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【毎月30日は、たいとう食ハピDay】食品ロスを削減して、みんなでハッピーになりましょう（今月は28日に取り組んでみましょう）。冷蔵庫を片付けて、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

こども商品券の受取期限は3
月31日㈮までです

　対象者で商品券が届いていない方は、3
月13日㈪までに下記へお問合せください。
▷対象　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
▷交付内容　子供（胎児）1人あたり3万

円分
▷交付日　3月下旬まで順次簡易書留で郵

送（区窓口での交付や4月以降の交付は
できません）
▷問合せ　こども商品券コールセンター
　 TEL 0120（128）555

子育て心理相談（予約制）

▷日程　①3月15日㈬　②28日㈫　
▷時間　午前9時30分～11時
▷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

「たいとう子育てハンドブック」
（6月発行予定）に広告を掲載
しませんか
▷発行部数　7,500部
▷配付期間　7月から約2

年間
▷配付方法　妊娠届出時、

子供のいる世帯の転入
届出時に区役所等届出
受付窓口で配付　
▷広告の規格・掲載料　1号縦210×横

148mm（カラー）・8万円、2号縦105
×148mm（カラー）・4万円

※表紙の裏または裏表紙の裏に掲載します。
※詳しくは、区HPをご確認ください。

▷申込締切日　3月3日㈮
▷申込み・問合せ　子育て・若者支援課
　 TEL（5246）1237

環境環境
リサイクルリサイクル

粗大ごみは「粗大ごみ受付セン
ター」への事前予約が必要です

　家具・ふとん・電化製品などのいちばん
長い部分が30㎝を超える大きなごみは粗大
ごみとなり有料になります。粗大ごみ受付
センターへお申込みください。
▷申込み　粗大ごみ受付セ

ンター（日曜日を除く午
前8時～午後7時）

　 TEL（5296）7000　
●4月1日㈯から粗大ごみ受付センターの
電話番号が変わります
▷変更後電話番号
　 TEL（6747）5111
▷問合せ　台東清掃事務所
　 TEL（3876）5771

保険・年金保険・年金

高額医療・高額介護合算療養費
等の申請書を順次発送します
●国民健康保険または後期高齢者医療制度
に加入している世帯の方
　3年8月1日～4年7月31日に健康保険の
一部負担金と介護保険の利用者負担額の合
計が、高額になったとき、高額介護合算療
養費・高額医療合算介護サービス費等を支
給します。該当する方には申請書を順次発
送します（国民健康保険は3月上旬、後期
高齢者医療は3月中旬）。
　なお、この期間内に社会保険への加入や、
健康保険・介護保険に複数の加入歴がある
方がいる世帯には、原則として申請書を送
付できません。支給対象と思われる方は右
記へお問合せください。
●4年7月31日時点で、会社などの保険に
加入していた方

　加入していた健康保険にお問合せくださ
い。
※詳しい自己負担限度額等については、4

年7月31日時点で、加入していた健康
保険または介護保険にお問合せください。

※一定の期間を過ぎると時効により、給付
できなくなります。早めの手続きをお
願いします。
▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL（5246）1253
　国民健康保険課後期高齢者医療係
　 TEL（5246）1254
　介護保険課給付担当
　 TEL（5246）1249

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

あなたのまちの民生委員・児
童委員にご相談ください

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣か
ら委嘱を受けた非常勤の地方公務員で、ボ
ランティアとして活動しています。昨年
12月に改選があり、新たに185人が大臣
より委嘱を受けました（2月に8人が加わ
り現在は193人）。
　民生委員・児童委員は高齢者や障害のあ
る方、子育て中の方などの生活上の相談を
受け、必要に応じて区役所や社会福祉協議
会など関係機関につなげています。主任児
童委員は、地域の児童福祉施設等と連携し、

