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SDGs（持続可能な開発目標）とは、
「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現
を目指す国際目標です。
台東区はSDGsを支援しています。

予算案がまとまりました
予算総額は1,584億9,488万円（前年度比3.9%増）、一般会計は1,117億円（前年度比5.5%増）になりました。
予算案は、2月16日から開会している令和5年第1回区議会定例会で審議されています。

文化・観光・産業福祉

まちづくり

教育

子育て

４年度に実施した緊急経済対策事業
の一部について、５年度も引き続き
実施します。

コロナ禍で困っている中小企業へ
の支援とともに、施設のリニュー
アルや今後の観光施策に向けた取
り組みを行っていきます。

施設整備に加えて、医療的ケア児への支援など
を実施します。

上野駅周辺の潜在力を最大限に引き出す
先導的な取り組みや谷中地区の特徴的な
景観を活かしたまちづくりを推進します。

これからの時代にふさわしい教育環境およびス
ポーツ環境を整備します。

コロナ禍で影響を受けている子育て世帯への支
援を実施します。

■給食食材等緊急支援
　7億218万円
保護者の経済的負担を軽減し、安心し
て子育てできる環境を確保するため、
給食食材・給食費の支援を継続

■ベビーシッターによる 
一時預かり利用支援

　1億522万円
リフレッシュ等を必要とする保護者に対して、ベビーシッター利用料の
一部を支援

■下町風俗資料館のリニューアル　5億6,989万円
　（債務負担行為 5億6,928万円〈令和5～6年度〉）
文化施設としての魅力を向上させるため、設備
全般および展示内容等を更新

■観光統計・マーケティング調査
　795万円
今後の観光施策に活かすため、各種ビッグデー
タや観光庁の調査データなどを活用し、観光客
数の推移や観光客のニーズなどを把握

■利子及び信用保証料補助　12億5,808万円
区内中小企業の区制度融資に係る返済の負担を軽減するため、4年度に
引き続き、新型コロナウイルス感染症対策借換特別資金及び経営安定化
借換特別資金を実施

■医療的ケア児支援　3,531万円
医療的ケアを必要とする児童・生徒が安心して、区立学校等で生活でき
るよう、看護師を配置し適切な支援を実施

■たいとう第三福祉作業所等改築　
　3億2,750万円
福祉作業所と知的障害者グループホームが併設する施
設を改築し、障害者が住み慣れた地域で安心して生活
できるよう、グループホームの入居定員を4人から10人
に拡大

■東上野四・五丁目地区まちづくり推進　3億1,489万円
旧下谷小学校跡地と上野警察署の土地の入れ換えなど、段階的なまちづ
くりを推進

■谷中地区まちづくり推進　
　1億4,394万円
朝倉彫塑館通り沿道に街なみ環境
整備事業を導入し、国の登録有形
文化財「すぺーす小倉屋」の活用
などを検討

■こどもクラブ運営・整備助成／放課
後子供教室運営（子供の居場所づくり）

　11億9,954万円
児童の放課後の居場所づくりを推進するため、
新たに民設こどもクラブを誘致・放課後子供
教室の実施校を拡大

■リバーサイドスポーツセンター陸上競技場大規模改修　
　605万円
　（債務負担行為 9,831万円〈令和5～6年度〉）
バリアフリー化や熱中症対策として、観覧席への屋根設置など、区民ニー
ズへの対応に向けた設計を実施

■子ども医療費助成　8億4,767万円
所得制限を設けずに、対象を高校生等まで拡大し、医療費の自己負担額の
全額を助成

予算案の
内訳は
２面へ

主な事業を下記でご紹介します（金額は千円単位を四捨五入）

緊急経済対策



【3月1日〜8日は女性の健康週間です】▷内容　女性のがんをはじめ、年代ごとの健康問題についての展示、リーフレットの配布　▷場所　区役所、台東保健所、
浅草保健相談センター、生涯学習センター　▷問合せ　台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497　浅草保健相談センター TEL （3844）8172

2　令和5（2023）年2月20日 広報 区の世帯と人口 128,687世帯（前月比＋137世帯）世帯数 207,641人（前月比＋162人）人口  【2月1日現在】
※住民基本台帳による

　

歳入 歳出

特別区交付金
297億円
26.6%

特別区税
250億5,960万円

22.4%
国庫支出金

222億2,687万円
19.9%都支出金

93億6,886万円
8.4%

地方消費税交付金 
66億2,069万円
5.9%

その他
187億2,398万円

16.8%
①民生費

387億5,088万円
34.7%

②教育費
265億1,115万円

23.7%
③総務費

129億5,592万円
11.6%

⑧その他 95億7,901万円 8.6%

④衛生費
105億2,815万円

9.4%

⑤土木費
71億2,238万円

6.4%

⑥産業経済費
42億8,922万円 3.8%

⑦文化観光費
19億6,329万円 1.8%

1,117億円1,117億円

一般会計予算1,117億円の内訳

令和5年度　台東区の各会計予算案

　

