広報

浅 草 芸 能 大 賞 区民 審 査 委
員募集

大衆芸能の奨励・振興とともに、
区のイメージアップを図ることを

▽申込開始日時 ５月 日㈮午前
時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）
☎（５２４６）１２５１

②６月 日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子
供を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課保健
指導担当
☎（３８４７）９４９７

育 児 相 談・とこ とこ 育 児
相談

か月程度か
消費税率 ％への引上げが２年
かります。
半延期されたことを踏まえ、国の
経済対策の一環として、 年４月 ※ＤＶ被害者
等、台東区
～ 年９月までの２年半分の臨時
内在住で、他の区市町村に住民
福祉給付金が一括して支給されま

臨時福祉給付金の申請を
お忘れなく

①４～８月生まれの方は５月末、

②９～ 月生まれの方は７月末、
③１～３月生まれの方は９月末に

送付する予定です。
※今年度、国民健康保険から後期
高齢者医療制度に切り替わる方

は、送付時期が異なる場合があ
ります。
▽受診期間 ①６月１日㈭～９月

票がある方は、左記コールセン
ターへ

▽問合せ 台東区臨時福祉給付金
コールセンター（土・日曜日・
祝日を除く午前８時 分～午後
５時 分）
☎（６９１０）２０２１

●給付金の給付を装った「振り込
め詐欺」や「個人情報の詐取」に
ご注意ください
区や東京都・厚生労働省が、Ａ
ＴＭの操作を求めることは絶対に
ありません。このような事で電話
がかかってきたり、不審な郵便物
が届いたら、迷わず最寄りの警察
署や、警察相談専用電話（ ☎＃
９１１０）にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

笑って元気教室
「漫才と体操」

【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。

区下谷１ ２
公(財）台
東区芸術文化財団浅草芸能大賞
担当
☎（５８２８）７５９１

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 ６月 日㈬午後２時～４
時（１人 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、
▽日時 ６月 日㈫、７月 日㈫
更年期や月経障害・不妊などで
午前９時 分、 時、 時 分、 お困りの方
時（各 分程度）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
▽場所 台東保健所３階大会議室
健サービス課保健指導担当
▽対象 台東区の国民健康保険か
☎（３８４７）９４９７
後期高齢者医療制度の加入者
子育て心理相談（予約制）
▽定員 各６人（先着順）
▽内容 骨密度（素足で測定）
、
血管年齢、物忘れ度、握力、血
圧の測定、結果説明と助言

あ な た の 体 の 健 康 度、
チェッ ク し て み ま せ ん か
（予約制）

26

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「出産後、気分が落
ち込みがち」など、保護者の方の
相談に専門カウンセラーが応じま
す。
▽日程・場所
①６月 日㈬・浅草保健相談セン
ター

日㈯ ②８月１日㈫～ 月
す
。
日㈭ ③ 月１日㈰～ 年１月
年 月以降は、軽減税率制度
日㈬
が開始される予定のため、給付金
※会社等の健保組合や協会けんぽ
の給付は今回限りとなり、今後の
等に加入している方やその被扶
実
施
はありません。
養者は、加入している医療保険
給付対象となる可能性がある方
が特定健康診査を実施しますの
には、世帯ごとに申請書を発送し
で、
勤務先等にお問合せください。 ました。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
▽給付対象 次の全てに該当する
ス課母子成人保健担当
方 ① 年１月１日時点で、台
☎（３８４７）９４８１
東区に住民登録がある ② 年
度分の特別区民税（均等割）が
いきいき若返りまつり
非課税 ③課税されている方の
扶養親族等でない ④生活保護
参加者同士で交流しながら、健
等を受給していない
康度測定・体操・物作りなどが楽
▽給付額 １人１万５千円
しめます。
▽申請方法 原則、郵送申請
※区役所３階 会議室でも受付し
ています。
▽申請期限 ６月 日㈮（消印有
効）
※申請から支給まで１か月半～２

28

パ ー キ ンソン 病 患 者 さ ん
のための体操教室

30

目的に
「浅草芸能大賞」「同奨励賞」
「同新人賞」を授与しています。
大衆芸能の分野で、東京を中心に
活動しているプロの芸能人の実績
と最近の活動状況を踏まえ、一般
公募した区民審査委員が候補者を
推薦します。その結果を参考に、
専門審査委員が決定します。
▽任期 ６月 日㈮から 年間
▽対象 ４月１日現在、 歳以上
で区内在住の方
人程度（抽選）
▽定員
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・生年月日・性別・電話
番号を書いて左記問合せ先へ
※６月下旬に決定者にのみ通知
▽申込締切日
月２日㈮（必着）
０００４ 台東
▽問合せ 〒

