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こども商品券について詳しくは、
区HPをご確認ください。

でお買い物しよう！

詳しくは、2面をご覧ください

問合せ 産業振興課 TEL（5246）1616

PayPayPayPayでお買い物！

最大20％20％戻ってくるポイント

12/1（木）～31（土）12/1（木）～31（土）

こども商品券コールセンター
（午前8時30分～午後5時15分、
土・日曜日・祝日・年末年始を除く）

TEL 0120−128−555

誰が対象？Q
11月1日現在、区内在住で次のいずれかに該当す
る方（所得制限なし）

①平成19年4月2日以降に生まれた子供
②妊婦等
※対象者には、事前にお知らせ（はがき）を送付します。11月22日㈫
までに届かない方は、下記コールセンターまでご連絡ください（転入
届や妊娠届提出の時期によっては、はがきが届かない場合があります）。

A

いつ届く？Q
11月下旬～
順次発送予定A

どこで使える？Q
区内約200箇所の百貨店や商店街等で使えます（11月15日現
在）。また、取扱店舗は年末年始

に向けて大幅に拡大中です。詳し
くは、送付される商品券に同封の
加盟店一覧をご覧ください。

A
百貨店や商店

街、そのほか

さまざまなお
店で使えます

！

撮影協力：松坂屋上野店

いくら使える？Q
対象者1人あたり3万円分A

▲こども商品券（見本）

撮影協力：からあげサイダーフタバ

※撮影時のみマスクを外しました。

こども商品券（3万円分）応 援

1

応 援

2

買い物で区内のお店を応援！



2　令和4（2022）年11月20日 広報 区の世帯と人口 128,263世帯（前月比＋399世帯）世帯数 207,210人（前月比＋353人）人口  【11月1日現在】
※住民基本台帳による

広告

年末年始を安心して迎えるため、
新型コロナの年内接種をお願いします

オミクロン株対応
ワクチン接種

について▶

●オミクロン株対応ワクチン接種について
　1・2回目接種を受けた12歳以上の全ての方で、
前回の接種から3か月以上経過していれば接種
可能です。

●ノババックスワクチンについて
　ノババックス（組換えタンパク）
ワクチンの接種を希望の方は、右
記二次元コードをご確認ください。

●1・2回目接種について
　コロナワクチンを未接種である12歳以上
の方が対象です。
※従来型ワクチンでの接種となります。

初回接種（1・2回目
接種）について▶

●ワクチン接種の予約について
　病院・集団接種会場の予約は、インターネット

（右記二次元コード）またはコールセンター
（ TEL 03−4332−7912）で行っています。

●接種券の発行申請等について
　接種券がお手元にない方
は、接種券の発行申請をお
願いします。

ノババックスワクチンについて▶ 予約サイト▶ 各種申請方法について▶

　　 　問合せ ●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

●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

　乳幼児接種（生後６か月～４歳）がはじまりました
▷接種回数　3回で完了
▷接種間隔　1回目接種から3週間後に2回目接種、2回目接種から8週間後に3回目接種
▷接種券発送時期　11月14日
▷予約方法　接種券が届き次第、予約ができます。

永寿総合病院 2階小児科（東上野2−23−16）
●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）台東病院 院内（千束3−20−5）

浅草寺病院 院内（浅草2−30−17）
診療所 予約方法等は各診療所に直接お問合せください

※小児（5～11歳）接種も、1～3回目接種を病院・診療所で実施しています。

▲子供の接種
について

封筒見本▶

　　 　

発熱等の
症状がある
場合の
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）

発熱相談センターにて、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。
状況に応じて、医療機関の案内等を行います。

　

よくあるお問合せはこちら

▲検査キットの配布▲発熱等症状がある場合

今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが
同時流行する恐れがあります。

基本的な感染予防や、同時流行に備えた対策をお願いします！
同時感染に備えて

●コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種も可能です。
　ワクチン接種は感染や重症化を予防する効果が確認されていま
す。流行前に、早めに接種を受けることが有効です。

●療養に備えて、日用品等の備蓄をしましょう。
　万が一、感染してしまった場合に備えて、日頃から1～2週間
分を目安として食料品と日用品を備蓄しておくと安心です。事前
に必要なものをリストアップして、準備しておきましょう。詳し
くは、右記二次元コードをご確認ください。 ▲同時流行時の対応

日常的に感染対策を行いましょう
●どちらの感染症も基本的な対策は同じです。
　ウイルスは主に咳やくしゃみに含まれる飛沫によって感染します。
　これまでの感染対策を引き続きお願いします。

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

「江戸たいとう
」

キャッシュレス

決済ポイント還
元事業

（第２弾）

　実施期間

12月1日㈭〜31日㈯
PayPayポイント
について

還元率		 20％	　
1回あたりの付与上限		 3,000円相当
期間中の付与上限	 12,000円相当

　対象店舗

区内のPayPay加盟店
※大型店・コンビニ等一部対象外の店舗があります。
※PayPayアプリからも対象店舗を確認できます。

問合せ

産業振興課商店街担当 TEL 03−5246−1142

このポスター
が目印！

アプリのダウン
ロードはこちら！

お得な買い物で、区内のお店を応援しよう!!



【女性弁護士による法律相談（女性のみ・要予約）】▷相談日時　第2水・第3木・第4火曜日（時間はお問合せください）　▷予約受付　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　▷場所　生涯学習センター4階はばたき21相談室　▷予約専用電話 TEL （5246）5819

令和4（2022）年11月20日　3広報　　今回の1面の花は「パンジー」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！（11月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

令和４年度の行政評価を実施しました

表2　事務事業評価の結果
今後の方向性 拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了 計

事業数 21事業 44事業 237事業 1事業 0事業 303事業

表1　事務事業評価における４つの視点と４段階評価
　　⇒区民ニーズの変化や官民の役割分担という
　　　視点から評価
４：ニーズは増加している。
３：ニーズには大きな変化はない。
２：ニーズはやや減少傾向にある。
１：ニーズは大幅に減少している。

　　　⇒事業の目的達成のため、適切な手段での事業実施という視点から
　　　　評価
４：手段は適切である。
３：検討事項はあるが、手段はおおむね適切である。
２：手段は一部見直しが必要である。
１：手段は抜本的見直しが必要である。

　　⇒人的・物的資源の有効活用という視点から
　　　評価
４：コストや効率性は改善している。
３：コストや効率性に大きな変化はない。
２：コストや効率性に一部改善の余地がある。
１：コストや効率性に抜本的改善を要する。

　　　⇒現時点における事業目的の達成度を、事業の指標や進捗という視点
　　　　から評価
４：目標は達成されている。（事業は良好に進捗している）
３：目標はおおむね達成されている。（事業はおおむね良好に進捗している）
２：目標は一部未達成である。（事業の進捗に一部課題がある）
１：目標を大きく下回っている。（事業の進捗に大きな課題がある）

