
【身の回り応援サービス】協力会員（有償ボランティア）が30分以内でできるちょっとした困りごと（買い物・電球交換・軽量家具の移動等）をお手伝いします。
▷対象　区内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯または障害者のみの世帯　▷費用　300円　▷問合せ　台東区社会福祉協議会 TEL （5828）7541

令和5（2023）年2月20日　3広報　　今回の1面の花は「ナノハナ」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！（2月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

　

　

▲柄本明（俳優）

©️加藤孝　
▲松坂慶子（女優）

▲ナイツ
塙宣之・土屋伸之

（漫才師）

▲神田松鯉（講談師）

▲柳家さん喬（落語家）

人権講座「LGBTをはじめとする
多様な性」をYouTube台東区公
式チャンネルで配信しています
▷期間　3月31日㈮まで
▷講師　原ミナ汰氏・丸山まさよし氏

▷問合せ　人権・多様性推進課
　 TEL（5246）1116

環境ふれあい館環境学習室
会計年度任用職員（事務補助）
募集
▷業務内容　事務補助および来館者対応
▷勤務日時　火～日曜日（週4日）午後1

時～6時（変更の場合有り）
▷雇用期間　6か月程度
※登録制であり、必要に応じてこちらから

連絡して仕事をお願いするものです。
▷給与（月額）93,459円（予定）

※交通費別途支給
※厚生年金保険・健康保険・雇用保険加入
▷採用時期　4月1日㈯以降
▷選考方法　書類選考のうえ、登録の可否

を決定
▷申込方法　履歴書（顔写真貼付）を事前

に下記へ連絡のうえ、直接持参
▷勤務地・問合せ　環境ふれあい館ひまわ

り TEL（3866）8098

バイクなどの廃車手続きは
お早めに

　軽自動車税種別割は、4月1日現在、原
動機付自転車（125ccまでのバイクやミ
ニカー）やオートバイ・四輪の軽自動車・
小型特殊自動車を所有している方に課税さ
れます。廃棄や譲渡、盗難等で現在所有し
ていない場合は、廃車の届出を行ってくだ
さい。警察署に盗難届を出していても、廃
車の届出は必要です。
※盗難の場合、廃車日は盗難届の届出日に

さかのぼります。
▷廃車届出場所
●原動機付自転車・小型特殊自動車
　区役所1階②番戸籍住民サービス課・3

階⑩番税務課
※小型特殊自動車・ミニカーの受付は税務

課のみ TEL（5246）1101
●排気量125ccを超えるバイク　東京運

輸支局足立自動車検査登録事務所（足
立区南花畑5−12−1）

　 TEL 050（5540）2031
●三輪・四輪の軽自動車(排気量660cc以
下)　軽自動車検査協会東京主管事務所
足立支所（足立区宮城1−24−20）

　 TEL 050（3816）3102
▷問合せ　税務課 TEL（5246）1101

第1部
「性の多様性の基礎」

第2部
「ライフヒストリーを中心に」

　区では、ご厚意による寄附金のうち、100万円以上のものを対象に、福祉や教育な
どに役立てるため基金を設置しています。また、基金以外にも、ご希望に応じてさまざ
まなご寄附をいただいています。
　4年12月31日現在の基金の積み立て状況等は、表のとおりです。このほか、台東区
社会福祉協議会、台東区社会福祉事業団、台東つばさ福祉会でも、多くのご寄附をいた
だき、各団体で有効に活用しています。
　皆さんのご厚意に深く感謝し、今後とも、ご寄附の趣旨を踏まえた、基金等の活用を
図っていきます。

問合せ 財政課 TEL（5246）1071
～表中（　　）内は寄附申込者名で敬称略。金額の単位は万円。

●台東区奨学基金
上原奨学基金（上原勉、貴子） 500
桜井奨学基金（桜井虎三郎） 1,000
堀内奨学基金（堀内重太郎） 100
村田奨学基金（村田啓一） 500

