならないうちに食べてしまいましょう。冷蔵庫がきれいになれば、無駄
な買い物も減り、料理をするときもスムーズになってハッピー！　〈問合せ　清掃リサイクル課 TEL （5246）1018〉

環境環境
リサイクルリサイクル

省エネ機器等導入への助成金

　住宅や事業所へ省エネ効果のある機器等
を導入する場合に、助成を行っています。
詳しくは区HPをご覧になるか、下記まで
お問合せください。
▷期間　通年（予算が無くなり次第、受

付終了）　
▷対象　区内の住宅や事業所に導入する方
▷問合せ　環境課 TEL （5246）1281

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

東京都シルバーパスの新規申込
みを受け付けています

　都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・
舎人ライナー、都内民営バス等が利用で
きます。
▷対象　満70歳以上の都民（満70歳に

なる月の初日から申込可・寝たきりの
方は除く）

▷有効期限　発行日〜5年9月30日㈯
▷費用　1,000円または20,510円（住

民税の課税状況等により異なる）
▷必要な物　住所・氏名・生年月日が確

認できる物（健康保険証、運転免許証等）
※1,000円で購入できる場合は、4年度

介護保険料額納入（決定）通知書（7月
発行）等証明書

▷申込方法　最寄りのバス営業所か都営
地下鉄定期券発売所等のシルバーパス
発行窓口へ費用と必要書類を持参

※区役所では受け付けできません
▷問合せ　（一社）東京バス協会・シルバ

ーパス専用電話（土・日曜日・祝日を
除く午前9時〜午後5時）

　 TEL （5308）6950

金婚・ダイヤモンド婚おめでと
うございます

●金婚
・水谷進・康子（寿1）
・山田武弘・一枝（寿1）

　結婚50周年（ダイヤモンド婚は60周年）
を迎えるご夫婦で、8月までに申請した方
を掲載しています（申請順･敬称略）。掲
載を希望する方は、下記へご連絡ください。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課
　 TEL （5246）1221

健康健康

献血にご協力を

　病気やけがで血液を必要とする多くの
方のために、献血への温かいご理解とご
協力をお願いします。あわせて、骨髄バ
ンクの登録も行えます。
▷日時　11月8日㈫午前10時〜午後4時
▷場所　区役所正面玄関前
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL （3847）9401

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。
　福田靖様　（千束4丁目）　
　50回以上献血された方は右記へご連絡

ください。
※7月20日号に、掲載した内容に誤りが

ありました。ご迷惑をお掛けした皆さ
んに深くおわび申し上げます。　

▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL （3847）9401

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　11月17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、不妊でお悩みの女性
※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

無料健康相談

▷期間　11月1日㈫〜30日㈬
　※休診日・診療時間外は除く
▷場所　「無料健康相談」のポスターが掲

示されている区内の医院・歯科医院・
病院等

▷対象　台東区の国民健康保険または後
期高齢者医療制度加入者

▷内容　医科・歯科全般の健康相談・保
健指導 

▷相談方法　国民健康保険被保険者証ま

たは後期高齢者医療被保険者証を医院・
歯科医院・病院等の窓口に提出

※発熱等の体調不良がある時は参加でき
ません。

※来院の際は事前に医療機関に連絡の上、
その指示に従ってください。

▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL （5246）1251

住宅住宅
まちづくりまちづくり

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅　家族向・単身者向等（抽選

方式）　
▷申込書配布期間　11月1日㈫〜10日㈭
（閉庁日を除く）

▷申込書配布場所　区役所1階戸籍住民サ
ービス課･5階⑩番住宅課、区民事務所・
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。