●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
　看護師等が相談に応じ、医療機関の案内等を⾏います。　 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
　　　 03−5320−4551、03−5320−4411
　 FAX 03−5388−1396（耳や言葉の不自由な方向け）

●東京都 消防庁救急相談センター（24時間）
　 TEL ♯7119、03−3212−2323
●東京都 子供の健康相談室（24時間）
　 TEL ♯8000、03−5285−8898

　

●台東区　休日・夜間発熱相談センター（月～土曜日 午後6時～翌日午前6時、日曜日・祝日 午前6時～翌日午前6時）
　 TEL 050−3173−7834	 休日や夜間に発熱等の症状が出た場合、看護師が対応し、必要に応じて診療につなげます。
　 ▷対象　　　区内在住の、65歳以上、⼩学⽣以下の⼦供、妊婦、症状の重い⽅
　 ▷実施期間　3月31日㈮まで

詳しくはこちら▶
（区HP）　

　
休⽇や夜間の
相談窓⼝はこちら
（24時間対応含む）

　平⽇⽇中の相談窓⼝はこちら

新型コロナウイルス感染症 引き続き、感染対策をお願いします！
発熱等の症状がある場合の相談窓口はこちら必要な場面

でのマスク
着用

こまめな
手洗い

定期的な
換気

ワクチン
接種

新型コロナワクチン　あなたやあなたの大切な方を守るため、早めの接種をお願いします

　　 　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

会場によりワクチンの種類が異なります。右記二次元コード「接種会場一覧」よりご確認の上、
予約をお願いします
●北上野二丁目特設会場について
・3月1日㈬より、使用ワクチンをファイザーワクチンに切り替えて接種を実施します。
　詳しくは、右記二次元コードを「接種会場一覧」ご確認ください。
・予約なしで毎日接種ができます。ぜひご利用ください。
●新型コロナワクチン接種の実施期間について
　今後の詳細については、国からの通知をふまえ、決まり次第お知らせします。

ワクチンに関する
新着情報

接種会場一覧

お知らせお知らせ

災害時に備えて「台東区避難
行動要支援者名簿」を作成し
ています

　台東区避難行動要支援者名簿は、区内警
察署、消防署、消防団、民生委員、町会（自
主防災組織）に提供し、平常時の見守りや
声掛け、災害発生時の安否確認や避難誘導
などの支援に活用していきます。
▷名簿登載対象　区内在住で、次のいずれ

かに該当する方（施設に入所されてい
る方を除く）　

①75歳以上の1人暮らし　
②75歳以上のみの世帯　
③要介護3・4・5の認定を受けている
④身体障害者手帳の総合等級1・2級かつ

下肢機能障害4級以上　
⑤体幹機能障害3級以上　
⑥移動機能障害3級以上　
⑦1・2級視覚障害者　
⑧2・3級聴覚障害者
⑨1・2・3度の愛の手帳所持　
⑩1・2級の精神障害者保健福祉手帳所持
⑪人工呼吸器を使用している　
⑫その他特に支援を必要とする
※対象者には、制度の案内や申請書等を郵

送します。
※対象者以外（特に支援を必要とする方）

で、名簿への登載を希望する方は、下
記へお問合せいただくか、区HPをご覧
ください。
▷問合せ　危機・災害対策課　
　 TEL（5246）1092

協働事業提案制度～区と共に
実施する協働事業の提案を募
集します～

　地域活動団体等から提案事業を募集し、
区と協働で実施することで公共サービスの
充実や地域の課題解決を図ります。
▷対象団体　営利を目的としない地域活動

団体等
▷募集する事業　自由テーマによる提案
「団体の専門性や自由な発想を活かした

事業」
▷事業期間　6年4月1日～7年3月31日
▷募集案内配布場所　区役所3階③番区民

課、台東区社会福祉協議会（区HPから
ダウンロード可）
▷応募方法　事前に区と打ち合せをした上

で、必要書類を提出
●募集説明会（動画配信・要申込）
▷配信期間　3月1日㈬～4月14日㈮
▷申込方法　区HP（右記

二次元コード）から申込
むか、電話で下記問合せ
先へ

※詳しくは、区HPをご覧ください。
▷申込締切日　3月31日㈮
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1126

令和５年度予算編成の考え方
　区財政においては、歳入では、主要一般財源である特別
区税や特別区交付金の増を見込むものの、景気の下振れリ
スクに十分注意する必要があります。また、歳出では、子育
て支援、高齢者・障害者へのサービスの充実、災害対策の
強化、区有施設の保全、デジタル化や脱炭素社会の実現に
向けた取り組みなど、さまざまな行政需要が増大しています。
　一方、区民生活や地域経済は、物価高騰や感染症等の影
響により、依然として厳しい状況に置かれており、区財政
の先行きが不透明な中にあっても、必要な対策を時期を逸
することなく迅速に講じていく必要があります。
　そのため、令和５年度予算は、現在実施している緊急経
済対策や新型コロナウイルス感染症対策に継続して取り組
むとともに、国の制度改正や物価高騰等の影響に対応しつ
つ、これまで取り組んできた各施策を着実に推進できるよ
う、予算を配分しました。