●台東区社会福祉基金（社会福祉基金）
浅岡社会福祉基金（浅岡うち） 200
荒川信用金庫社会福祉基金

（現城北信用金庫） 100

飯村恵一社会福祉基金（飯村泰子） 1,000
石鍋社会福祉基金（石鍋菊造） 100
今西社会福祉基金（今西ブン） 300
小川社会福祉基金（小川清保） 100
北村冨男社会福祉基金（北村冨男） 1,000
木村心身障害者福祉基金（木村金吾） 100
倉島社会福祉基金（倉島欣ニ） 450
小尻社会福祉基金（小尻倉一、博） 250
小平社会福祉基金（小平毅） 440
小林身体障害者福祉基金（小林茂） 250
小宮社会福祉基金（小宮サキ） 200
近藤身体障害者福祉基金（近藤泰） 3,000
坂巻社会福祉基金（坂巻成浩、光子） 800
桜社会福祉基金（匿名） 4,300
佐藤社会福祉基金（佐藤フジエ） 3,200
更科社会福祉基金（更科光江） 100
澤口社会福祉基金（澤口源作、千代） 250
菅身体障害者福祉基金（菅泰祐） 150
鈴木社会福祉基金（鈴木光五郎） 100
鈴木寛治社会福祉基金（鈴木キク子） 200
関本社会福祉基金（関本市） 400
善意基金（浅草を愛する芸能人の会） 100
高氏社会福祉基金（高氏茂二） 1,000
舘林社会福祉基金（舘林ビル株式会社） 200
建部社会福祉基金（建部安代） 120
田中社会福祉基金（田中快昌） 100
塚原社会福祉基金（塚原正良） 300
月岡社会福祉基金（月岡朝太郎） 200
東條社会福祉基金（東條四郎） 200
徳井身体障害者福祉基金（徳井隆司） 100
鳥居社会福祉基金（鳥居初子、昴） 600
ひまわり社会福祉基金（安井高明） 100
長岡身体障害者福祉基金

（長岡商事株式会社、長岡清吉、長岡信男） 1,000

ナガホリ社会福祉基金（株式会社ナガホリ） 100
長森身体障害者福祉基金（原島優子） 300
奈良社会福祉基金（奈良誠一） 100
野中社会福祉基金（野中濱） 100
信井社会福祉基金（信井斉蔵） 100
長谷川社会福祉基金（長谷川榮次郎） 1,000

服部社会福祉基金（服部徳松） 100
春木社会福祉基金（春木義男） 200
平岡社会福祉基金（平岡泰夫） 300
政木社会福祉基金（政木喜三郎） 1,500
増井社会福祉基金（増井定生） 150
松橋身体障害者福祉基金（松橋常夫） 100
村田社会福祉基金（村田啓一） 250
村奈嘉社会福祉基金（村奈嘉興三） 200
安田社会福祉基金（安田貞夫） 100
山﨑社会福祉基金（山﨑文蔵） 5,000
横谷社会福祉基金（横谷傳次郎） 100
吉永社会福祉基金（吉永通雄、とみ枝） 500
心身障害者福祉基金（匿名） 1,900
小幡社会福祉基金（小幡拓也） 100

●台東区社会福祉基金（老人福祉基金）
浅岡老人福祉基金（浅岡うち） 200
永老人福祉基金（永登代） 100
遠藤老人福祉基金（遠藤正造） 100
岡本老人福祉基金（岡本照子） 1,000
織田老人福祉基金（織田とし） 500
木鋪老人福祉基金（木鋪冨夫） 200
越路老人福祉基金 

（株式会社越路モータース） 100

小林老人福祉基金（小林幸和） 500
柴田老人福祉基金（柴田喜一） 100
舘林老人福祉基金（舘林精之助） 100
中島むぎとろ老人福祉基金 

（株式会社中島むぎとろ） 800

南雲老人福祉基金（南雲 る） 10,000
ハヤミズ老人福祉基金（株式会社ハヤミズ、
有限会社リックジャパン） 200

平野老人福祉基金（平野照子） 1,000
峰川老人福祉基金（峰川恵美子） 100
宮岡老人福祉基金（宮岡幸子） 200
宮沢老人福祉基金（宮沢きよ） 1,000
宗意老人福祉基金（宗意操） 1,000
矢嶋老人福祉基金（矢嶋止） 200
山田老人福祉基金（山田淑治） 100
吉池老人福祉基金（株式会社吉池） 100
吉羽老人福祉基金（吉羽末吉） 150
若山老人福祉基金（若山光次郎） 1,000
老人福祉基金（匿名） 100

●台東区社会福祉基金（交通安全基金）
大都交通安全基金（株式会社大都） 100
小林児童交通安全基金（小林茂） 100
野口児童交通安全基金（野口義雄） 300
松村交通安全基金（松村菊治） 100
湯本児童交通安全基金（湯本雅郎） 100

●台東区社会福祉基金（交通遺児援護基金等）
越路交通遺児援護基金 

（株式会社越路モータース） 100

逆藤交通遺児援護基金（逆藤松太郎） 900
坂本母子福祉基金（坂本一夫） 200
佐久間交通遺児援護基金 

（佐久間文次郎） 300

舘林交通遺児援護基金 
（株式会社バンビ） 400

藤田交通遺児福祉基金（藤田美屋野） 1,900
松本児童福祉基金（松本てる子） 8,333
水野交通遺児援護基金（水野冨久司） 1,700

●台東区社会福祉基金（環境衛生基金）
熊木環境衛生基金（熊木壽夫） 500

●台東区教育振興基金（教育振興基金）
青木教育振興基金（青木章郎） 1,200
石井教育振興基金（石井多可子）　 200
上原教育振興基金（上原義信） 100
内田信四郎教育振興基金（内田信四郎） 100
内田ふさ教育振興基金（内田ふさ） 100
大野教育振興基金（大野喜八） 100
岡崎教育振興基金（岡崎重代） 1,000
岡田教育振興基金（橋場鉄工株式会社） 1,000
尾崎教育振興基金