▷申込み・問合せ　東京都住宅供給公社
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

身近なリサイクルやごみの問題からSDGｓ、地球温暖化といった
自然環境問題まで、いろいろなイベント・企画がめじろ押しです。
楽しみながらこれからの環境について考えてみませんか。
▷日時　11月5日㈯・6日㈰午前10時〜午後4時　
▷場所　生涯学習センター・金竜公園（車での来場不可）
※内容変更の場合あり。詳しくは、　区HP（右記
　二次元コード）をご覧ください。
エコフェスライブ
●11月5日㈯
▷時間　午後1時〜4時
▷内容　下町フォルクローレフェスタ2022
●11月6日㈰
▷時間　①午後1時　②午後2時30分
▷出演・内容　①ワンダーマダム3（さん）
　②エコバレエ

その他イベント
エコの樹、フードドライブ、おもちゃ交換所

問合せ 環境課 TEL （5246）1284

▲フードドライブ

環
エ

境
コ

フェスタたいとう2022

　介護の日は、介護に対する国民の理解を深めるこ
とを目的として、平成20年7月に厚生労働省が制定
しました。
　介護保険制度は、平成12年4月に創設後、22年が
経過し、介護を必要とする方を社会全体で支え合う
社会保険制度として、定着してきました。
　今後、介護保険制度の果たす役割は、ますます重
要となります。

介護保険のあらまし

●3年度介護保険会計決算（右図）の概要
　3年度の歳入額は全体で約173億4千万円となり、
2年度を約5億円上回りました。
　第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料収入は、
約34億4千万円で、歳入全体に占める割合は約
19.8％でした。また、第2号被保険者（40〜64歳
の方）の保険料相当額である支払基金交付金は約43
億5千万円で全体の約25.1%でした。
　そのほか、国や都、区が負担する費用が約91億8
千万円で全体の約53.0％でした。
　3年度の歳出額は、全体で約168億1千万円となり、

2年度を約3億3千万円上回りました。歳出総額のう
ち約152億7千万円が保険給付費で全体の約90.9％
を占めており、2年度を1億3千万円上回りました。
そのほか、介護予防などへの取り組みを行う地域支
援事業費が、約7億円、要介護認定や介護保険運営に
必要な経費である総務費は、約4億6千万円でした。
●介護サービスの認定者数や利用状況などについて
　台東区の第1号被保険者は、2年度末に比べ604人
減少し、3年度末は45,928人でした。また、要介護
や要支援の認定を受けている方は16人増え、3年度
末は10,431人でした。サービス利用者数は2年度末
に比べ79人増え、3年度末は8,392人でした。利用
者の大部分は、居宅サービス利用者が占めています。

たいとう「介護の日」PRウィーク2022

●パネル展示　
▷日時　11月8日㈫午前11時〜11日㈮午後2時　
▷場所　生涯学習センター1階アトリウム
▷内容　介護サービスに関するパネル展示
▷協力　台東区介護サービス事業者連絡会

11月11日は介護の日です11月11日は介護の日です 問合せ 介護保険課 TEL （5246）1257

その他
約 3.8 億円
（2.3%）

地域密着型サービス費
約 12.7 億円（7.6%）

施設サービス費
約 38.5 億円（22.9%）

特定入所者
サービス費
約 3.2 億円
（1.9%）

総務費
約 4.6 億円（2.7%）

地域支援事業費
約 7.0 億円（4.1%）

国庫支出金 
約 39.7 億円
（22.9%）

都支出金
約 23.6 億円
（13.6%）

区一般会計等繰入金
約 28.5 億円（16.5%）

介護保険料
約 34.4 億円
（19.8%）

支払基金交付金
約 43.5 億円
（25.1%）

その他
約 3.7 億円（2.1%）

居宅サービス費等
約 98.3 億円
（58.5%）

歳入
約173.4
億円

歳出
約168.1
億円

令和3年度 介護保険会計決算

▲生涯学習センター 
　アトリウム

▲エコの樹

▲金竜公園

過去のフェスタの様子



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！
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【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。

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10月5日号8面に掲載の「台
東区芸術文化支援制度対象企画『タンキ
ン×ホウガク ♯平櫛田中邸によせて』」の