一般会計予算の使い方
①民生費 高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付など
②教育費 教育環境の整備、生涯学習の振興など
③総務費 防災対策、区民館や区役所等の管理・運営など
④衛生費 健康づくり、保健所の運営、環境の保全、清掃事業など
⑤土木費 まちづくりの推進、道路・公園・橋の維持・管理など

⑥産業経済費 商店街の振興、地域産業の振興、消費者保護など
⑦文化観光費 文化・観光事業の振興、文化施設の管理・運営など
⑧その他 区議会の運営、特別会計への繰出金、特別区債の償還など

令和5年度各会計別の予算規模
会計名 令和5年度予算 前年度比 増減率

一般会計 1,117億円 58億円 5.5%
国民健康保険事業会計 229億2,700万円 △2億3,100万円 △1.0%
後期高齢者医療会計 56億7,500万円 2億9,400万円 5.5%

介護保険会計 177億3,000万円 9,400万円 0.5%
老人保健施設会計 1億6,250万円 870万円 5.7%

病院施設会計 3億38万円 1,782万円 6.3%
合計 1,584億9,488万円 59億8,352万円 3.9%

問合せ 財政課 TEL（5246）1071

新型コロナウイルス感染症に限らず、「救急車を
呼ぶべきか」、「すぐに病院に⾏くべきか」など、
判断に迷う場合に、医師や看護師等の専門
家に相談できる窓口です。



【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
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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
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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

福祉タクシー券を利用してい
る方へ

　5年度分のタクシー券を交付します。事
前に登録されている受取方法（郵送または
窓口受取）でお渡しするので、ご不明な方
は下記へお問合せください。
▷発送日　3月17日㈮
▷窓口配布開始日　3月23日㈭
※5年度分のタクシー券は、4月1日㈯か

ら使用できます。
▷受給要件　身体障害者手帳の上肢1級、

下肢・体幹・内部機能の1～3級、視覚1・
2級、愛の手帳1・2度のいずれかに該
当し、令和3年中の所得額が限度額以内
の方

※燃料費助成と同時受給は不可
所得限度額（令和3年分所得）

扶養人数 所得限度額

0人 360万4千円

1人 398万4千円

2人目以降 1人につき38万円加算

※世帯状況等に応じて各種控除が受けられ
る場合あり
▷必要な物（窓口受取の場合）　身体障害

者手帳または愛の手帳
※本人や家族以外が受け取りにくる場合は

事前に下記へお問合せください。
●令和4年度分タクシー券追加交付分配布
中です
　使用期限は3月31日㈮までのため、受
け取りがまだの方は早めにお越しくださ
い。
▷問合せ　障害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201

認知症高齢者を介護する家族
のこころのケア相談（予約制）
▷日時　毎月第1・3水曜日午後2時～4時
（1人50分程度）
▷場所　右記問合せ先か各地域包括支援セ

ンター
▷対象　高齢者本人または介護している家

族が区内在住の方
▷定員　各2人（先着順）
▷申込締切日時　各相談日1週間前の午前

11時
▷申込み・問合せ　介護予防・地域支援課
（区役所2階⑤番）TEL（5246）1225

認知症高齢者の専門相談
（予約制）
　「認知症かどうかを誰かに相談したい」、

「もの忘れが増えて心配」などの悩みを抱
えている高齢者と介護者への専門相談です。
▷日時　第2・4金曜日午後2時～3時
　（1人30分程度）
▷定員　各2人
▷場所・申込み・問合せ　介護予防・地域

支援課（区役所2階⑤番）
　 TEL（5246）1225

松が谷福祉会館
ボランティア募集
●パソコンボランティア募集
　障害のある方にパソコンやiPad、スマ
ートフォンの操作などを教えられる方を募
集します。
▷日時　月～土曜日午前9時～午後4時30

分のうち1時間程度
※参加者の方と相談して日時等を決定しま

す。
▷対象　パソコンやiPad、スマートフォ

ンの操作などを教えられる方　
●リハビリ行事ボランティア募集
　脳卒中等の方々と会話を一緒に楽しみな
がら、歩行補助、車椅子介助などを行いま
す。
▷日時　不定期
▷対象　ボランティアに興味のある方　
　◆　以降、上記記事の共通項目　◆
▷申込み・問合せ　松が谷福祉会館
　 TEL（3842）2672
　 FAX（3842）2674

ヘルプマーク等が電子申請で
きるようになりました

　ヘルプマークとは、外見
から分からなくても援助や
配慮を必要としている方々
が、周囲の方に配慮を必要
としていることを知らせる
ことで、援助を得やすくな
るよう、作成したマークです。電子申請で
はヘルプマークの他にヘルプカード、ヘル
プマークホルダー等もあわせて申請するこ
とができます。
　また、ヘルプカードの自由記入欄に貼り
付けることのできる「伝言・連絡パターン
集」、シール紙に印刷すれば自分が身に付
けているもの等に貼ることのできる「ヘル