６月１～７日はＨＩＶ（エイズウイルス）
検査普及週間です
▽場所 台東保健所４階

▽内容 身体測定・保健師等によ
る相談
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30

▽定員 各 人（先着順）
▽予約受付
☎（３８４３）５７５１
※無料・匿名・予約制（検査日の
２週間前から予約可）
随時、ＨＩＶ（エイズ）に関する
相談に応じています。

14

31

▽日時 ６月 日㈭
午後１時 分～３時 分
▽場所 台東保健所３階大会議室

30

●増えている感染者数
年の新規ＨＩＶ感染者報告数
（全国）は１千６件で過去８位、
新規エイズ患者報告数は 件で過
去８位の多さとなっています。
●ＨＩＶ（エイズウイルス）の即
日抗体検査を行っています（５月
から梅毒即日抗体検査も受けられ
るようになりました）

根岸社会教育館

30

▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７

6月27日㈫午前10時～午後3時

30

寿区民館

30

▽日時 ６月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）
▽定員
▽出演 春風こうた・ふくた、う
すくら屋
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

28

10

302

15

30

11

6月23日㈮午前10時～午後3時

30

福祉プラザ台東清峰会
6月20日㈫午前10時～午後3時 （ほうらい地域包括支
援センター）

11

浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

老人福祉センター

30

年 に１ 度 の「 総 合 健 康 診
査」を受けましょう

6月17日㈯午前10時～午後3時

☎（３８４４）８１７１

40

ＨＩＶに感染しても、すぐに症 ●展示コーナーを設置します
状は現れません。検査を受けるこ ▽日程・場所
とで、初めて感染の有無を確認す ・５月 日㈪～６月 日㈮・台東
保健所１階エントランスロビー
ることができます。
検査の結果は、採血後、約１時 ・５月 日㈪～６月９日㈮・生涯
学習センター１階アトリウム
間程度で分かります。
※感染の機会から２～３か月以上 ・６月 日㈯～ 日㈪・区役所１
階
経過した後に、検査を受けてく
ださい。

台東区民会館

▽対象 区内在住か在勤・在学の
方
人（先着順）
▽定員
▽内容 健康度測定コーナー、歌、 ▽内容 マットを使用した体操、
情報交換会
踊り、体操ほか
▽問合せ 台東保健所保健サービ ▽持ち物 運動できる服装、飲み
物
ス課保健指導担当
▽申込み・問合せ 台東保健所保
☎（３８４７）９４９７
健予防課精神保健担当
浅草保健相談センター
☎（３８４７）９４０５

6月15日㈭午前10時～午後3時

27

30

歳以上の国民健康保険および
後期高齢者医療制度加入者、生活
保護受給者には、受診票を送付し
ます。

入谷区民館

10

6月14日㈬午前10時～午後3時

15

31

12

谷中区民館

30

11

10

30

6月9日㈮午前10時～午後3時

10

28

15

50

31

場所

日時

費用
対象・定員
日時

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時
（受付は午前10時～10時15分）
場所
6月21日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
6月27日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

14

区内にある従業員
数10人以下の事業
所に勤務する方・
35人
有料
区内在住の15歳以
上40歳未満の方・
35人
尿・血液・心電
小規模事 図・ 胸 部X線・
業所健診 視力・聴力検査、
7月26日㈬
肝炎検査可
午前9時～10時30分
尿・血液・胸部
区民健診 Ｘ線・視力検査、
肝炎検査可

428

30

－
11

10

30

21

翌日）から2か月先の予約受付をします（先着順）
。
場所・問合せ 台東保健所☎（3847）9481

20 2

－

30 30

13

19

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
6月1日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階（はばたき21）
6月6日㈫午前10時～11時
谷中区民館
6月9日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
6月14日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
6月15日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
6月16日㈮午前10時～11時
今戸児童館

40

29

29

17

台東 保 健所 保 健予 防課 感
染症対策担当
☎（３８４７）９４７６

各種健診・検診（通年実施）

50

▽日時 原則第２ ４水曜日
午後１時～２時 分受付
30 ・

内容
名称

27

10

申込方法 毎月1日（1日が土・日曜日の場合は第1月曜日、祝日の場合は

16

6

110

－

11

相談
問合せ
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