「①金工造形作品展示」の開催日時に誤り
がありました。おわびして訂正します。

【誤】11月4日㈮午前11時〜午後6時
6日㈰午前11時〜午後4時

【正】11月4日㈮〜6日㈰
午前11時〜午後6時
問 文化振興課 TEL（５２４６）１３２8

世界遺産パネル展

世界文化遺産「国立西洋美術館」の開館
当初に近い姿へ復原された前庭や建築家
ル・コルビュジエの功績と建築的特徴な
どについて、紹介します。　時 10月25日
㈫〜11月17日㈭午前9時〜午後8時　
場 浅草文化観光センター7階展示スペース
問 都市交流課 TEL （5246）1193

親子ふしぎ発見塾～作って学ぼう
～（青少年委員協議会主催事業）

時 11月23日㈷午後1時30分〜4時　
場 区役所10階会議室　定 100組（抽選）
対 区内在住か在学の小学3〜6年生と保護
者（2人1組）※子供のみの参加不可、弟・
妹であれば小学1・2年生も一緒に参加可
申 電話で下記問合せ先へ申込むか区HPの
応募フォームから申込み　
締 電話は11月11日㈮、区
HPは13日㈰
問 子育て･若者支援課
TEL （5246）1341

台東区芸術文化支援制度対象企
画 「ファッションを演奏する」

服の型紙や布を楽譜と捉えて音楽をつく
り、マリンバ生演奏で発表します。　時 11
月18日㈮は午前11時30分、19日㈯・20
日㈰は午前11時30分、午後3時※開場は
各時間の30分前、公演時間は70分程度
※詳しくは野木青依のHPをご確認くださ
い。　場 釜浅商店イベントスペース（松が
谷2−24−1庖丁売場4階）　 定 各15人

（先着順）　出 野木青依（マリンバ奏者）　

費 13歳以上1,000円※当日現金支払い
（12歳以下は無料）　申 下記二次元コード
から申込み　問 林
Eメール aoi.n.902@gmail.
com　台東区文化振興課
TEL （5246）1328

第五回　江戸まち たいとう芸楽祭
ワークショップ
　　た 　 て

「殺陣を体験しよう!」

時 12月11日㈰　 クラス・時間 ①親子クラ
ス（保護者と小学生）・午前11時〜午後0
時10分　②k

キ ッ ズ

ids（小学生）クラス・午後
2時〜3時　③一般クラス（中学生以上）・
午後4時30分〜6時　対 小学生以上の方
定（先着順）①5組（保護者1人につき小学
生2人まで）　②10人　③15人　講 井上
謙一郎氏　費 ①保護者1人・子供1人の場
合は4,000円、保護者1人・子供2人の場
合は5,500円　②2,000円　③2,500円
※学生と区内在住（勤）の方は2,200円
申込期間 11月8日㈫午前9時〜12月10
日㈯正午　 場・申・問 浅草公会堂（午前9
時〜午後5時） TEL （3844）7491　
問 江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局（区役所
文化振興課内）
TEL （5246）1328

「台東区・有償ガイドスキルアッ
プセミナー」参加者募集

時 11月24日㈭、12月6日㈫・13日㈫、
5年1月15日㈰または22日㈰　場 浅草文
化観光センター等　対 観光ガイドまたは
添乗員の経験がある方等※ガイド協会所属
有無は問いません。　定 30人（先着順）  
費 セミナー会場までの交通費　申 区HPか
ら申込み※詳しくは、下記二次元コードを
ご確認ください。 締 11月
15日㈫
問 観光課
TEL （5246）1151

一葉記念館から

①特別展「一葉と手紙」　時 10月22日㈯

〜12月11日㈰　 入館料 一般300円、小
中高生100円
②文化ボランティアガイドによる「たけくら
べ」ゆかりの地めぐり　時 11月20日㈰午
前10時30分、午後2時　定 各15人程度（抽
選）　申 往復はがき（1人1枚）に記入例1
〜5・希望時間を書いて下記問合せ先へ
③一葉祭　記念講演と朗読　時 11月23
日㈷午後1時〜3時30分　 定 30人（抽
選）　講 記念講演は関礼子氏（元中央大学
文学部教授）、朗読は熊澤南水氏（朗読家）
申 往復はがき（1人1枚）に記入例1〜5
を書いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
②③※複数名の記入、往復はがきでない
ものは無効　締 11月7日㈪（必着）　
場・問 〒110−0012　台東区竜泉3−
18−4　一葉記念館
TEL （3873）0004