子供を取り巻く問題に取り組んでいます。
お困りのことがありましたら地域の民生委
員・児童委員にご相談ください。相談内容
の秘密は固く守られます。
　民生委員・児童委員の氏名、担当区域は
区HP（右記二次元コード）
をご確認ください。担当委
員がわからない方は下記へ
お問合せください。
▷問合せ　福祉課 TEL（5246）1172

スマートフォンで区内介護サー
ビス事業者の求人情報が見ら
れます

　区HPの「健康・福祉」「高齢・介護」の「事
業者情報（区民の方へ）」に介護サービス事
業者の求人情報を掲載しています。
※下記二次元コードからご覧になれます。
※仕事内容・採用等、詳し

くは各事業者にお問合せ
ください。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1243

歳末たすけあい運動へのご協
力ありがとうございました

　皆さんから、総額6,679,195円の募金が
寄せられました。高齢者や障害者の方々へ
の在宅福祉サービスや、子育て家庭への支
援など、有効に使わせていただきます。
▷問合せ　台東区社会福祉協議会
　 TEL（5828）7545

育児相談育児相談（予約制）（予約制）

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

3月14日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
3月15日㈬午後1時30分～3時 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

3月2日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
3月7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
3月8日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
3月10日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
3月14日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
3月15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

3月15日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
3月28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症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。詳しくは、区HPをご覧ください。 お気軽にご相談

ください！

令和５年度手話講習会受講生募集

クラス 上級 養成
部門 昼の部 夜の部 夜の部

選考試験 
受験対象

区内在住か在勤（学）で、手話講習会中
級を修了か同程度の技術を持ち、手話通
訳者を目指す方(台東区･他自治体で上級
を修了した方を除く)

区内在住か在勤（学）で、手話講
習会上級を修了か同程度の技術を
持ち、受講後に手話通訳者として
区内で活動できる方

実施日時
4月下旬～6年3月

毎週水曜日
（全40回）
午後2時～4時

4月下旬～6年3月
毎週水曜日

（全40回）
午後6時45分～

8時45分

4月下旬～6年3月
毎週月曜日（全40回）

午後6時45分～8時45分

定員
各20人程度 15人程度

※いずれも選考試験合格者
場所 松が谷福祉会館　※変更になる場合があります

受講料等 各6,000 円程度（テキスト代等）
選考試験 
日時･場所 ４月8日㈯午後3時・区役所 ４月8日㈯午前9時30分・区役所

選考試験 
内容

面接
※途中退室不可

手話表現･読み取り
※途中退出不可

申込方法 右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
または区HPからダウンロード可）を下記問合せ先へ郵送か持参

申込締切日
（必着） 3月14日㈫

問合せ 〒110−8615 台東区役所障害福祉課（区役所2階⑩番） TEL（5246）1058

クラス 初級 中級 初級 中級
部門 昼の部 夜の部

実施日時
4月下旬～6年3月

毎週火曜日（全40回）
午後2時～4時

4月下旬～6年3月
毎週火曜日（全40回）

午後6時45分～8時45分

対象

区内在住か在勤（学）の16歳以上の方で、下記に該当し、年間を通して出席できる方
原則、手話経験の
ない方（手話講習
会入門コース受講
の方も可）

初級を修了または
同程度（手話経験
1年以内）の技術
を持つ方

原則、手話経験の
ない方（手話講習
会入門コース受講
の方も可）

初級を修了または
同程度（手話経験
1年以内）の技術
を持つ方

募集人員
（先着順） 20人 5人 20人 10人

場所 松が谷福祉会館　※変更になる場合があります
受講料 各4,000円程度（テキスト代等)

申込方法
右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また
は各HPからダウンロード可）
を下記問合せ先へ郵送か持参

申込締切日
（必着）  4月3日㈪

問合せ
〒110−8615 台東区役所障害福祉課

（区役所2階⑩番）
TEL（5246）1058

〒110−0004　台東区下谷1−2−11
台東区社会福祉協議会
TEL（3847）7065

◀︎昼の部 ◀︎夜の部