必要性

効率性

手段の
適切性 

目的
達成度 

目的

手段 目的

手段

【例】

あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現 （子育て分野）

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援 多様なニーズに対応した
質の高い保育サービスの展開

ハローベビー学級 子ども医療費助成 いっとき保育 保育所等保育士等
キャリア育成

政策

施策

事務事業

政策

施策

事務
事業

１．行政評価の仕組み
　行政評価とは、社会情勢やニーズの変化に対応し
た弾力的な区政運営を目指すため、人材や予算とい
った経営資源が有効に活用されるように、政策や施
策、事務事業を定期的に検討する仕組みです（図1）。
　4年度は、個々の事業を対象に行う事務事業評価
を実施しました。

２．今年度実施した行政評価
●事務事業評価
　「必要性」「効率性」「手段の適切性」「目的達成度」
の4つの視点で、それぞれ4段階評価します（表1）。
その評価と区民生活への影響を踏まえ、今後の方向
性として「拡大」「改善」「維持」「縮小」「廃止・終了」
の5種類で評価しています。
　今年度は、「台東区行政計画」に位置付けている
計画事業を構成する事務事業を対象とし、303事
業を評価しました（表2）。

３．評価結果の情報公開
　区HPおよび区役所3階⑦番区政情報コーナーで評
価結果を閲覧できます。
　区民の皆さんの意見を区政に生かしていくため、
評価結果や行政評価全般について、意見をお寄せく
ださい。
▷問合せ　企画課経営改革担当
　 TEL （5246）1013

図1　政策・施策・
　　　事務事業の関係

行政活動を便宜的に階層化すると、一般的には、政策・施策・事務事業の3層構造として捉えることができます。
政策とは、行政の大局的な目的や方向性を示すもの、施策とは、政策を実現するための具体的な手段であり、それ
はさらに施策を実現するための複数の事務事業から構成されています。

上野駅に区内の美味しいお店が集結。
4日間の期間限定マーケットです。

▷問合せ　産業振興課
　 TEL （5246）1415

こころと生きかた
なんでも相談（予約制）

～オンライン相談はじめました～
女性心理カウンセラーが相談に応じます。
相談日時 火・土曜日午前10時～午後4時、
水・木曜日午後5時～9時（1人50分）　
相談方法 面接(女性のみ、生涯学習センタ
ー4階はばたき21相談室で実施)・電話・オ
ンライン（3日前まで要予約）　※託児あり(
要予約、1歳以上の未就学児)。詳しくは、
下記へお問合せください。 予約受付 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　
予約専用電話 TEL （5246）5819
問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

　広報「たいとう」（区報）と「たいとう区議会だより」（議会報）は毎号、
町会およびポスティング業者を通じてお届けしていますが、区報の元旦号と
議会報の新年特集号は1月1日の新聞に折り込んでお届けします。区内在住で、
次の新聞を購読していない方へ、希望により郵送します。
折り込む新聞
朝日・読売・毎日・産経・東京・日本経済新聞の朝刊　
申込方法
区報の元旦号・議会報の新年特集号郵送希望・住所・氏名・
電話番号を電話かファクスまたははがきで下記問合せ先へ　
申込締切日
12月９日㈮（必着）
問合せ 〒110−8615　台東区役所広報課　
TEL （5246）1021　 FAX （5246）1029

広報「たいとう」元旦号と「たいとう区議会だより」広報「たいとう」元旦号と「たいとう区議会だより」
新年特集号は新聞折り込みでお届けします新年特集号は新聞折り込みでお届けします

すべての人が尊重される社会の実現を目指して
～12月4日から10日は人権週間です～

問合せ 人権・多様性推進課（区役所9階⑥番）
TEL（5246）1116

外国人の人権を
尊重しよう

子供の人権を
守ろう

障害を理由とする
偏見や差別を
なくそう

感染症に関連する
偏見や差別を
なくそう

性的指向・性自認を
理由とする偏見や
差別をなくそう

インターネットによる
人権侵害をなくそう

部落差別
（同和問題）を
解消しよう

人権のつどい（予約制）

▷日時　12月21日㈬午後2時30分（午後2時
開場）　

▷場所　生涯学習センターミレニアムホール
▷定員　150人（先着順）　
▷内容　①区内小・中学生による人権メッセー

ジ、人権作文の表彰・発表　②講演「多文
化共生社会とは～ちがいを楽しんで、力に
変えよう～」

▷講師　にしゃんた氏（社会
学者、タレント）

▷申込方法　下記二次元コー
ドより申込むか電話または
直接上記問合せ先へ

※託児あり（1歳以上の未就学児）、
希望者は子供の氏名（ふりが
な）・年齢を12月9日㈮までに
上記問合せ先へ

※手話通訳・パソコン文字通訳・磁気ループあり

人権パネル展

　区内小・中学生の作品等を展示します。
▷期間　12月3日㈯～11日㈰
▷場所　生涯学習センター1階アトリウム

人権擁護委員を紹介します

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、
人権相談・人権啓発などの活動を行っています。
▷人権擁護委員（敬称略）　４年１０月１日現在
片岡昭子 海野衛 根岸順一 宇田川靖子
堀哲郎 石床洋子 山勝幹之 中村雅彦

椎原晶子 竹内留美 飯塚さち子

夜間人権ホットライン

　弁護士による夜間電話相談をお受けします。
▷日時　１２月8日㈭午後５時～８時
▷ホットライン　 TEL （6722）0127
▷問合せ　東京都人権プラザ相談室
　 TEL （6722）0124

人権講座「インターネットと人権」を
YouTube台東区公式チャンネルで配信中

　インターネットの特性と誹謗中傷・プライバ
シー侵害等の現状や、トラブルを防ぐためにど
うすればよいかお話しします。
●第1部「インターネットの特性と

誹謗中傷　プライバシー侵害の
現状」

●第2部「インターネット・SNSの
トラブルを防ぐために」

▷講師　大久保輝夫氏　

えせ同和行為にご注意を！

　「えせ同和行為」とは、人々の同和問題に対
する理解不足に乗じて、何らかの利益を得るた
めに、同和問題を口実にして企業や行政機関に
不当な圧力をかけることです。高額図書の売り
込みや寄附金・賛助金の強要などがあります。
このような不当な要求に対して、はっきり断る

ことが大切です。
　えせ同和行為を受けたとき、または受ける恐
れのあるときは下記へご相談ください。　
▷問合せ　東京法務局人権擁護部
　 TEL 0570−011−000

東京法務局「みんなの人権110番」

▷相談日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除
く）午前8時30分～午後5時15分

▷人権ダイヤル　 TEL 0570−003−110 
▷インターネット相談
　https://www.jinken.go.jp/
▷問合せ　東京法務局人権擁護部
　 TEL 0570−011−000