相談専用電話番号
TEL（3847）9415

台東区患者の声相談窓口のご案内台東区患者の声相談窓口のご案内
　区では、患者と医療機関との信頼関係の構築をお手伝
いするため、患者の声相談窓口を開設しています。
　医療に関する相談や、区内の診療所・歯科診療所等に
関する相談を対し、中立的な立場から助言を行います。

こんなときにご相談ください
・医療のことでどこに相談したらよいか分からない
・医師や看護師など、医療機関従事者の対応が気になる
・治療についての説明がよく分からなかった
・自宅に近い医療機関を知りたい
※相談内容によっては、適切な担当部署をご案内します。

相談前の注意事項
・医療機関とのトラブルは、まずは当事者間での話し合

いが原則です。
・医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在

の判断・決定はできません。
・医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
・医療機関の良し悪しの判断や評価はできません。

▷受付日時　月・水・金
曜日午前9時～午後5
時（祝日・年末年始を
除く）※専任の相談員

（看護師）が対応します
▷相談内容　区内の診療

所、歯科診療所、薬局
などの医療機関に係る
相談

※相談は1人30分以内
※病院についての相談等

は、東京都の患者の声
相談窓口へ

　 TEL（5320）4435

問合せ 台東保健所生活衛生課医務薬事衛生担当 TEL（3847）9416

　自殺は、個人的
な問題だけではな

く、健康・家庭・経済・生活問題など、さ
まざまな要因が複雑に絡み合った末に起
こると言われています。自殺は、本人が
発するサインに気付き適切な対応をとれ
ば、防ぐことができます。
●こころのSOS
　自殺者の多くは、自殺する前にSOSを
出しています。「死んでしまいたい」と深
く悩んでいると同時に「助けてほしい」と
周囲に訴えている場合があります。この気
付きが自殺防止の第1歩です。

●こころのSOSに気付いたら
①声をかける　周りの友人や家族・同僚の

悩みがありそうな様子に気付いたら、体
調のこと等を切り口に、一言声をかけ
てみましょう。
②話をよく聴く　今まで何とか乗り切ろう

と頑張ってきた人です。本人を責めたり、
励ましたり、世間一般の常識を押し付
けたりすることは避けましょう。相手
の話を受け止めて、思いやりの気持ち
を伝えてみてください。
③相談機関へつなげる　ひとりで不安や心

配事を抱え込まずに、相談できる窓口

があることを伝えてください。さまざ
まな専門の相談機関があります。
●主な相談機関
〜１人で抱え込まず相談を〜
・お住まいの地区を担当する保健師による

相談　台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9497
・浅草保健相談センター
　 TEL（3844）8172
・こころの健康相談（精神科医による相談）
　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9405
　浅草保健相談センター

　 TEL（3844）　8172
・東京いのちの電話
　 TEL（3264）4343
・東京自殺防止センター
　 TEL（5286）9090
・東京都夜間こころの電話相談
　 TEL（5155）5028
・東京都LINE相談「相談ほっとLINE＠

東京」（LINEの「公式アカウント」から
検索するか、上記二次元コードから友
だち登録をして利用できます）
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9405

3月は東京都の自殺対策強化月間です
ⓒBANDAI

プシール」が区HPよりダウンロードでき
るようになりました。こちらもあわせてご
活用ください。詳しくは、下記二次元コー
ドをご覧ください。
▷配布場所　下記問合せ先、松が谷福祉会

館、台東保健所保健予防課等
▷申込み・問合せ
　障害福祉課
　（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1058

事故や脳卒中等で後遺症のあ
る方のリハビリを行っています
▷日時　月・火・木・金曜日午前9時30

分～正午、午後1時～3時30分
※利用者の方と相談して日時等を決定しま

す。
▷対象　区内在住の18歳～65歳未満で脳

卒中等の中途障害者の方
▷申込方法　電話かファクスで住所・氏

名・年齢・電話番号・障害の種類等を
下記問合せ先へ
▷場所・問合せ　松が谷福祉会館
　 TEL（3842）2672　
　 FAX（3842）2674

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　3月16日㈭午前10時～正午
　（1人20分程度）

▷場所　台東保健所4階
▷対象　区内在住か在勤の女性で、更年期

や月経障害・不妊などでお悩みの方
※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

耳・鼻・のどの健康相談

▷日時　3月11日㈯午後3時～5時（受付
は4時30分まで）
▷場所　台東保健所4階
▷対象　区内在住の方
▷問合せ　台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9481

麻しん・風しん（MR）定期予
防接種第2期はお済みですか

　今年度の麻しん・風しん定期予防接種第
2期については、公費負担での接種期限が
3月31日㈮までです。接種が済んでいな
い方は、早めに接種をしましょう。
　予防接種予診票が手元にない場合は下記
二次元コードから電子申請か、下記へお問
合せください。
▷対象　平成28年4月2日～29年4月1日

生まれの子供
▷接種回数　1回
▷実施場所　23区内協力

医療機関
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9471
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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
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催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど

朝倉彫塑館から

●生誕140年特別展「アトリエの朝倉文夫」
時 5月28日㈰まで
●入館者対象イベント
・昇降台稼働　時 3月1日㈬、4月5日㈬、
5月3日㈷午後2時（10分程度）
・ギャラリートーク　
時 3月15日㈬、4月19日㈬、5月17日㈬
午後2時（30分程度）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