（有限会社オザキ建装、尾崎亮二、晴彦） 350

瀉沼教育振興基金（株式会社カタヌマ） 100
金沢教育振興基金（金沢琴） 100
上條教育振興基金 

（上條貢胸像建設発起人会） 200

川田教育振興基金（川田元成） 100
上林教育振興基金（上林弘明） 1,700
北島教育振興基金（北島健一） 200
木鋪教育振興基金（木鋪冨夫） 300
桑山教育振興基金（桑山征洋） 1,000
佐久間教育振興基金（佐久間英樹） 1,000
桜井教育振興基金（桜井虎三郎） 100
佐々木教育振興基金（佐々木武志） 100
佐藤莊教育振興基金（佐藤莊） 100
佐藤長八教育振興基金 

（佐藤長八、フジエ、敏彦） 5,000

佐藤博道教育振興基金（佐藤博道） 1,850
清水教育振興基金（清水忠） 100
鈴木教育振興基金（鈴木秋雄） 200
田中教育振興基金（田中信義） 100
津崎教育振興基金（津崎治郎） 100
永瀬教育振興基金（永瀬なか） 100
名取教育振興基金（名取正勝） 100
新津教育振興基金（新津秀雄） 450
橋詰喜惠教育振興基金（橋詰広太） 100
舟和本店教育振興基金 

（株式会社舟和本店） 500

松原教育振興基金（松原文子） 300
松本徽章教育振興基金 

（松本徽章工業株式会社）　 2,100

松屋教育振興基金（株式会社松屋） 500
森教育振興基金（森角三郎） 100
森口教育振興基金（森口政二郎） 100
吉永教育振興基金（吉永茂雄、雅明） 150

●台東区教育振興基金（社会体育振興基金）
雨宮社会体育振興基金（雨宮久子、弘枝） 1,510
鈴光社会体育振興基金 

（株式会社鈴光商店） 100

松下徽章社会体育振興基金 
（松下徽章株式会社） 800

三井信託社会体育振興基金 
（現三井住友信託銀行上野支店） 500

●台東区教育振興基金（社会教育振興基金）
上原伝統工芸文化産業振興基金（上原勉）　
※ 200

内山少年少女音楽振興基金（内山榮一） 200
倉島文化振興基金（倉島欣ニ） 400
桑山文化振興基金（桑山征洋） 600
吉田社会教育振興基金（株式会社大泉） 100
社会教育振興基金（匿名） 18,800
中村不折文化振興基金（匿名） 500
松﨑文化振興基金（松﨑守利）は、平成5年度
に全額（100）を事業に充当
※については、令和5年第1回定例会に、基金積
み立て条例案を提案予定

●台東区教育振興基金（生涯学習振興基金）
飯村恵一生涯学習振興基金（飯村泰子） 1,000
小根山生涯学習振興基金（小根山茂） 100

●台東区国際交流親善基金
（国際交流親善基金のうち寄附金を原資とするもの）
江口国際交流親善基金（江口弘一） 500

●台東区緑化推進基金
東京浅草中央ロータリークラブ緑化推進
基金（東京浅草中央ロータリークラブ） 100

林緑化推進基金（林信江） 1,000

●基金以外の寄附金（令和4年1月から12月までの
　寄附のうち、累計100万円以上の資金）
社会福祉

（株式会社ワイズマート代表取締役社長吉
野秀行）

530

社会福祉
（職業技能振興会　理事長　兵頭大輔） 120

健康増進、高齢福祉
（明治安田生命保険相互会社） 252

環境保全（濱澤法生） 650
幼児育成（故上原正雄、かね子） 220
教育分野（株式会社サルガプロダクション） 200
新型コロナウイルス感染症対策

（日本中央競馬会） 6,000

皆さんからの寄附金は、大切に活用しています

　4年12月31日までに区へご支援いただいた「新型コロナウイルス感染症対策応援
寄附金」は、合計で89,181,750円となりました。
　引き続き、新型コロナウイルス対策に取り組み、事業者等の支援や感染拡大防止体
制の確保に活用します。

　「スターの手型」顕彰式を3月4日㈯に浅草公会堂で、浅草芸能大賞とあわせて執り
行います。また、同日オレンジ通り沿い花壇に手型台を設置します。　
▷日程　３月４日㈯　▷場所　浅草公会堂オレンジ通り
▷被顕彰者

浅草公会堂前のオレンジ通りに「スターの手型」を設置します

▷問合せ　観光課
　 TEL（5246）1447