特別コンサート　本居長世の音
楽～和洋の調べ～

時 11月23日㈷午後2時　 出演 東京藝術
大学音楽学部教員および学生　 曲目 本居
長世：歌曲「青い目のお人形、十五夜お
月さん、七つの子、白月」  尺八曲「和子
鈴慕、想夫恋」ほか　 入場料 2,000円※
未就学児入場不可　 チケット販売場所 東京
文化会館チケットサービス
TEL （5685）0650
場・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

企画展「抵抗と恭順、リターンズ
－激動の明末清初－」

時 11月1日㈫〜5年1月22日㈰午前9時30
分〜午後4時30分（入館は4時まで）
入館料 一般500円、小中高生250円　
場・問 書道博物館 TEL （3872）2645

～花の心プロジェクト～園芸講習
会「冬も華やかなハンギングリー
スを作ってみよう」

時 12月4日㈰午後
1時　場 区役所10
階会議室　対 区内
在住か在勤（学）
の方　定 20人（抽
選）　 講 樺澤智江
氏（日本ハンギン
グバスケット協会本部講師）　費 3,000

円　申 はがきに記入例1〜5を書いて下
記問合せ先へ（電子申請可）
締 11月14日㈪（必着）　
問 〒110−8615　
台東区役所環境課
TEL （5246）1323

園芸講習会
「冬を楽しむ寄せ植えを作ろう」
時 12月10日㈯午後1時　場 区役所10階
会議室　対 区内在住か在勤（学）の方　
定 20人（抽選）　講 樺澤智江氏（日本家庭
園芸普及協会公認グリーンアドバイザー）
費 2,000円　申 はがきに記入例1〜5を
書いて下記問合せ先へ（電子申請可）　
締 11月21日㈪（必着）
問 〒110−8615　
台東区役所環境課
TEL （5246）1323

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 11月
20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
●かんたん金継ぎ講座　時 12月6日㈫午
後1時30分〜3時30分　場 環境ふれあい
館ひまわり2階リサイクル活動室　対 区内
在住か在勤の18歳以上の方　定 10人（先
着順）※初回申込みの方優先　費 500円
※持ち物等詳しくは、区HPをご覧くださ
い。　申込開始日時 11月1日㈫午前10時
問 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　チャイルドシート、桐のタ
ンス、テーブル、子供用作り帯
ゆずってください　子供用自転車（24イ
ンチ）、ベビーゲート
※上記の情報は10月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。　
場・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

区立保育園・石浜橋場こども園
「合同子育て広場」～のんびりの
びのび子育てタイム～(事前予約)

時 11月1日㈫午前10時15分〜正午、午後
1時15分〜3時※2部制の全員入れ替え　
場 生涯学習センター　対 乳幼児と保護者
定 親子あわせて20組程度（先着順）　
内 ままごと、ミニカー、くつろぎコーナー、
保育士等による歌・手遊び、育児・栄養・
健康・保育園に関する相談　
予約受付期間 10月25日㈫〜31日㈪土・
日曜日を除く午前10時〜午後4時　
問 谷中保育園 TEL （3828）5896

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）の電話番号申込みの記入例

●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

パパのための
抱っこ講座

11月26日㈯
午前10時30分〜11時30分

区内在住の5〜11か月
の子供

5組 
(先着順)

10月27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

パパと一緒に
Enjoy English ！

11月19日㈯
午前10時30分〜11時15分

区内在住の1歳6か月〜
3歳の子供

12組 
(先着順)

