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台東アートギャラリー等の
展示作品をご覧ください

時（予定）1月１1日㈬～２月７日㈫　場区役
所１階台東アートギャラリー
展示作品 平成22年度台東区長賞受賞作品

「絵の肌」（佐々木美穂子作）、平成23年度
台東区長賞受賞作品「ふと
白む」（斉藤美紗子作）　
問文化振興課
TEL （5246）1153

高齢者施設ボランティア育成講座
(入門講座）

時1月20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　定6人（先着
順）  締1月18日㈬
申・問 台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

節分イベント(事前予約制)

ご家族で楽しめる内容です。オニ退治の劇を
見て、みんなで福を呼びましょう。 時 2月4
日㈯午後1時、3時　定各30人（先着順）
場・申・問 浅草文化観光センター
TEL （3842）5566

笑いで楽しく認知症予防
～今すぐできる笑いヨガ～

時2月1日㈬午後1時30分～3時
場区役所10階会議室　対区内在住の65歳
以上の方　定30人（先着順）
講高田佳子氏（日本笑いヨガ協会代表）
申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

手話講習会入門コース

時（全３回）2月2日・9日・16日の木曜日
午後2時～4時　対区内在住か在勤（学）の
方（原則、手話経験がなくオンライン開催
の場合、 Zoomでの受講が可能な方〈ス
マートフォン可〉）   定20人（先着順）
講折山曜三氏（台東区聴覚障害者協会会長）
申記入例１～５・性別、在勤（学）の方
は６～８を電話かファクスまたはメール
で下記問合せ先へ　締1月26日㈭
場・問 〒110－0004　台東区下谷1－2
－11　台東区社会福祉協議会
TEL （3847）7065
FAX（3847）0190
E-mail  taito-vc@jcom.home.ne.jp

成年後見制度無料相談会
（事前予約）

下記の場所でパソコン越しに司法書士に相
談していただきます。 時2月11日㈷午前
9時30分～午後4時30分（1組45分程度）
対区内在住か在勤（学）の方
定５組（先着順）   締2月2日㈭
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

4区（文京・台東・北・荒川）
合同初級障がい者スポーツ指
導員養成講習会

障害者スポーツに関心を持ち、活動意欲の
ある区民等を対象とした、4区合同の講習
会です。 時（全 4 回）3月4日㈯・5日㈰・
11日㈯・19日㈰ 午前9時～午後5時　 場

荒川総合スポーツセンター　対区内在住か
在勤(学)の18歳以上の方（4年4月1日現在）
定各区7人程度（抽選）　費受講料は無料※
初級障がい者スポーツ指導員登録には、申
請・認定料5,500円および登録料3,800円
が必要※詳しくは、区HPでご確認くださ
い。 申電子申請または申込用紙をファク
スか郵送または直接下記問合せ先へ
申込期間 1月4日㈬～31日㈫午後5時（必着）
問 〒111－8621　生涯学習センタ―5階ス
ポーツ振興課（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）
TEL（5246）5853
FAX（5246）5814

都立浅草高等学校
温水プール初心者水泳教室

時1月28日㈯・29日㈰午後2時～2時50
分　対区内在住か在勤（学）の高校生以上
の方　定各30人　費プール利用料で参加可
持水着、バスタオル等　申記入例１～５

・性別・希望日時を電話かファクスで下記
申込先へ　締1月28日㈯午後1時
場・申・問 都立浅草高等学校温水プール（今
戸1－8－3）   
TEL・FAX（3874）3019
問台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

みんなのボッチャひろば

時①1月18日・25日、2月1日・8日の水
曜日　②1月13日・27日、2月3日・10日の
金曜日　①②午後7時30分～8時30分（7時
15分受付）　場①田原小学校3階体育室　②
大正小学校地下体育館　対区内在住か在勤

（学）の方※小学生以下は保護者同伴・送迎
が必要　持運動できる服装、室内用運動靴、
飲み物　問スポーツ振興課
TEL （5246）5853

たなかクラブ
キッズ・チアダンス教室

時（全５回）2月3日・17日、3月3日・17日
・31日の金曜日午後5時30分～6時30分
場たなかスポーツプラザ　対区内在住か
在学（園）の4～10歳の子供　定20人（先
着順）　費3,500円（保険料含む）  申た
なかクラブ（たなかスポーツプラザ内）で
参加費を添えて直接申込み　 申込日時 1月
12日㈭・19日㈭・26日㈭午後1時～4時
30分、20日㈮5時～6時30分※定員にな
り次第、申込受付終了
問たなかクラブ
TEL （3875）2860
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853　

【池波正太郎生誕100年記念】
講座「池波時代劇の楽しみ方
～写真で巡るロケ地 琵琶湖・
丹波編～」

時2月12日㈰午後2時　 場 生涯学習セン
ター　定50人（抽選）  講春日太一氏（時
代劇研究家）  申右記二次元
コードから申込むか往復は
がき（１人１枚）に記入例
１～４を書いて右記問合せ