開館時間午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入場料 一般500円、小中
高生250円　休館日 月・木曜日（祝休日
と重なる場合は翌日）※入館時は靴を脱い
で靴下着用　場・問 朝倉彫塑館
TEL（3821）4549

台東区障害者作品展
「森の中の展覧会」
時 3月8日㈬～12日㈰午前10時～午後5
時（最終日は3時まで、入場は閉館30分
前まで）　場上野の森美術館（上野公園1
−2）　問文化振興課
TEL（5246）1153

東京・春・音楽祭2023	ミニ・
コンサート「桜の街の音楽会」
時 3月13日㈪午後0時30分（20分程度）
場生涯学習センター　出演 おとりお（木

管三重奏）渡辺繁弥（Cl）、坪谷陸（Fg）、
高橋早紀（Ob）　問東京・春・音楽祭サ
ポートデスク TEL（6221）2016
台東区文化振興課 TEL（5246）1153

連携都市	滋賀県長浜市
長浜曳山まつりパネル展
時 3月2日㈭～12日㈰午前9時～午後8時
場浅草文化観光センター7階　
問滋賀県長浜市観光振興課
TEL 0749（65）6521
台東区都市交流課 TEL（5246）1016

平和に関するパネル展

平和の尊さを後世に伝えるため、空襲等に
関するパネル展を行います。 
時 3月9日㈭～15日㈬（最終日は午後4時
まで）　
場区役所1階ロビー
問総務課 TEL（5246）1052

一葉記念館から

展示替えのため臨時休館します。 時 3月
13日㈪～17日㈮　場・問 一葉記念館
TEL（3873）0004

〜花の心プロジェクト〜

●第27回花と緑のふれあい広場　
時 3月18日㈯・
19日㈰午前10
時～午後3時、
②は各日午後2
時　場 環境ふ
れあい館ひまわ
り1階・7階、精華公園　定（先着順）①②
各100人　内①寄せ植え体験コーナー
②花苗の無料配布　③丸太切り体験コーナー
④作品・写真展示　⑤園芸相談コーナー
※催しものの時間等詳しくは、下記問合せ
先へ。③は材料がなくなり次第終了。
●花とみどりの園芸講習会「春を彩るハン
ギングバスケットを作ろう」　
時 4月16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（区HPから申込可）
締 3月27日㈪（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問〒110−8615　台東区役所環境課
TEL（5246）1323

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー
クをやってみよう」　時 3月18日㈯午後2
時～4時　場東上野区民館　定 7人（先着
順）　費 100円（材料費）　申・問 清掃リ
サイクル課 TEL（5246）1018
●フリーマーケット出店者募集　時 3月
19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　テレビ台、座布団4枚、テー
ブル、ベビーカー、お琴、エレクトーン
ゆずってください　ソファ・いす、ブルー
レイハードディスク、ピアノ
※上記の情報は2月9日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間午前10時～午後4時　
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

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。

問合せ 〒111−8621　生涯学習センター生涯学習課 TEL（5246）5851（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）

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

コンサートリーディ
ング

3月16日㈭
①午前10時30分　②11時

区内在住の①6か月までの
子供　②7～12か月の子供

6組 
(先着順)

2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

産後ママのための
骨盤メンテナンスヨガ

3月15日㈬
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月までの
子供

15組 
(先着順)

2月20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 3月17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)

2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

プレママさんいらっ
しゃい♪おなかの赤
ちゃんとひろば体験

3月8日㈬
午前10時45分～11時45分

区内在住の妊娠5か月以上
の方

8組 
(先着順)

2月20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

●40周年記念第40回定期演奏会　時 3月26日㈰午後1時開場、1時30分開演　場浅草公会堂※入場整理券は3月1日
㈬より生涯学習センター1階受付（第1・3・5月曜日休館）、区役所6階⑨番教育委員会庶務課、各区民事務所・同分室、
各地区センターにて配布　曲目 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲(ワーグナー) ほか
●団員・初級教室生・養成教室生募集

台東区ジュニアオーケストラ

団員 初級教室 養成教室

練習日 毎週土曜日、毎月第3日曜日
※夏冬春季休みに強化練習あり 毎週土曜日※夏冬春季休み中の平日練習あり

会場 浅草小学校音楽室　（台東区花川戸1−14−15）
対象

（5年4月1日現在）
区内在住か在学の小学4年〜中学生
で、演奏技能のある方

区内在住か在学の小学3〜6年生で、多少楽譜が読め、楽器を弾ける方
（団員を目指して練習をする教室です）

内容
・オーケストラ曲の練習
・年数回の演奏会を実施
・夏休みに3泊4日の合宿を実施

・弦楽器の合奏練習
・次年度の継続可
・年1～2回演奏会に参加

・弦楽器の個人レッスン（レッスン以
　外の時間は初級教室の練習に参加）
・次年度の継続不可
・年1～2回演奏会に参加

オーディション
日時

4月8日㈯午後3時45分集合、
4時開始

4月15日㈯午後2時集合（養成教室
終了後随時開始）※保護者同伴

4月15日㈯午後1時15分集合、
1時30分開始※保護者同伴

パート 弦・木管・金管・打楽器 弦（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ）
コントラバス（初級教室のみ）