10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

ヨガでゆったりリラッ
クスタイム

11月22日㈫
午後2時15分〜3時

区内在住の6か月まで
の子供

7組 
(先着順)

10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
家庭で始める非認知能力の
育み方〜子どもの「やりた
い」を育む環境作り〜

11月29日㈫
午前11時15分〜11時45分

区内在住の3歳までの
子供

8組 
(先着順)

10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
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【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。

ひろば入谷・各老人福祉館で配布する申込
用紙に記入し提出するか、下記問合せ先へ
郵送（申込書は老人福祉センターHPから
ダウンロード可）※詳しくは、下記問合せ
先へご確認ください。　締 11月17日㈭

（必着）　問 〒110−0015　台東区東上
野2−25−14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

フラワーアレンジメント教室

時 11月30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）をお持ちの方　定 10人（先着順）
講 今関範子氏（サンマグノリア）　
費 1,000円(材料費)　申 記入例1〜4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

リノベーション型まちづくりの
勉強会「小さなはじまり、まち
への広がり」

時 11月21日㈪午後6時〜8時　場 東浅草
小学校体育館　対 北部地域でのリノベー
ションやまちづくりに興味・関心のある
方　定 50人（先着順）※別途オンライン
での視聴可（申込不要）　講 瀬川翠氏（ア
ンモナイツ大家・建築家） 　持 上履き、下
足袋　 申 右記二次元コー
ドか電話で下記問合せ先へ
問 地域整備第二課
TEL （5246)1366

保育園対象家庭教育学級「子ど
もの幸せな自立をサポートするた
めに」前期～子供の心のコーチ
ング～（オンライン開催）

時 11月26日㈯午前10時〜正午　対 区内
在住の保護者か、区内保育園通園児の保
護者　 定 50人（抽選）　 講 菅原裕子氏

（NPO法人ハートフルコミュニケーショ
ン代表理事）　申 区HP（右記二次元コー
ド）から申込み※受講者にはURLとパス

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　持 持ち物　申 申込方法・申込み　締 申込締切日　問 問合せ凡例

須賀一コレクション写真パネル展 
Part.10 「わが町、上野　寛永寺」

▲根本中堂堂内

区内在住の写真家、須賀一氏が撮影した
改修前の清水観音堂や根本中堂堂内など
の写真パネル展を開催します。　時 11月
8日㈫〜15日㈫（土曜日を除く午前9時〜
午後5時）※15日は午前9時〜正午
場 区役所1階ロビー　問 生涯学習課
TEL （5246）5828

シニアライフ応援計画
「企画のつくり方入門～私のやっ
てみたいことを実現しよう～」

時（全3回）①11月22日㈫　②29日㈫　
③12月20日㈫①〜③午後1時30分〜3時
30分　場 生涯学習センター　対 区内在住
か在勤のおおむね50歳以上の方　定 20
人（抽選）　講 浦山絵里氏（ファシリテー
ター）　内 ①イメージを外に出しましょう
②人に伝わる形にしましょう　③実現でき
そうな企画を探しましょう　申 はがきに
記入例1〜4・年代、在勤の方は67を
書いて下記問合せ先へ郵送か電話、または
区HP（申込みフォーム）から申込み
締 11月10日㈭（必着）　
問 〒111−8621　
生涯学習課
TEL （5246）5821

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム参加者募集　
時 11月15日㈫午前11時　対 区内在住の
令和3年5月15日〜４年5月14日生まれの
子供と保護者　定 各10組（先着順）※参
加は子供1人につき1回まで。※申込みは
保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。　場・申・問 寿子ども家庭支援センタ
ー TEL （3841）4631
●読書週間イベント「本の福袋」　絵本や読
み物などを、中身がわからないよう包んで
貸出しします。 貸出日 10月27日㈭、11
月3日㈷※なくなり次第終了　
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

企画展「台東区の寺」

時 12月11日㈰まで　
●図書館職員によるギャラリー・トーク　
時 11月24日㈭午後２時１５分〜2時45分
定 8人（先着順）　申 事前に直接下記問合
せ先または電話で申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