先へ　締1月31日㈫（必着）
問〒111－8621　中央図
書館池波正太郎記念文庫　
TEL （5246）5915

石浜図書館　おりがみ教室
ハートをつくろう

時1月29日㈰午前10時30分～11時
対幼児～小学生※未就学児は保護者同伴　
定5人（同伴保護者は2人
まで）　 申 右記二次元コー
ド（図書館HP）から申込
むか直接右記問合せ先3階

カウンターへ
申込期間1月5日㈭～18日㈬
場・問 石浜図書館
TEL （3876）0854

日曜特別コンサート「古楽」
（事前予約）

時1月29日㈰午後1時開場、2時開演　
曲目 C.P.Eバッハ「新年に寄せて」ほか　
入場料 500円　 予約開始日時 1月11日㈬午
前10時※未就学児入場不可
場・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

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。

●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。

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

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
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

元旦号

広報

　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

台東区準夜間・休日こどもクリニック
場所 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。
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

受付時間
月～土曜日午後6時45分～9時45分（日曜日・祝日・年末年始・お盆を除く)　
日曜日・祝日・年末年始午前8時45分～午後9時45分

ご利用に
あたって

※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
「選定療養費」の負担が生じることがあります。

※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。

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

当番医・薬局 所在地 電話番号

１
月
１
日

内科 菊嶋クリニック 蔵前3−13−13　NRビル3階 （3851）3281
内科 飯山医院 入谷1−7−7 （3872）7873
歯科 佐藤歯科医院　今戸クリニック 今戸2−39−9 （3871）8148
薬局 薬局ユアーズ 蔵前3−13−13 （3851）4193

１
月
2
日

内科 堀内科クリニック 浅草橋1−24−3　杉木立ビル3階 （3861）8937
内科 吉田産婦人科医院 池之端2−5−44 （3821）3915
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1−25−10 （3865）5322

１
月
3
日

内科 蔵前まえだクリニック 寿1−2−3　A・Tビル3階 （5246）3361
内科 谷中クリニック 谷中3−13−10 （3823）1261
歯科 かつ歯科医院 日本堤1−26−1　日本堤レジデンス1階 （3871）8858
薬局 伊東薬局 蔵前4−34−9 （3851）9618
薬局 たかはし谷中薬局 谷中3−18−4 （3824）2345

１
月
8
日

内科 元浅草いけだクリニック 元浅草4−7−22 （3841）2121
内科 つちやファミリークリニック 入谷2−25−2 （3873）1375
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 元浅草アイアイ薬局 元浅草4−8−5　泉コ−ポ102 （5811）1625
薬局 めぐみ薬局 入谷2−25−3 （5603）1193

１
月
9
日

内科 浅草ハートクリニック 花川戸1−13−15 （6231）7581
内科 吉田産婦人科医院 池之端2−5−44 （3821）3915
歯科 桐歯科医院 橋場1−9−6　コ−トポロ−ニア2階 （3871）0202
薬局 浅草わかば薬局 花川戸1−13−16　濱松ビル1階 （6231）7066

1
月
15
日

内科 あさくさ田原町内科クリニック 寿2−10−11　MS田原町ビル2階 （3841）1181
内科 サンライズクリニック 東上野1−7−2　2階 （3836）3321
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 オアゾ薬局　田原町店 雷門1−7−3 （3843）8565
薬局 フカイチ薬局　東上野店 東上野1−7−2　冨田ビル１階奥 （5817）8580

1
月
22
日

内科 浅草第一診療所 浅草4−33−7 （3872）8617
内科 竜泉協立診療所 竜泉3−1−2 （3873）4373
歯科 椿デンタルクリニック 日本堤1−6−11　3階 （6240）6188
薬局 すずらん調剤薬局 浅草4−34−5 （5603）5002
薬局 ドテのクスリヤ森田薬局 千束4−38−10 （3875）5381

1
月
29
日

内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1−10−6　富田ビル1階 （5822）5563
内科 谷口内科 竜泉1−10−6 （3872）1369
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1−25−10 （3865）5322
薬局 Smile調剤入谷薬局 竜泉1−10−2 （6458）1616

2
月
5
日

内科 曽谷村医院 鳥越1−7−1 （3851）2384
内科 谷中クリニック 谷中3−13−10 （3823）1261
歯科 巣山歯科医院 柳橋2−6−4　木島ビル6階 （3866）3770
薬局 たかはし谷中薬局 谷中3−18−4 （3824）2345

月日

1・2月分の夜間・休日診療当番医・当番薬局1・2月分の夜間・休日診療当番医・当番薬局1・2月分の夜間・休日診療当番医・当番薬局