申込締切日 4月6日㈭（必着） 4月13日㈭（必着）

申込方法 下記問合せ先へ電話で申込むか、申込用紙（生涯学習センター5階生涯学習課、区立小・中学校で配布、区HPか
らダウンロード可）に必要事項を記入し、下記問合せ先へ郵送か持参

費用 団員 年間12,000円　 初級・養成教室 年間6,000円

●ミニコンサート'23　時 3月26日㈰午後4時30分開場、5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・大
野知子（構成・指揮）、寺﨑明日香（ピアノ）　曲目 どこかで春が　「サウンド・オブ・ミュージック」より ほか
●団員募集（随時）　場生涯学習センター　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）　
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時の初期練習があります。　

台東区上野の森ジュニア合唱団
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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。

ことぶき教室（前期）	
時（全10回）4～9月　場老人福祉センタ
ー、かがやき長寿ひろば入谷（入谷区民館）、
橋場老人福祉館、三筋老人福祉館　対区
内在住の60歳以上の方　定各10人（抽
選）　費実費（教材費）　申上記場所ほか
で配布する申込書に記入し直接会場に提出

（下記問合せ先に郵送も可）※申込書は老
人福祉センターHPからダウンロード可　
締 3月23日㈭（必着）※教室等詳しくは、
申込書をご覧になるか下記二次元コードか
らご確認ください。 
問〒110−0015　
台東区東上野2−25−14
老人福祉センター
TEL（3833）6541

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

【池波正太郎生誕100年記念】
熊切圭介写真展
「池波正太郎のリズム」
時 3月24日㈮～31日㈮午前9時～午後8時

（初日は午後1時から、
最終日は3時まで）
場生涯学習センター
1階アトリウム　
問中央図書館池波正
太郎記念文庫 TEL（5246）5915

文化の香りを下駄履きで
お楽しみイベント

内・時 ①津軽三味線コンサート・3月12日
㈰　②メゾソプラノコンサート・15日㈬　
③日本独自の話芸（活弁）活弁士による映
画公演・17日㈮①～③午後1時30分～2時
30分　対区内在住の60歳以上の方
定（先着順）①③各20人　②15人　
出演 ①橋本大

ひろ

輝
き

　②栗田真帆　③麻
あ

生
そう

八
や

咫
た

　申各会場で直接申込むか電話で下記問
合せ先へ　受付開始日時 2月28日㈫午前9
時　場・問 ①橋場老人福祉館
TEL（3876）2365　
②三筋老人福祉館 TEL（3866）2417
③老人福祉センター TEL（3833）6541

少年リーダー研修会

●研修生募集　グループゲームや野外活動
を通じ、青少年の成長を応援します。　
時第2土曜日（8月を除く）および夏季宿
泊研修、日帰りハイキング等　対区内在住
か在学の4月時点で小学4年～高校生年代
費小中学生2,600円、高校生年代3,650
円（宿泊研修やハイキング代別途）※申込
方法等詳しくは、区立小学校、生涯学習セ
ンター5階生涯学習課で配布する募集案内
をご覧ください。　締 3月27日㈪
●リー研フェスタ　少年リーダー研修会の
研修生と、楽しいゲームや工作を行います。
時 3月21日㈷午前10時～午後3時　場生
涯学習センター　内ゲーム、工作、研修生
活動報告等、研修生希望者申込受付

◆　以降、左記記事の共通項目　◆
問生涯学習課 TEL（5246）5821

あかちゃんえほんタイム

時 3月22日㈬午前11時　場生涯学習セン
ター　対区内在住の令和3年9月22日～4
年9月21日生まれの子供と保護者　定 8組
※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 3月8日㈬※申込みは保護者に
限る。
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
グループ相談　①交際相手との
心のモヤモヤを語る・きく会　
②好きな人との暮らしのモヤモ
ヤを語る・きく会
時①3月11日㈯午後2時～4時　②18日
㈯午前10時～正午　定各8人（先着順）※
託児（1歳以上の未就学児）　申電話また
は記入例134・希望日時を入力してメ
ールで下記問合せ先へ※託児を希望の方は
子供の35を1週間前までに下記問合せ先
へ　 場・問 男女平等推進プラザ（生涯学
習センター4階）
TEL（5246)5822
Eメール byoudou@city.taito.tokyo.jp

産業研修センターの催し

●太極拳教室　 時（全15回）4月8日～8月
12日の土曜日午後3時～5時　対区内在
住か在勤の16歳以上の方　定 30人（抽
選）  講真下進氏　費 4,000円（初日に支
払い）　締 3月17日㈮（必着）　
●革工芸教室　 時（全15回）4月13日～6
年2月15日の木曜日午後1時30分～4時30
分　対区内在住か在勤の方　定 30人（抽
選）※2グループに分かれて各15人　
費 9,000円（15回分・初日に支払い）　
締 3月23日㈭（必着）　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