根岸図書館50周年記念イベント

根岸図書館は12月1日に開館50周年を迎
えます。50年分の「ありがとう」の気持
ちを込めて記念イベントを開催します。
●特別展示「50年を振り返る」　時 11月
1日㈫〜5年1月29日㈰
●ブックスタンプカード　本を借りてスタ
ンプを集めると記念品をプレゼントします。
スタンプの数でプレゼントの内容が変わり

ます。　時 11月1日㈫〜5年1月29日㈰
●ワークショップ「フィルムカバー体験」
時 11月26日㈯午前10時30分〜11時30
分　場 根岸社会教育館　対 台東区立図書
館の利用登録がある中学生以上の方　
定 6人（先着順）　持 フィルムカバーをか
けたい本（30cm以内・2冊まで）
申込開始日 11月1日㈫※下記問合せ先カ
ウンターへ直接申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 根岸図書館 TEL （3876）2101

くまのがっこう×根岸図書館　
～ジャッキーをさがそう～

くまのがっこう20周年とのコラボレーシ
ョン企画です。　 時 11月1日㈫〜12月
25日㈰　対 高校生以下の方　 場・問 根岸
図書館 TEL （3876）2101

石浜図書館　
人形劇「王様の耳はロバの耳」

時 11月26日㈯午前11時〜正午、午後2
時〜3時（入場は15分前から）　場 産業
研修センター　対 小学生以下の子供と保
護者　定 各90人（先着順）※10月27日
㈭から下記問合せ先3階カウンターで整理
券を配布します。※詳しくは、図書館HP
をご覧ください。　問 石浜図書館
TEL （3876）0854

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

講座「気づいていますか？それっ
てDVですよ」～DVのサインを
見逃さないために～

時 12月17日㈯午前10時〜正午※来場ま
たはオンライン参加　定 来場30人・オン
ライン20人（先着順）　講 柴田美代子氏

（NPO法人男女平等参画推進みなと理事
長）　申 電話または下記二次元コードから
申込み※託児あり（1歳以上の未就学児・
15人)、希望の方は子供の35を12月10
日㈯までに下記問合せ先へ
申込開始日 10月24日㈪　
場・問 男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5819

CAD応用講座

より高度な技術を覚えたい方、または仕事
にCADを活用し、取引先と「CADデータ」
でのやり取りを希望されている方におすす
めの講座です。 時（全2回）12月13日㈫・
14日㈬午後6時〜8時30分　対 区内在住
か在勤（学）でステップアップ講座（当セ
ンター実施）を受講済みで全日程受講可能
な方　定 4人（抽選）　講 渡辺豊氏　
費 3,000円　申 往復はがきに記入例1〜
4・年代、在勤（学）の方は6〜8を書
いて下記問合せ先へ　締 11月24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

ウクレレ教室

時（全6回）12月9日㈮・16日㈮・23日㈮
5年1月13日㈮・20日㈮・27日㈮午後3
時（1時間程度）　場 入谷区民館（かがや
き長寿ひろば入谷）　対 区内在住のおおむ
ね65歳以上の男性　定 20人（抽選）　
講 高嶋尚子氏（ウクレレ☆パラダイス代
表）　申 老人福祉センター・かがやき長寿

ワードを送ります（通信料
は各自負担）。
締 11月16日㈬　問 生涯学
習課 TEL （5246）5821

「発達をうながす親子の関わり」
～乳幼児家庭教育学級運営団体
向け講座～（オンライン開催）

時 11月15日㈫午後7時〜9時　対 区内で
家庭教育支援の活動を行っている（今後予
定している）団体に所属している方、子育
てに興味のある方　定 15人（抽選）　講 永
田陽子氏（臨床心理士）　申 区HP（下記二
次元コード）から申込み※受講者にはURL
とパスワードを送ります（通
信料は各自負担）。　締 11
月8日㈫　問 生涯学習課
TEL （5246）5821

