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区の世帯と人口（5月1日現在）
住民登録

前月比

樋口一葉 と錦絵

世 帯 数

115,242（+571）

人

195,148（+509）

口

楊洲周延「全盛廓の賑ひ」
（部分）

楊洲周延「咲替テ廊の賑ひ」
（部分）

楊洲周延「女礼式裁縫の景」
（部分）

樋口一葉

25

145

（明治５～ 年）

日本近代文学を代表する小説家。
「大
つごもり」
「たけくらべ」
「にごりえ」
「十三夜」など数々の名作を遺した。

歌川派の浮世絵師楊洲周延が描いた
「別れ霜」
挿絵と錦絵の世界
期間６月 日㈰まで

楊洲周延「浅草公園遊覧之図」
（部分）

樋口一葉生誕 年記念企画展

発行 台東区 編集 総務部広報課 〒110－8615 台東区東上野４丁目５番６号
☎ 5246－1111（代表） FAX 5246－1029（広報課）
区ホームページ▶︎
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楊洲周延「婦人載縫之図」
（部分）

一葉記念館

【施設概要】

一葉記念館は、一葉直筆の「たけくらべ」未定稿や、一葉が住んでいたこ
ろの下谷龍泉寺町の模型などと共に、24年間で数々の名作を遺した一葉の生
涯を紹介しています。
現在開催中の企画展では、当館所蔵の錦絵コレクションの中から、周延の
作品と一葉の「別れ霜」が掲載された「改進新聞」を同時にご覧いただき、
周延が築いた絵画の世界へいざないます。一葉と明治の人気絵師とのコラボ
レーションをお楽しみください。
▼一葉愛用の文机（複製）
「たけくらべ」▼
未定稿

▷所在地 竜泉3−18−4
▷開館時間 午前9時～午後4時
30分（入館は4時まで）
▷休館日 月曜日（祝日の場合は
翌日）
、年末年始、特別整理期間
▷入館料 一般300円、小中高生
100円
※未就学児、障害者手帳または特
定疾患医療受給者証をお持ちの
方とその介助者は無料
※土曜日は区内在住・在学の小中
学生とその引率者は無料
※年間パスポート等のお得なサー
ビスあり

一葉記念館

問合せ 一葉記念館☎（3873）0004

YouTubeの台東区公式チャンネルで「樋口一葉と錦絵」の動画をご覧になれます。区ホームページか右記2次元コードからご覧になれます。ぜひご利用ください。
〈台東区広報課CATV担当☎5246−1041〉

台 東 区 発 足 周 年 を記 念
して「原動機付自転車オ
リ ジ ナルナンバー プレー
ト」のデ ザ イン 投 票 を 実
施しています

６つのデザイ
ン候補から、皆

※利用後、派遣結果報告書の提出
が必要
▽申込締切日 派遣を希望する日
の２～３週間前
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ

年以内に同じ調査項目の助成を
受けていないこと等の要件があり
ます。詳しくは左記へ。
▽対象 ①分譲マンションの管理
組合（台東区マンション管理組
合登録制度に登録している・こ
れから登録する） ②賃貸マン
ションを所有する個人・法人

２分の１（上限２万円）
●高齢者等住み替え居住支援（転
居前に申込み）
取り壊しや家主の都合による契
約更新拒否により立ち退きを受け
ている方に対して、転居に要する
費用を助成します（区内の民間賃
貸住宅から区内の別の民間賃貸住
宅に転居する場合に限る）
。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世
帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③前
年の合計所得金額が単身世帯は
万８千円以下、２人以上の世
帯は世帯員が１人増えるごとに
万円を加算した額以下 ほか
▽助成額 礼金、仲介手数料・引
越し費用の合計額（上限 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１３６７

マンション 向 け 省エネコ
ン サ ル タン ト 派 遣 を 行 い
ます

※利用前に区への申請が必要です。
※詳しくは、区役所５階⑩番住宅
課で配布するパンフレットか、
区ホームページをご覧ください。
▽問合せ 台東区住宅課
☎（５２４６）１４６８

利用した場合、支払った初回保証
料の一部を助成します。
▽対象 次の全てに該当する方

区では、共同住宅（主にマンシ
高齢者等住宅支援
ョンの管理組合）向けに、無料で
●高齢者等家賃等債務保証
省エネコンサルタントの派遣を行
保証人がいないため、民間賃貸 います。
住宅に入居することが困難な方に、 現地調査の上、省エネ提案書を
区と協定を結んだ賃貸保証機構が 基に省エネに関するアドバイスを
住まい探しをサポートします。賃
貸保証機構に加盟する保証会社を
行います。
※予算件数に達し次第終了
※詳しくは左記へお問合せくださ
い。