申往復はがきに記入例1～4・年代、在
勤の方は6～8を書いて下記問合せ先へ
場・問 〒111−0023　台東区橋場1−
36−2　産業研修センター
TEL（3872）6780

清島温水プール	水泳教室

●第1期	ジュニア水泳教室　水慣れから4
泳法までを目標にした、泳力別の長期型水
泳教室です。　時（全8回）4月20日・27日、
5月11日・18日・25日、6月1日・8日・
15日の木曜日Aクラスは午後4時30分～
5時30分、Bクラスは5時30分～6時30
分　対区内在住か在学（園）の年長～小
学生　定各40人（抽選）　講野村不動産
ライフ＆スポーツ㈱　費 8,500円（保険
料・利用料含む）　申清島温水プールHP
から申込み※定員に満たない場合は、締切
日以降もフロントで受付　締 3月26日㈰
午後9時　場・問 清島温水プール
TEL（3842）5353　

自主学習支援事業
●台東区少年少女発明クラブ　クラブ員募集　紙・木
工・電気工作を中心にものづくりへの関心を深め、さ
まざまな作品を完成させます。 時 4月15日㈯・16
日㈰（開講式）～6年3月　コース名・活動日時 土曜日
コースは第1・3土曜日午後2時～4時、日曜日午前コ
ースは第1・3日曜日午前10時～正午、日曜日午後コースは第1・3日
曜日午後2時～4時　対区内在住か在学の4月現在で小学3年～中学生
定各コース32人（抽選）　費 3,000円（教材費・保険料）　
締 3月24日㈮午後5時

●知る・作る・学ぶ講座　クラブ員募集　
時 5月～6年3月　対区内在住か在学
の4月現在で下表の対象に該当する方
費 800円～1,200円（教材費・保険料）
締 3月24日㈮

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場生涯学習センターほか　※施設見学等は実費　申それぞれの二次元コードから申込み
※詳しくは、区HPをご覧ください。 問生涯学習課 TEL（5246）5815

時 4月5日㈬～6月15日㈭の10回(5月3日・5日を除く)　対区内在住か在勤（学）
の高校生以上の方（未経験者不可）　持運動着、シューズ、ラケット　
申往復はがき（1人1枚・1クラス）に記入例1～5、在勤（学）の方は67を書
いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効　締 3月6日㈪（必着）　
場・問 〒111−0024　台東区今戸1−1−10　台東リバーサイドスポーツセンター
TEL（3872）3181

曜日 クラス レッスン時間 定員 受講料

木曜

初級① 午前9時10分～10時40分 15人

12,000円初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人
初級③ 午後1時30分～3時 15人
初級④ 午後3時15分～4時45分 15人
初級⑤ 午後5時55分～7時25分 15人 15,000円
中級Ａ 午前9時30分～11時 30人

12,000円中級Ｂ 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級Ｃ 午後1時30分～3時 15人
中級Ｄ 午後3時15分～4時45分 15人
中級Ｅ 午後5時55分～7時25分 15人

15,000円中級Ｆ 午後7時30分～9時 30人

水曜 中級G 午後5時55分～7時25分  15人
上級 午後7時30分～9時 15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、3月22日㈬午後7時のレベルチェックが必要

第1期	硬式テニス教室第1期	硬式テニス教室

クラブ名 対象 日時 内容 募集人数

わくわく国語ク
ラブ

小学3～
6年生

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

俳句・書道・落語・アフレコ・新聞
記事の書き方等を通し、「話す」「聞
く」「書く」「読む」を楽しく学ぶ

40人

中学生 10人

のびのび算数・
数学クラブ

小学4～
6年生

いろいろなパズルやゲーム等を通し
て楽しく学ぶ。数学検定への挑戦も
あり

50人

中学生 30人

どきどき歴史・
文化探検隊

小学5年
～中学生

区内外の歴史文化遺産の見学、地場
産業や伝統技術の体験等、本物に触
れながら、歴史文化を学ぶ

40人

台東科学クラブ
〈たんQ〉

小学4年
～中学生

第2・4土曜日
午後2時～4時

物理・化学・生物・地学等興味深い
テーマ別に、観察・実験を行う 30人

なぜなぜクラブ 小学3～
6年生

第2・4水曜日
午後3時45分
～4時45分

身近な科学の疑問について、観察・
実験・おもしろ科学工作等を行う 20人

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
2～3月出店自治体をご紹介します！2～3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）

※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。
問ふるさと交流ショップ台東 TEL（3874）8827　
都市交流課 TEL（5246）1016

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

2月23日㈷～28日㈫ 高知県安芸市

3月2日㈭～7㈫ 新潟県魚沼市

3月9日㈭～21日㈷ 千束通商店街

3月23日㈭～28日㈫ 福島県矢祭町
▲過去のショップの様子（新潟県魚沼市）

出店情報▶︎

① ② ③
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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2月2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。
　台東区保護司会　保護司候補者検討協議
会委員の推薦について　ほか7件