台東区介護職員基礎研修「利用
者の生活に直結する知識と技術
の習得」（録画配信型）

時 12月〜5年3月　対 区内在住か在勤の
方　 内・講 ①ケアスタッフが知っておき
たい介護保険制度・鈴木誠一氏　②歯科
衛生士が伝える失敗しない口腔ケア・坂
巻真有美氏・餌取恵美氏　③医療ソーシ
ャルワーカーから学ぶ病院との連携・高
岡里佳氏　④作業療法士の視点から考え
る生活支援・吉田光秀氏　申 下記二次元
コードから申込み　
締 5年3月15日㈬　
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

高齢者施設ボランティア育成講
座（入門講座）

高齢者介護に関する基礎知識の講座・体
験研修、施設の食事体験　時 11月17日
㈭午前10時〜午後1時30分　場 三ノ輪
福祉センター　対 ボランティアや介護の
仕事に関心のある方※動きやすい服装で
参加　定 6人（先着順）　締 11月15日㈫
申・問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
10～11月出店自治体をご紹介します！10～11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）

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

※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
発信してします。ぜひご覧ください。(IDはすべて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▲twitter ▲Facebook ▲Instagram

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

10月20日㈭〜25日㈫ 香川県

10月27日㈭〜11月1日㈫ 山形県村山市×
千束通商店街

11月3日㈷〜8日㈫ 福島県会津美里町
11月10日㈭〜15日㈫ 滋賀県長浜市
11月17日㈭〜22日㈫ 宮城県美里町▲過去のショップの様子（福島県会津美里町）
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今回の1面の花は「サザンカ」です
1面に台東区の形 が３つ隠れています。探してみてください！（10月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

町会連合会だより町会連合会だより
　台東区町会連合会（政木喜三郎会長）の
定例会が10月13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「人権のつどい」の協力依頼
について　ほか7件

催しものなど催しものなど
●主催　平和を学ぶ会・台東映画観賞会
　「ちむぐりさ　菜の花の沖縄日記」
▷日時　11月23日㈷午後1時開場、1時

30分開演（上映106分）
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル 
▷費用　1,000円
▷問合せ　藤井
　 TEL （3875）6053
●東京ビエンナーレ2023　はじまり展
▷期間　10月30日㈰まで
▷場所　東叡山寛永寺（上野桜木1−14−

11）、東京ドームシティ（文京区後楽1
−3−61）ほか

▷内容　現代アートの展示やトークイベ
ント、歴史や土地の文化を体感するツ
アー

※入場料無料（一部、有料イベントあり）
※展示鑑賞は申込不要
▷問合せ　東京ビエンナーレ事務局
　 TEL （5816）3220

会員募集会員募集
●やまとことば（外国人への日本語ボラン

ティア）
▷日時　水曜日午後7時〜9時
▷場所　生涯学習センターほか
▷会費　入会金1,000円（ボランティア

保険加入費）
▷問合せ　片倉 TEL 080（7724）3188
●ウォーターエクササイズ パラダイス
▷日時　水曜日午前11時30分〜午後0時

30分
▷場所　清島温水プールほか
▷会費　月額1.000円
▷問合せ　三浦　 TEL 080（5028)8191

官公署だより官公署だより
●裁判所の調停委員による無料調停手続相
談会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交通事
故などのもめごとや家庭内・親族間のもめ
ごとについて、裁判所の調停委員が調停手
続きの相談に応じます。
※訴訟・調停中事件や法律的判断を求める

相談はできません。直接紛争解決を図
るものではありません。

▷日時　11月12日㈯午前10時〜午後3時
▷場所　すみだ産業会館（墨田区江東橋3

−9−10　丸井錦糸町店9階）
▷問合せ　東京地方裁判所（平日午前10

時〜午後4時） TEL （3581）2262
●年末調整等に関するパンフレットの送付
について
　年末調整の時期に源泉徴収義務者の皆さ
んへ「年末調整のしかた」、「源泉徴収税額
表」および「給与所得の源泉徴収表等の法
定調書の作成と提出の手引」を送付してい
ました。今年からこれらのパンフレットに
代えて改正事項や国税庁HPなどを案内し
たリーフレットを送付します。
　年末調整に関する情報は、国税庁および
区HPをご覧ください。
▷問合せ　東京上野税務署
　 TEL （3821）9001㈹
　浅草税務署
　 TEL （3862）7111㈹
　台東区税務課 TEL（5246）1103〜05