　世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。
　1948年12月10日、国際連合総会で「世界人権宣言」が採択されたことを記念し、12月10日は「人権デー」と定められており、
日本では、毎年12月4日～10日を「人権週間」としています。
　私たちの周りにはさまざまな人権問題があります。人権週間をきっかけに、考えてみませんか。



4　令和4（2022）年11月20日 広報

【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

子育て・教育子育て・教育

子育て心理相談（予約制）

　「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　①12月20日㈫　②23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台東保健所保健サービス課
　 TEL （3847）9497　
　②浅草保健相談センター
　 TEL （3844）8172　

お知らせお知らせ

歳末たすけあい運動にご協力
ください

　お寄せいただいた募金は、高齢者・障害
者・子供に関わる事業への助成、ボランテ
ィアの育成支援などに活用させていただき
ます。
▷受付期間　12月1日㈭～28日㈬
▷受付場所　区民事務所・同分室、地区セ

ンター、台東区社会福祉協議会
▷協力　台東区町会連合会・同女性部、区

内各町会、台東区民生委員・児童委員
協議会

▷問合せ　台東区社会福祉協議会　
　 TEL （5828）7545

防災用品のあっせんを行って
います

▷あっせん用品　家具転倒防止器具、消火
器、非常食、防災頭巾など避難用品、水
害対策用品、簡易トイレ　等

▷申込方法　はがきかファクスで直接あっ
せん先（東京都葛飾福祉工場）へ申込み

▷配送・支払方法　自宅へ配送・代金は品
物の受取時に支払い

※詳しくは、区役所10階①番危機・災害

対策課、区民事務所・同分室、地区セン
ターで配布するパンフレットか区HPを
ご覧ください。

▷問合せ　危機・災害対策課　
　 TEL （5246）1092

マンションの防災資器材購入
費用の一部を補助します

　集合住宅の管理組合等が自主的に防災資
器材を購入する際に、費用の一部を補助し
ます。
※必ず購入前に申請してください。
▷対象　次の全てに該当する区内の集合住

宅の管理組合等　
①管理組合が町会に加入している　
②総戸数が10戸以上
③新耐震基準を満たしている　
④台東区マンション管理組合登録制度に登

録している
⑤過去に本事業の補助金を受けていない
▷対象資器材　スタンドパイプ、リヤカー、

スコップ、ハンマー、のこぎり、ジャッキ、
救急セット、担架、AED、毛布、トラ
ンシーバー、投光器、発電機、テント、
ブルーシート、災害時用トイレ　ほか

※食料品・飲料水は対象外
▷助成額　費用の2分の1（上限10万円〈総

戸数10戸以上50戸未満〉または20万
円〈総戸数50戸以上〉）

▷申請期間　5年1月31日㈫まで
※申請方法等、詳しくは区HPをご覧にな

るか、下記へお問合せください。
▷問合せ　危機・災害対策課　
　 TEL （5246）1092

あなたの犬の登録・狂犬病予
防注射はお済みですか

　犬の飼い主には、犬の登録と、毎年4～
6月に狂犬病予防注射を受けることが法律
で定められています。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、特例で12
月末までに接種することとされています。
　登録や狂犬病予防注射をしないで犬を飼
うと20万円以下の罰金が科せられます。
登録および今年の狂犬病予防注射が済んで
いない方は、至急手続きをしてください。
　狂犬病予防注射を受けると、毎年、注射
済票が交付されます。注射済票は、注射後
に接種証明書を保健所に持参し、交付を受

けてください。なお登
録が済んだ犬について
は、区内動物病院（下
記二次元コード）で、
注射と一緒に注射済票
の交付ができます。詳しく
は、区HPをご覧ください。
▷費用　注射済票の交付手

数料550円
▷問合せ　台東保健所生活衛生課愛護動物

管理担当 TEL （3847）9437

保険・年金保険・年金

国民健康保険料は確定申告等
の社会保険料控除の対象です

　4年1月1日～12月31日に納めた国民健
康保険料は、4年分の確定申告等の際に、
社会保険料控除として全額を所得から控除
することができます。納付済みの領収証書
や預貯金通帳等で確認の上、申告書に記入
してください（申告時に領収証書の添付不
要）。
　口座振替で納めている世帯には、12月
23日㈮頃に、1年間の支払額を記載した

「国民健康保険料収納額確認票」を送付し
ます。納付額が不明な方には、無料で発行
します（郵送・電子申請の場合、郵送代は
自己負担）。詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
※収納額確認票は、世帯主名での発行です。

世帯員ごとの内訳が必要な場合、日数
がかかります。

※キャッシュレス決済での納付の場合、領
収書は発行されませんので、利用明細
等でご確認ください。

▷発行場所　区役所2階⑪番国民健康保険
課保険料係、区民事務所・同分室

※地区センターを除く
▷必要な物　本人確認できる物（運転免許

証、マイナンバーカード等）
※別世帯の方が申請される場合は委任状も

必要です。
※この時期は窓口が大変混みあうため、で

きる限り、ご自身で算出をお願いします。
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL （5246）1256

年末調整等で保険料納付額を
申告される方へ

　4年中に納めた介護保険料・後期高齢者
医療保険料の納付済額のお知らせを5年1月
下旬に発送しますが、年末調整等で事前に
必要な方は、下記問合せ先へご連絡ください。
▷問合せ　介護保険料は介護保険課
　 TEL （5246）1246
　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　

環境環境
リサイクルリサイクル

台東環境マネジメントシステム
（T-EMS）の令和2年度実績報
告をします

　区の環境マネジメントシステム（T-EMS）
では、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」に基づき、温室効果ガス排出量の削減
に取り組んでいます。
　区の全ての事業において環境配慮に取
り組み、環境保全や脱炭素社会の実現を
目指しています。
　詳しくは、区HP（右記二
次元コード）をご覧ください。
▷問合せ　環境課
　 TEL （5246）1284

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

難病患者福祉手当をご存じで
すか

　難病医療費助成制度（国および都疾病）
の対象で、65歳未満の方は、難病患者福
祉手当を申請できます。また、小児慢性特
定疾病医療費助成制度の対象者で、手当の
対象疾病にり患している方も申請できま
す。対象の疾病は区HPで確認できます。
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

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

12月20日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
12月21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
12月1日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
12月6日㈫午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター谷中分室
12月9日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
12月14日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
12月20日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
12月21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
12月20日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所
12月23日㈮午前9時30分～11時 浅草保健相談センター