（公財）東京都防災・建築まち
づくりセンターまちづくり推進
課☎（５４６６）２１０３

マンション共用部分バリ
アフリー化支援

▽問合せ 環境課普及啓発・みど
り担当☎（５２４６）１２８１

マンション 計 画 修 繕 調 査
費助成制度

①高齢者・障害者・ひとり親世
帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③生

区立中 学 校の学 校公
開（第１回）を実施し
ます

年４月に中学校へ入学予
定の新１年生とその保護者を対

象に、学校公開を実施します。
授業や部活動等を通して各中
学校の活動や特色を知ってもら

い、学校を選択するときに役立
ててください。
申込みは不要です。直接、学

校にお越しください。
下表の日程のほかにも、各中
学校で見学会や説明会を開催す
る場合があります。
また、第２回学校公開は９月
に実施予定です。詳しくは決定
次第お知らせします。

学務課学事係
☎（５２４６）１４１２

用部分・敷地内における段差の
解消・手すりの取り付け
※工事内容は「東京都福祉のまち
づくり条例施設整備マニュア
ル」に準じること。
▽助成額 工事費の３分の１以内
（上限 万円）
※工事に関する総会議決や工事着
手前の申込み等が必要です。
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。

▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１４６８

我 が 社の環 境 経 営 推 進 支
援 制 度 を ご 活 用 く だ さい
― 事業所向け省エネ支援
制度 ―

●省エネ専門家派遣制度
・エコアドバイザー派遣コース
事業所に無料で省エネの専門家
を派遣し、経営改善につながる設
備の更新や、運用改善などの省エ
ネに関するアドバイスをします。
・ソーラー診断コース

学校公開（第１回）

事業所に専門家を派遣し、太陽 ※予算が無くなり次第終了
光発電システム設置の適否や、導 ※助成金制度は、工事前に申請し、
入による費用対効果等に関する提
年３月 日㈮までに工事完了
案をします（家庭向けもあり）
。
報告書を提出してください。
●各種助成金制度
▽問合せ 環境課普及啓発・みど
・エコアドバイザー派遣や官公庁
り担当（区役所６階③番）
が実施する省エネ診断等で認めら
☎（５２４６）１２８１
れた機器の導入費用の助成
●東京ソーラー屋根台帳をご活用
▽対象 年間エネルギー使用量が、 ください
原油換算で１千 キロリットル
住所を入力するだけで、太陽光
未満の区内事業者
発電等の設置に適している建物か
▽助成額 工事費用（消費税を除 どうかが一目でわかるウェブマッ
プです。

中学校名

ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１４６８

29万円

30

問合せ

（社宅・ 寮および公的住宅を除
く）
▽調査項目 建物調査、給排水調

101戸以上

さんの投票によ
り３つのデザイ
ンを決定する予定です。

19万円

マンションアドバイザー
利用助成制度

100戸以下

査
▽助成額 調査費の３分の１か、
左表の助成限度額のいずれか少
ない額
67万円

（公財）東京都防災・建築まち
づくりセンターが実施するマンシ

建物調
51～100戸 44万円
査

※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１４６８

15

ョン管理アドバイザー制度か、マ
ンション建替え・改修アドバイザ
ー制度を利用する場合に派遣料を
全額助成します。
30万円

▽期間 ６月 日㈮まで
▽投票場所 区役所１階正面玄関
を入って左側の投票コーナー・
同３階⑩番税務課、区民事務所
・同分室、地区センター（区ホ
ームページから投票可）
※１人１回のみ
▽デザイン案

※地の色は、 ㏄以下は白色、
㏄以下は薄黄色、 ㏄以下は薄
桃色になります。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１７

50戸以下

活保護を受給していない ④区
内転居であり、転居先に継続し ▽対象 分譲マンションの管理組
て居住する ⑤保証人がおらず、 合、賃貸マンションの個人オー
ナー

く）× ％（上限 万円）
・太陽光発電システム導入費用の

助成
▽対象 区内の建物に設置する事
業者
▽助成額 １キロワットあたり
５万円（上限 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽申込期間 通年受付（先着順）
▽申込方法 申込書（下記問合せ
先で配布、区ホームページから
ダウンロード可）に記入し、必
要書類を添えて下記問合せ先へ
郵送か持参