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

電子申請でもお申込み
できます。
（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

●税理士による「税の無料相談」　
▷日程　①11月14日㈪・15日㈫　②16

日㈬・17日㈭　③11日㈮・14日㈪〜
17日㈭

▷時間　①②③午前10時〜午後3時
▷場所　①松坂屋上野店（上野3−29−

5）　②地下鉄大江戸線上野御徒町駅（上
野5−26−6）　③浅草税理士会館5階

（蔵前3−4−5）
※③のみ電話で下記問合せ先へ事前予約
▷問合せ　①②東京税理士会上野支部
　 TEL （3831）8851

　③東京税理士会浅草支部
　 TEL （3862）5855　

年 中 行 事年 中 行 事
〈11月〉

3日 　白鷺の舞（浅草寺） 
4日・16日・28日 　酉の市（鷲神社・長國寺）
6日 　火渡りの神事（秋葉神社）
23日 　一葉祭（一葉記念館）
26日・27日 　靴のめぐみ祭り市（玉姫稲
荷神社）

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。

10・11・12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。

●STOP! 特殊詐欺～もうだまされないっ！
ATMで還付金は戻りません～（14分）
 午前9時34分
●旧作品 子供の安全巡回パトロール
～Forever～青パトは今日も走る(6分)
 午前9時48分
●旧作品 親子で実践！てあそび ふれあい
あそび（6分） 午前9時54分
11月20～26日
●どきどき歴史・文化探検隊（14分） B
●区民プロデューサー企画　子ども食堂っ
てなぁに？～食べるでつなぐ地域の絆～（6分）
 午前9時34分
●旧作品 たいとうタイムトラベルPart⑦ 
柳橋・台東（20分） C
11月27日～12月3日
●台東区産業フェア2022（6分） B
●旧作品 愛犬のしつけ方～目指せ！満点
飼い主！（14分） 午前9時26分
●旧作品 たいとうタイムトラベルPart⑨ 
橋場、清川、日本堤、東浅草（20分） C

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　地デジ　 ch11

10月30日～11月5日
●第76回 台東区中学校連合陸上競技大会
Part2男子（40分） B
特別編成　11月5日　正午～午後7時
●台東区議会 決算特別委員会 総括質問
11月6～12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
●リサイクル活動室で3Rを知ろう！～かん
たん金継ぎ講座～(6分) B
●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 散策ガイドツアー　『近
現代建築物を巡る』（14分） 午前9時26分
●旧作品 ～地域で取り組む子育て～里
親ってなぁに？（14分） C
●旧作品 今からできる脱プラ生活（6分）
 午前9時54分
※11月12日～14日は午前7時台・午前9時台・

午後5時台・午後9時台

11月13日～12月3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
11月13～19日
●スポーツの祭典〔オリンピック編〕（14分） B
～たいとうスポーツフェスタ2022～

※状況により、番組内容が変更になる場合があ
ります。

○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
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台東区制作番組のご案内（地デジ11ch）　
 「STOP!特殊詐欺～もうだまされないっ！ATMで還付金は戻りません～」（14分番組）
漫才コンビ　U字工事が、台東区のオリジナル漫
才で詐欺の手口を分かりやすく紹介します。
▷放送日時　11月13日㈰～19日㈯午前9時34

分、午後1時34分、5時34分、9時34分
※13日㈰・14日㈪は午前7時34分、9時34分、

午後5時34分、9時34分
▷問合せ　生活安全推進課
　 TEL （5246）1044 ▲U字工事