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。

　3年度の国民健康保険財政（図1）は、2年度と比べると、歳入全体では1.4億円の
減少、歳出全体では3.6億円の増加となっています。
　また、1人あたりの保険料納付額と国民健康保険が負担した1人当たりの医療給付
費は図2のとおりです。皆さんが病院等で支払う医療費の残りを医療給付費として、
国民健康保険で支払っています。医療給付費の支出が増えると、皆さんの保険料もそ
れに比例して増えることになります。定期的に健診を受けるなど、1人ひとりが健康
に関心を持つことで、医療費を減らすことができます。皆さんのご協力をお願いします。
　また、保険料の収納率は昨年度に比べやや増加しています。これからも納期限まで
の納付をお願いします。
問合せ 国民健康保険課 TEL （5246）1251

図1　国民健康保険の財政概要（3年度） 図2　1人あたりの保険料と国保が負担
　　　した給付費および収納率の推移
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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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【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

都では盲導犬を給付しています

▷対象　区内在住の、満18歳以上の在宅
の方で次の全てに該当する方

① 身体障害者手帳視覚障害１級
② 盲導犬を使用することで社会活動への

参加が可能になる　
※所得や補助犬訓練事業者と相談する等

要件がありますので、詳しくは申請前
に下記へお問合せください。

▷問合せ　障害福祉課
　 TEL （5246）1201

４年度第３回知的障害者（児）
ガイドヘルパー養成研修

　知的障害者（児）の外出時の移動支援に
必要な知識と技術を学ぶ研修です。修了者
には、区内の知的障害者（児）の移動支援
に従事するための修了証を渡します。
▷日時　講義は5年1月14日㈯午後1時～6

時、実習は個別に日程調整（5時間程度）
▷場所　講義は区役所10階会議室、実習

はヘルパーセンターほおずき（日本堤1
−32−3）　

▷対象　次のいずれかに該当する方（ヘル
パー資格の有無は問いません）

①研修終了後、区内の事業所でガイドヘル
パーとして従事希望　

②すでに従事していて技術向上を目指す
▷定員　15人程度（抽選）
▷費用　実習にかかる交通費・食費・施設

入館料など、3,000円程度
▷申込方法　下記二次元コードから申込む

か、申込書（下記問合せ先で配布）を
下記問合せ先へ郵送か持参　

※詳しくは受講案内か、区HPをご覧くだ
さい。　

▷申込締切日時　12月21日㈬午後5時
　（必着）　
▷問合せ　障害福祉課
　（区役所2階⑩番）　
　 TEL （5246）1207

健康健康

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　12月15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

4年度薬物乱用防止ポスター・
標語の優秀作品が決まりました

　区内中学校の生徒を対象に募集したとこ
ろ、ポスター286点、標語725点の応募が
あり、審査の結果、優秀作品20点が選ば
れました。
●ポスターの部（敬称略）
▷会長賞　岡村心寧（駒形中1年）、横須

賀睦（浅草中1年）　
▷優秀賞　櫛引紅緒（忍岡中2年）、小島

一丸（忍岡中2年）、木村佑佳（御徒町
台東中3年）、中村和華子（御徒町台東
中3年）、五十嵐斗夢（桜橋中3年）

▷特別賞　鍋田まお（駒形中3年）、三上
心愛（浅草中1年）、三浦亜優（上野中2
年）

●標語の部（敬称略）
▷会長賞　「誘われて　断わる勇気の　大

切さ」　山田真夜（柏葉中3年）、「『やめ
とくよ』　一言いえる　その勇気」権蛇
葵（上野中1年）

▷優秀賞　「持たず　使わず　使わせず　
薬物乱用　三原則」小島蒼空（柏葉中3
年）、「勇気ある　言葉で断る　きっぱ
りと」金城莉奈（柏葉中2年）、「誘われ
ても　断る勇気　あなたから」宮本光
絆（柏葉中2年）、「『一度だけ』　甘い言
葉に　負けないで」坂本夕凪（上野中3
年）、「おもしろそう　ふとした気持ち
　危険だよ」沼田茉千（上野中1年）

▷特別賞　「つらいとき　薬物に頼らず　
人に頼ろう」岡野芽來（上野中3年）、  

「逃げてもいい　あなたを守ろう　断わ
る勇気」岡田紅葉（上野中2年）、「一度
だけ　その言動が　命取り　勇気を出
して　踏みとどまろう」澤木香乃（忍
岡中2年）

▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL （3847）9416

住宅住宅
まちづくりまちづくり

用途地域等の一括変更に関す
る都市計画案を縦覧します

▷縦覧の対象となる都市計画（案）　高度
地区・特別用途地区・防火地域および
準防火地域の都市計画変更に関する台
東区案　

▷対象区域　浅草7丁目、上野公園、上野
7丁目の各地内

▷縦覧・意見書提出期間（必着）　12月1
日㈭～15日㈭

▷意見書の提出方法　住所・氏名を記入し、
期間内に下記へ持参または郵送

▷縦覧・意見書提出場所　〒110−8615

台東区役所都市計画課（区役所5階⑤番）
※この変更に伴い、既存不適格となる建

築物等はありません。　
※都決定の区域区分や用途地域について

は東京都土地利用計画課
　 TEL（5388）3276へご確認ください。
▷問合せ　台東区都市計画課
　 TEL （5246）1363

子育て世帯住宅リフォーム
支援

　住居内で子供が安全に過ごすための住宅
リフォームに対して、工事費用の一部を助
成します。
▷対象・要件　申請者、配偶者および申請

者と同居する方全員の前年（1～3月に申
請する場合は前々年）の総所得の合計が

800万円以下であり、12歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にある者（小
学生以下の子供）を扶養し同居している
か、申請者または同居の配偶者が出産前
で母子健康手帳の交付を受けている等

▷助成対象工事　対象世帯が居住する区
内の住宅（マンション等の共同住宅の
場合は専有部分のみ）の手すりの取り
付け、進入防止フェンスの設置、指は
さみ防止のための折戸取替等　

▷助成額　助成対象工事費（消費税等を
除く）の３分の１（限度額20万円）

※工事着手前に申込みが必要です。
※詳しくは、下記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）1367

問合せ 台東保健所生活衛生課 TEL （3847）9466
台東保健所保健予防課 TEL （3847）9476

　ノロウイルスによる食中毒は、冬に多くなる傾向にありますので、これからの季節
十分に注意してください。
▷ノロウイルスの特徴　非常に小さく、感染力が強く、少量のウイルスで発症
▷潜伏期間　１～２日程度
▷症状　吐き気・おう吐・下痢・腹痛・発熱等
※症状が治まっても１か月以上便からウイルスを排出する場合もある。また、感染して

も症状が軽い場合や、全く症状がない場合もある。
▷感染経路
・食品からの感染（食中毒）　①カキなどの二枚貝を生や加熱不十分で喫食
　②調理した人の手指からウイルスが付着した食べ物の喫食
・人や環境からの感染（感染症）　①おう吐物やおむつの処理　②便器の掃除等
▷予防方法
・食品は中心部まで十分に加熱（85～90度で90秒以上）
・調理器具の洗浄・消毒
・トイレの後、調理前、食事前の十分な手洗い
・感染源となる汚物を処理する際の、マスク・手袋の着用と終了後の念入りな手洗い
・塩素系の消毒薬が効果的（アルコール消毒ではあまり効果が期待できない）
・不特定多数の人が触れる場所（ドアノブ、つり革、手すり等）にもウイルス付着の可