催しものなど催しものなど
●東京大空襲資料展（無料）
▷日時　3月9日㈭～12日㈰
　午前10時～午後5時
▷場所　浅草公会堂展示ホール
※10日㈮午後１時から、東京大空襲犠牲

者追悼碑前（隅田公園言問橋際）で追
悼集会を実施
▷問合せ　東京大空襲犠牲者追悼・記念資

料展実行委員会
　 TEL 090（5249）6766
●オレンジカフェ「音楽の贈りものコンサ
ート」
▷日時　3月27日㈪
　午後2時30分～3時30分
▷場所　ケアハウス松が谷3階食堂
▷出演　演奏家の皆さん
▷定員　20人（先着順）
▷申込み・問合せ　永寿総合病院
　認知症疾患医療センター
　 TEL（3833）8381㈹

会員募集会員募集
●ジャズ・ボーカルサークル「ファンノーツ」
▷日時　金曜日（月2回）午後4時～5時
▷場所　生涯学習センターほか
▷会費　1回2,000円
　（スタジオ代1,000円）
▷問合せ　小林
　 TEL 090（4377）6344

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 催しものなど▶︎ 会員募集▶︎

の ひ ろ ば民区

官公署だより官公署だより
●公証人による「遺言、相続、信託」無料
相談会（手話通訳あり）・要予約
▷日時　3月11日㈯・２5日㈯
　午前9時～正午
▷場所　生涯学習センター
※在宅無料相談もあり。詳しくは、下記へ。
▷申込み・問合せ　浅草公証役場
　 TEL（3844）0906
　 FAX（3845）2523
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　 TEL（3617）1562
●隅田川流域河川整備計画が変更されました
　東京都は、地域の皆さんや学識経験者の
意見を伺い、「隅田川流域河川整備計画（平
成28年6月）」を変更しました。主な変更
点は地震・津波等に対する安全性の向上に
関することです。
▷閲覧場所　東京都建設局河川部、東京都

第六建設事務所
※東京都建設局HPでも閲覧できます。
▷問合せ　東京都建設局河川部計画課
　 TEL（5320）5413

年 中 行 事年 中 行 事
〈3月〉
17日〜4月上旬 　うえの桜まつり（上野公
園）
18日　浅草観音示現会・金龍の舞
中旬〜4月上旬 　隅田公園桜まつり　　
25・26日 　桜橋花まつり

問合せ 中央図書館池波正太郎記念文庫 TEL（5246）5915

池波正太郎 生誕100年企画
「時代を翔ける池波正太郎の魅力」

　池波正太郎の代表作の一つは「鬼
平犯科帳」(文春文庫)です。江戸
幕府の特別警察ともいえる火付盗
賊改方の長官、長谷川平蔵が主人
公の物語。四百石の旗本の子息で
ありながら、青年時代には本所や
深川あたりで放蕩無頼な生活をお
くった経験がある平蔵は、家督を相
続すると、人が変わったように役目
に励みます。若い頃の所業を活かし、
民衆の心がわかるリーダーとして配
下の者たちを統率、江戸の盗賊た
ちには鬼の平蔵、鬼平として恐れら
れます。家族や配下の与力、同心、
密偵たちは、長谷川平蔵という温か
く大きな度量を持った男の下で、強
い信頼感で結ばれていきます。
　読者の中には、鬼平の配下の者

へ対する心遣い、配慮、その人身
管理術、そして配下の者からの情
報活用術といったものは、現代にも
十分通用すると言う人もいます。実
在した長谷川平蔵ですが、歴史の
表舞台で活躍することはなく、埋も
れていた平蔵に脚光をあてた池波正
太郎。この作品発表以後は、長谷
川平蔵の名を多くの人が知ることに
なりました。

▲池波正太郎が描く長谷川平蔵

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。

３・４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。

3月12〜18日
●邦楽爛漫−和の響−（40分）	 B
3月19〜25日
●東京国立博物館・台東区立書道博物館
連携企画20周年「王羲之と蘭亭序」（14分）
	 午前9時16分
●令和4年度	下町こどもステージ（20分）
	 午前9時30分
●令和5年度	台東区予算案（10分）
	 午前9時50分
3月26日〜4月1日
●令和4年度	台東区優秀技能者顕彰	受賞
者紹介（20分）	 B
●たいとうタイムトラベルPart10（20分）	 C

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　地デジ　 ch11

3月5日〜4月1日
●ニュースたいとう（20分）	 Ａ
※3月19〜25日のみ16分の放送
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
3月5〜11日
●フェンシングフルーレ	男子	日本代表
松山恭助選手（14分）	 	B
●旧作品　今からできる脱プラ生活（6分）
	 午前9時34分
●旧作品　台東区長賞ギャラリートーク	第
3回	平成24年度台東区長賞受賞作品「絵空
事の賜物」染谷浩司（6分）	 C
●旧作品　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46分
特別編成　3月10日　再3月11日　午後1時〜5時
●台東区議会	令和5年	第1回定例会	区長
所信表明＋一般質問

※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