能性があるため、日常生活での手洗いを徹底する。

❼手首を左右5回こする ❽流水で洗う。15秒以上 ❾清潔なタオルで水分を
　ふきとる。

❶手を水でぬらし石けんを
　つける ❷手のひらを5回こする ❸手の甲を左右５回こする

❹指先・爪を左右5回こする ❺指の間を5回こする ❻親指を左右5回こする

ノロウイルス食中毒を予防しましょう

トイレの後・調理前は２回洗いで食中毒予防！

①から⑧までを2回繰り返します。

　

都における現状
　3年の都における新規HIV感染者報告数は294件、
新規エイズ患者報告数は63件でした。両者合わせた
報告数は年々減少傾向にありますが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大による検査数の減少や検査控えによ
る影響などが考えられます。少しでも不安がある人は、
ためらわずに検査を受けることが大切です。
　都では、世界エイズデーを中心とした１か月間を「東
京都エイズ予防月間」として各種啓発活動を実施して
います。
展示コーナーを設置します
▷期間・場所
・１１月２１日㈪～１２月９日㈮・区役所１階
・12月15日㈭まで・台東保健所1階エントランスロ

ビー、生涯学習センター1階アトリウム
▷内容　エイズに関するパネルの展示、レッドリボン・

パンフレットの配布等

HIV・梅毒即日検査（無料・匿名・予約制）
　検査を受けることで初めて、感染の有無を確認する
ことができます。HIVについて不安を感じたときや身
近な人が悩んでいるときは、迷わずご相談ください。
採血をして、おおむね1時間後に検査結果をお伝えし
ます。
▷日時　第2・4水曜日午後1時～2時30分（祝日を除く）
▷場所　台東保健所
▷予約受付（先着順）　午前9時～午後5時
　 TEL （3843）5751（予約専用）
※検査の予約は各検査日の2週間前から受け付けてい

ます。
※感染機会から3か月以上経過後、検査を受けてくだ

さい。梅毒のみの検査は受けられません。
▷相談・問合せ
　台東保健所保健予防課感染症対策担当
　 TEL （3847）9476
※随時HIV・エイズに関する相談を匿名でお受けして

います。

世界エイズデー（World AIDS Day）
　1988年にWHO（世界保健機関）が、
世界レベルでのエイズまん延防止とHIV
感染者・エイズ患者への差別・偏見の解
消を目的として提案したものです。
　レッドリボンは、エイズに関して偏見を
もっていない、エイズとともに生きる人々
を差別しないというメッセージです。
HIV感染＝エイズではありません
　HIV感染とは、ヒト免疫不全ウイルスに感染している
状態のことです。
　エイズとは、HIVに感染し、数年～十数年かけて免
疫力が低下することで、さまざまな感染症や悪性腫瘍
などを発症した状態のことをいいます。
　HIVに感染しても、早期に発見すれば、医療の進歩
によりエイズ発症を抑えながら、感染する前とほぼ同
じように生活を送ることができます。

12月1日は世界エイズデーです12月1日は世界エイズデーです
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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
「ふるさと交流ショップ　台東」
11～12月の出店自治体

出店期間・出店自治体 11月24日㈭～12月
6日㈫・たいとう・すみだ　十勝ウィーク
十勝産品フェア（北海道十勝地域）、12
月8日㈭～13日㈫・広島県広島市×呉市
×福山市、15日㈭～20日㈫・群馬県桐
生市　 時間 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台東
TEL （3874）8827　
都市交流課 TEL （5246）1016

友好都市・南会津町提供「会津
高原４スキー場共通リフト１日
券」を抽選で300枚プレゼント

利用可能スキー場 だいくらスキー場、南郷
スキー場、高畑スキー場、たかつえスキー
場　対 区内在住か在勤（学）の方　申 は
がきに記入例1～5・希望枚数（1グルー
プ４枚まで）、在勤（学）の方は6～8・
学年を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）
※当選発表はリフト引換券の発送をもって
代えます。　締 12月9日㈮（必着）　
問 〒110−8615　台東区
役所都市交流課 ｢スキーリ
フト券プレゼント｣ 担当
TEL （5246)1016

外国語を話せなくても大丈夫！
「やさしい日本語」で外国人と
話しませんか？

時 12月6日㈫・13日㈫午前10時～正午
場 区役所10階会議室　対 区内在住か在勤

（学）の方または区内で日本語ボランティ
アをしている方　定 20人

（先着順）　申 電話か電子申
請　問 人権・多様性推進課
TEL （5246）1116

「上野東照宮・一日学校の旅」
モニターツアー参加者募集

ツアーでは通常
非公開の「金色
殿」特別見学、
歴史講座、ナビ
ゲーターとの上
野歴史散策を通
じ、文化資源の磨き上げと活用方法を検証
します。　時 5年1月15日㈰午前10時～午
後4時　対 区内在住か在勤の方　定 30人

（抽選）　費 5,000円（昼食付）※申込み
等詳しくは、右記二次元コ
ードをご確認ください。
締 12月18日㈰　問 観光課
TEL （5246）1151

一葉記念館から 11月28日㈪
三の酉の日は開館します

11月29日㈫は休館します。　入館料 一般
300円、小中高生100円　 場・問 一葉記
念館 TEL （3873）0004

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 12月
18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）※会HP
か当日会場で申込み TEL （3412）6857
問 台東区清掃リサイクル課
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、ドレッサ
ー、ベビーカー、トースター
※上記の情報は11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。　
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

台東区上野の森ジュニア合唱団

●ウィンターコンサート’22　時 12月25
日㈰午後1時30分開場、2時開演　場 生
涯学習センターミレニアムホール　 出演 川
上彌榮子（構成・指揮）、寺﨑明日香・小
濱有里子（ピアノ）　 曲目 サウンドオブミュ
ージックより ほか　問 生涯学習課
TEL （5246）5851
●団員募集（随時）　練習日時 水・土曜日
午後4時30分～7時※入団生は上記に代え
て、月2～3回午後3時30分～5時の初期
指導が受けられます。 練習場所 生涯学習
センター　対 区内在住か在学の小学2年～
中学生　費 月額1,000円（楽譜代等、自
己負担あり）　 主な活動 年3回の演奏会　
申・問 生涯学習課 TEL （5246）5851

台東区ジュニアオーケストラ　
初級・養成教室ホームコンサート

時 12月18日㈰午前10時40分開場、11
時開演　場 生涯学習センターミレニアム

ホール　 曲目 おもちゃの
交響曲より第1楽章　ほか
問 生涯学習課
TEL （5246）5851

保育園対象家庭教育学級・後期
「親と子供の気質論（エニアグラ
ム）入門編」オンライン開催

時 5年1月7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（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 12月20日㈫
問 生涯学習課
TEL （5246）5821

都立浅草高等学校温水プール区
民開放

時（予定）12月3日㈯～5年3月20日㈪の
月・水・土・日曜日午前11時30分～午後9
時※年末年始、学校行事で使用する場合
等は開放中止。詳しくは、区HPをご覧く
ださい。 対 区内在住か在勤（学）の方　
費（1時間）15歳以上は250円、小学生～
14歳は100円※65歳以上の事前登録者
は120円、障害者は無料　
場・申 都立浅草高校（今戸1−8−13）
TEL （3874）3019　
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

ぬいぐるみおとまり会

夜の図書館で楽しく過ごすぬいぐるみた
ちの様子をアルバムにします。また、ぬ
いぐるみたちが選んでくれた本を紹介し
ます。 時 ぬいぐるみ預かりは12月11日
㈰～14日㈬、ぬいぐるみ・アルバムお渡
しは16日㈮～18日㈰　
ぬいぐるみ受取・受渡場所 根岸図書館カウ
ンター　対 図書館利用登録のある幼児～
小学校低学年　定 5人（抽選・ぬいぐるみ
は1人1体・体長50㎝以内）※初めての方
のみ参加可　申 下記二次元コードから申
込むか直接下記問合せ先カウンターへ　
申込期間 11月24日㈭～
12月3日㈯
問 根岸図書館
TEL （3876）2101

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

親子ダンス体操
12月15日㈭
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の①1歳の子供
②2・3歳の子供

各12組
(先着順)

11月28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

くびれストレッチ
12月19日㈪
午前10時30分～11時15分
11時30分～午後0時15分

区内在住の8か月までの
子供

各15組
(先着順)

11月28日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

発達を促す運動遊び 12月16日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の5～8か月の
子供

7組
(先着順)

11月28日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかクリスマス 12月21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)

11月28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

子ども家庭支援センターの催し

内容、出演者等については、変更になる場合があります。詳しくは、江戸まちたいとう芸楽
祭HPをご覧ください。

プログラム名 日時・場所 内容 料金・販売（申込み） チケット購入・申込方法

伝統話芸と
邦楽でつづる

「お江戸将軍さま列伝」
区民割引
区民招待

日時
5年2月4日㈯
午後2時

（午後1時15分開場）
場所

浅草公会堂
※未就学児
　入場不可

天下泰平の世・江戸時代をつくり支えた将軍さ
まから、家康、家光、吉宗にスポットを当て、
そのエピソードなどを浪曲、講談、落語を通し
て紹介。さらに絢爛豪華な邦楽演奏や漫才によ
り皆さんを花のお江戸にいざないます。
演目 浪曲「鈴木久三郎　鯉の御意見」、講談「間

垣平九郎 出世の春駒」、落語「紀州」、長唄「元
禄花見踊」、漫才
出演 玉川奈々福・広沢美舟（浪曲）、神田松鯉（講

談）、春風亭一朝（落語）、東音福田眞規連中・
望月美沙輔連中（長唄）、母心（漫才）

全席指定
1・2階席　3,300円
区民割引

２階席　2,800円（先着順）
対 区内在住か在勤(学)の方
※数に限りがあります。
※右記の購入先で電話受付のみ。
※「台東区民割引」購入希望の旨
を必ずお申し出ください（お申し
出のない場合の返金・交換等の対
応はできません）。

電話での購入 Confetti（カンフェティ）
TEL 0120（240）540

（土・日曜日・祝休日・年末年始12月30日～5年1
月3日を除く午前10時～午後6時）
※台東区民割引は電話受付のみ
WEBでの購入
右記二次元コードより申込み
窓口での購入

TKTS各店舗（台東区内は浅草文化観
光センター1階、午前10時～午後８時）
※残席がある場合に2月3日㈮・4日㈯のみ取扱い

第五回 第五回 江戸まち たいとう芸楽祭開催！江戸まち たいとう芸楽祭開催！ 問
合
せ

〒110−8615　
江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局（台東区役所文化振興課内）
TEL（5246）1328（午前9時～午後5時）

区内在住か在勤(学)の方を
抽選でご招待！

WEBでの申込み 右記二次元コードより申込み　はがきでの申込み はがき（1人1枚、記入不備・2枚以上は無効）に希望人数（2人まで）、記入例1～4、在勤（学）の
方は67、車いす利用の場合はその旨を書いて上記 江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会事務局「お江戸将軍さま列伝」区民招待係へ　締 12月28日㈬（必着）
※当選の発表は、チケットの発送をもってかえさせていただきます。
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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。

台東区民カレッジ　
地域活動体験講座〈音楽編〉

●人×まち×音楽をつなぐプログラム～
“アートマネジメント”を学んでみよう～

時（全8回）5年1月22日～3月12日の日曜
日午前10時～正午　場 今戸社会教育館　
対 区内在住か在勤（学）の16歳以上で地
域での音楽活動に経験や関心がある方　
定 15人（抽選）　講 アートマネジメント講
師　申 往復はがきに記入例1～5・性別・
音楽活動歴、在勤（学）の方は6～8を書
いて下記問合せ先へ　締 12月15日㈭（必
着）※プログラム等詳しくは、区HPまたは
社会教育センター・社会教育館HPをご覧く
ださい。 問 〒111−0024 
台東区今戸2−26−12　
今戸社会教育館
TEL （3873）4140　

オンラインスポーツ教室

①オンライン体育祭　時 12月18日㈰
午後2時～2時50分　講 財部憲治氏
②ストレッチ教室　時 12月18日㈰午後3時
30分～4時20分　講 川田駿氏

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定 25人（抽選）　講 台東区スポーツ推進
委員　申 電子申請※詳しくは、区HPでご
確認ください。 
締 12月12日㈪　
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

ケア現場ヒント講座（F）（J）

●外国人介護士向け録画配信型 (F）　ケア
現場でよく使う言葉の講座です。 講 前島
雅紀氏（〈福〉聖風会相談員）

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

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム　時 12月10日
㈯午前11時　場 生涯学習センター　対 区
内在住の令和3年6月10日～4年6月9日生
まれの子供と保護者　定 8組※参加は子供
1人につき1回まで　申 直接下記問合せ先
カウンターまたは電話で申込み　
申込開始日 11月26日㈯※申込みは保護者
に限る。
●冬休み映画会「それいけ！アンパンマン
ドロリンとバケ～るカーニバル」　時 12月
17日㈯午前10時30分、午後2時　 場 生
涯学習センター　対 小学生以下の子供と
保護者　定 各200人　申 下記問合せ先で
整理券を配布（家族単位・先着順）

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

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「知って安心　女性のための
年金とマネープラン」

時 12月10日㈯午前10時～正午　場 生涯
学習センター　定 20人（先着順）　講 岩
永真理氏（ファイナンシャルプランナー）
持 電卓（スマホの電卓）　申 電話または直
接下記問合せ先へ※託児あり（１歳以上の
未就学児）希望する方は子供の35を12
月3日㈯までに下記問合せ先へ　問 男女平
等推進プラザ（生涯学習センター４階） 
TEL （5246）5816

子供と一緒に考えるライフプラ
ン講座

時 12月18日㈰午前10時～11時30分　
対 区内在住か在学の小学5年～中学生と保

護者　定 10組（先着順）　講 埴生潔氏（明
治安田生命）　締 12月13日㈫　
場・申・問 社会福祉協議会
TEL （5828）7547

第5回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

ペットコミュニティエリアを利用するには事
前に講習会の受講が必要です。 時 5年1月
14日㈯午後1時30分～4時　場 エリール

（浅草4−5−3）　対 次の全てを満たすこと
①飼い主が区内在住で、台東区で登録をし
ている小・中型犬（背中～地面まで約40
㎝以内）　②今年度の狂犬病予防注射およ
び原則1年以内に混合ワクチンを接種して
いる　③犬の健康状態に問題がなく（内・
外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっていな
い）、他の人や犬に対して過剰に吠えたり、
威嚇したり、咬傷事故をおこしたことがな
い　定 15頭分（先着順）※原則1頭につき
2人までの参加　内 エリア内でのマナーや
知識の講習、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）  受講上の注意 ①中学生以下は保護者
同伴　②3歳以下の乳幼児は入場・受講不
可　③犬1頭につき1人以上の犬を制御で
きる飼い主が参加（1人で複数頭連れてくる
ことはできません）　申 区HPから申込むか
電話で下記問合せ先へ　
申込期間 12月2日㈮～23日㈮　
申・問 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9437

●日本人介護士向け録画配信型 (J）　外国
人介護士と働くときの配慮点などを学ぶ講
座です。 講 吉田浩一氏（〈福〉聖風会法人
本部課長）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時 12月20日㈫～5年3月31日㈮　対 区内
在住か在勤の方　締 5年3月15日㈬　
申・問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

介護予防教室受講生募集

時（各全10回）5年1～3月　①③午前10時～
11時　②④11時～正午　対 区内在住のおお
むね65歳以上の方　定 各10人（抽選）

教室名 曜日 開催会場

面白脳トレ教室
（前頭葉に刺激を与える
クイズやパズルなどで、

楽しみながら脳をト
レーニング） 火

①かがやき長寿ひろ
ば入谷（入谷区民館）
TEL （3834）6370

面白脳トレ教室
（漢字や熟語のクイズ
や計算問題などで前頭

葉を活性化！）

②三筋老人福祉館
TEL （3866）2417

セラバンドで筋力アッ
プトレーニング教室

（トレーニング用のゴム
で無理のない筋力アップ）

木

③かがやき長寿ひろ
ば入谷（入谷区民館）
TEL （3834）6370

お口元気度アップ教室
（歯科衛生士の指導で
口腔機能を向上し、目

指せ健康長寿）

④橋場老人福祉館
TEL （3876）2365

申 老人福祉センター、かがやき長寿ひろ
ば入谷、各老人福祉館ほかで配布する申込
用紙に記入し直接提出（下記問合せ先へ郵
送も可）※申込書は老人福祉センターHP
からダウンロード可　締 12月15日㈭（必
着）　 直接提出時の持ち物 本人確認できる
物（老人福祉施設使用登録証等）、84円切
手　問 〒110−0015　台東区東上野2−
25−14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

●申込み・問合せは各開催場所へ
社会教育センター 〒110−0015　台東区東上野6−16−8　 TEL （3842）5352
千束社会教育館 〒111−0032　台東区浅草4−24−13　 TEL （3874）5450
根岸社会教育館 〒110−0003　台東区根岸5−18−13　 TEL （3876）2103
今戸社会教育館 〒111−0024　台東区今戸2−26−12　 TEL （3873）4140
生涯学習センター 〒111−8621　台東区西浅草3−25−16　 TEL （5246）5811

㈲フォーティ 〒111−0034　台東区雷門2−19−17雷一ビル612
TEL （3842）6453　 Eメール taito@fortynet.co.jp

台東学びのひろば 第3期受講者募集

Eデジタルスキル講座　デジタル機器（パソコンまたはスマホ）の基本的な操作方法
を中心に学ぶ講座です。 時間 ①～④午前10時～正午

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所
①地域活動応援！パソコン講座3期
PowerPointコース
Zoomを使用したオンライン

土 5 5年1月28日～
2月25日 各

12人 1,000円
オンライン

②地域活動応援！パソコン講座3期　Excelコース 水 5 1月18日～2月15日
生涯学習
センター③初心者のためのスマホ講座3期　Androidコース 火 2 1月17日・24日 各

10人 無料
④初心者のためのスマホ講座3期　iphoneコース 土 2 1月14日・21日
※パソコン講座は㈲フォーティへ申込み（①はメール申込みのみ、②はメール申込みも可）
※スマホ講座はどちらかのコースを選んで申込み。1・2期受講者の申込みは不可。
※①はオンライン講座のため、教材費は口座振込（振込手数料は受講者負担）。

C学びの仲間体験講座　団体・サークルの学びの学習講座に参加しながらグループ
での学びを体験できます。

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所
あなたが創る根岸ミニ
散策 火 3 5年2月7日～28日（2月21

日を除く）午後2時～4時 16人 無料 根岸社会教育館

親子で空手体験～コミュ
ニケーションも深まる～ 土 3 1月21日～2月4日

午後2時～4時 7組 無料 今戸社会教育館

D現代課題講座　現代的・社会的課題を知り、考える講座です。
講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

実感！多様性の強さ・面白さ　
～生物多様性・食文化・
性別・コミュニケーション～

土 4
5年1月21日～2月25日

（1月28日、2月11日を
除く）午前10時～正午

20人 無料 千束社会教育館

SDGsシリーズ講座 なぜ、
暖かいといけないのか？
気候変動の影響と今でき
ること

金 4 1月27日～2月17日
午前10時～正午 20人 無料 今戸社会教育館

A生涯学習スタート講座　趣味的な内容からアカデミックなものまで、生涯学習を
始めるきっかけになる講座です。

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

和洋中の基本から！
男の料理　はじめの一歩 土 5 5年1月14日～2月11日

午前11時～午後1時30分 12人 5,500円 社会教育センター

傾聴から学ぶ、自分も
相手も大切にするコミュ
ニケーション

水 5 3月1日～29日
午後6時30分～8時30分 20人 300円 千束社会教育館

上野の山をひもとく
～「公園」の歴史を通して～ 日 5 2月19日～3月19日

午後2時～4時 30人 300円 根岸社会教育館

経絡リンパマッサージ
セルフケア講座 月 3 3月6日～20日

午前10時～正午 15人 200円
環境ふれあい館

ひまわり
※申込み・問合せは
社会教育センターへ

※※名画を解説！
西洋絵画の歴史と鑑賞
のポイント
Zoomを使用したオン
ライン

日 4 1月29日～2月19日
午前10時～正午 20人 無料

オンライン
※問合せは
社会教育

センターへ

B我がまち先生講座　地域で学習活動をしている学びの先輩が講師となる講座です。
講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

足腰を鍛えよう！
やさしいエクササイズと
はじめての社交ダンス

金 6
5年1月13日～3月3日

（1月27日・2月10日を除く）
午前10時～正午

男女 
各 
8人

無料 社会教育センター

初心者のための
おもてなし茶道 月 6 1月16日～2月20日 

午後2時～4時 10人 3,000円 千束社会教育館

「詩吟」で鍛える腹式呼吸　
～大きな声と正しいア
クセント～

土 6
1月14日～2月25日 
（2月11日を除く） 

午前10時～正午
20人 500円 根岸社会教育館

ウクレレを弾いて音楽
を楽しもう 木 8

1月19日～3月16日 
（2月23日を除く） 

午後2時～4時
20人 200円 今戸社会教育館

対 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方（C空手体験は小学生と保護者、Eは学生除く）
定（抽選）下表のとおり　申 往復はがき（1講座1通）に記入例 1 ～ 5 ・性別、在勤(学)
の方は 6 ～ 8 、（C空手体験は子供の3・5・性別）を書いて各開催場所へ（Eパソコ
ン講座のみ㈲フォーティへ）（A～Dは社会教育センター・社会教育館ＨＰからも申込可）
※※は社会教育センター・社会教育館ＨＰからのみ申込み　 締（必着）A～Dは12月15日
㈭　Eのパソコン講座は5年1月9日㈷、スマホ講座は12月16日㈮
※詳しくは、区HPまたは社会教育センター・社会教育館HPをご覧ください。
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【「台東区史」文庫本（全6巻）好評発売中】江戸・東京の中心として発展してきた台東区の歴史を、楽しみながら学んでみませんか。
▷価格　1冊800円、6冊セット4,000円　▷問合せ　広報課 TEL （5246）1021

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11月10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。
　台東区健康推進委員の推薦について　ほ
か4件

催しものなど催しものなど
●みんなでクリスマス　親子でふれあいコ

ンサート
▷日時　12月11日㈰午前10時30分～

11時15分（45分予定）
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル 
▷対象　未就学児～小学校低学年とその保

護者（0才から入場可）
▷内容　手遊び、本格的なクラシック演奏、

クリスマス音楽

▷費用　小学生以下500円、中学生以上
1,000円

※区内在住の親子（子供1枚と大人1枚の
セット券）5組（先着順）を無料でご招
待します。

▷申込方法　メールで住所、氏名、電話番号、
受信メールアドレスを下記問合せ先へ

▷問合せ　宮澤
　 TEL 090（2315）2684 
　メールjunko.miyazawa.sop@gmail.com

会員募集会員募集
●健康体操太極拳「和の会」（初心者歓迎）
▷日時　毎週水曜日午後2時～3時30分
▷場所　東上野区民館ほか
▷会費　月額1,500円、入会金1,000円
▷問合せ　宮林（午後５時～）
　 TEL （3843）0746
●阿波踊り「浅草橋連」踊り手・鳴り物
▷日時　月曜日（月2回）午後6時30分～

9時30分

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

▷場所　浅草橋区民館ほか
▷会費　月額1,000円
※衣装貸与あり
▷問合せ　土橋
　 TEL 090（3035）7515
●チェアーエクササイズ「スマイル」
▷日時　第2・4火曜日午前10時～11時
▷場所　今戸社会教育館ほか
▷会費　月額1,000円
▷問合せ　佐藤
　 TEL 090（6946）8285
●小学生バレーボールチーム「浅草JVC」
（男女混合チーム・2か月の体験期間あり）

▷日時　金曜日午後5時30分～8時（毎週）、
土曜日午前9時～午後1時（月2回）、日
曜日午前9時～午後1時（月2回）

▷場所　金竜小学校、富士小学校ほか
▷会費　月額1,500円
▷問合せ　古山
　 TEL 090（3405）0907
　メール moon_3211@yahoo.co.jp

官公署だより官公署だより
●23区合同説明会・技術職採用フォーラ
ム
　特別区職員採用試験・選考の受験希望者
を対象に、各区・組合の特色や業務内容に

ついて説明します。
▷日時　5年1月15日㈰午前10時～午後4

時
▷場所　立教大学池袋キャンパス（豊島区

西池袋3−34−1）
▷対象　5年度以降の特別区職員採用試

験・選考の受験希望者
▷定員　3,800人程度
▷内容　各区・組合ブース、専門職の個別

相談ブース、コラボブース（23区合同
説明会）、技術職の仕事紹介、個別質問会、
基調講演、23区技術職の現場ギャラリ
ー（技術職採用フォーラム）

▷申込方法　特別区人事委員会HPより申
込み

▷申込期間（予定）　11月30日㈬～12月
12日㈪

▷問合せ　特別区人事委員会事務局任用課
採用係 TEL （5210）9787

　台東区人事課 TEL （5246）1061

年 中 行 事年 中 行 事
〈12月〉

17日・18日 　花川戸はきだおれ市（花川
戸公園・花川戸問屋街店頭参加店） 
17日・18日・19日 　歳の市（浅草寺）
31日 　除夜の鐘（寛永寺、浅草寺ほか）

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。

12月18～24日
●第21回 環境フェスタたいとう2022（14分）
 B
●上野の山文化ゾーンフェスティバル 30
周年記念「寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐ
り」（14分） 午前9時34分
●旧作品 子育てお悩み解決し隊 赤ちゃんと
の関わり方って？？？（6分） 午前9時48分
●旧作品 台東区の犯罪発生状況とその対
策について(6分) 午前9時54分
12月25～31日
●ウクレレコンサート＆こどもウクレレ教
室（40分） B

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　地デジ　 ch11

12月4～10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
●第37回 台東区小学校連合運動会(40分)
 B
12月11～31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
12月11～17日
●第32回ザッカデザイン画コンペティション

（20分） B
●松リンピック（14分）  C
●ノロウイルス食中毒にご注意！～石けんで
丁寧に手洗いしよう～（6分） 午前9時54分
特別編成 12月16日 再12月17日 午後1時～午後5時

●台東区議会 令和4年 第4回定例会 区長
発言＋一般質問

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。

※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