☎（５２４６）１２８１

※航空測量データ等を基に作成し
ているため、現地調査との結果
に多少の誤差が生じることがあ
ります。
▽問合せ クール・ネット東京
☎（５９９０）５０６６
台東区環境課普及啓発・みどり
担当

30

101戸以上

給排水
調査

助成限度
額

256

38

▽助成対象工事 マンションの共

30

1つのマンシ
ョンで1回限
り

▲2次元コード

90

10

住宅戸数
調査項
目

緊急連絡先がある ほか
▽助成額 支払った初回保証料の

20

同一年度内
に1つのマン
ションで各
コース1回

区内のマンションの、大規模修
繕の計画的な実施や長期修繕計画
を作成するために、共用部分の建
物や設備の調査を実施する場合、
調査費の一部を助成します。過去

▲2次元コード

500

30

125

マ ン シ ョ ン 管 理・ 修 繕 相
談員派遣制度

（２時間）まで

学校説明会
6月17日㈯
御徒町台東
6月15日㈭～17日㈯午前8時30
午後1時30分～2時15分
台東4−13−16 分～午後5時30分※17日㈯は午
※説明会終了後、部活動
☎（3831）3787 後4時まで
体験会
柏葉
6月19日㈪～22日㈭午前8時40
6月20日㈫･22日㈭
下谷3−1−29
分 ～ 午 後5時 ※21日 ㈬ は 午 後2
午後4時～5時
☎（3876）3341 時30分まで
6月15日㈭～17日㈯午前8時40 6月15日㈭･16日㈮
上野
分～午後5時※17日㈯は午後4 午後3時30分～4時
上野桜木1−14−55
時30分まで※部活動の体験可
6月17日㈯
☎（3828）5458
（予約不要）
午後2時30分～3時
6月20日㈫～23日㈮午前9時～
忍岡
午 後3時20分 ※21日 ㈬は午後2 6月22日㈭･23日㈮
上野公園18−20
時20分まで※22日㈭･23日㈮は 午後3時40分～4時40分
☎（3828）7241
部活動見学可（予約不要）
6月12日㈪～15日㈭午前9時～
浅草
午 後5時 ※14日㈬は 午 後0時30
6月12日㈪
蔵前1−3−4
分まで※12日㈪は午後4時15分
午後4時～4時30分
☎（3866）5169 より部活動体験会（予約不要）
※部活見学は随時可
桜橋
5月24日㈬～27日㈯午前8時50分
5月24日㈬
今戸2−1−8
～午後3時25分※24日㈬は午後2
午後4時～5時
☎（3876）2277 時25分まで
6月12日 ㈪･13日 ㈫･15日 ㈭ ～
6月13日㈫･15日㈭
駒形
17日㈯午前8時45分～午後5時
午後4時～4時30分
北上野2−15−1 30分※17日㈯は午後4時30分ま
6月17日㈯
☎（3844）2089 で※17日㈯は部活動体験可（予
午前11時～11時40分
約不要）※部活見学は随時可

50

50

助成回数

70

16

50

専門家（マンション管理士・一
級建築士）を理事会等に派遣しま
す 資(料代・会場費等は利用者負
担）
。
▽対象 分譲マンションの管理組
合、賃貸マンションの個人オー
ナー
▽派遣回数 同一年度内に１回

平成29（2017）年 5月20日

助成対象事業
対象
マンション管理ア
ドバイザー制度【A
コース（講座編）
・ 区内の、分譲マ
Ｂコース（相談編）
】ンションの管理
組合または賃貸
マンション建替え・ マンション所有
改修アドバイザー 者
制度【Aコース（入
門編）
】
区内の築30年以
マンション建替え・
上の、分譲マン
改修アドバイザー
ションの管理組
制度【Bコース（検
合または賃貸マ
討書の作成）
】
ンション所有者

第 1181 号 （2）
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずはご相
談ください。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847−3611〉

広報

池之端児童館の大規模 改
修工事について

●工事に伴い、乾電池の資源回収
拠点を休止します
休止期間中は、左記の回収場所
にお持ちください。
▽期間 ６月１日㈭～ 年３月末

ある場所をぜひ確認してください。
なくなります。ご理解・ご協力を
「こども 番」の協力者（緊急避
お願いします。
▽問合せ 台東子ども家庭支援セ 難場所提供者）になっていただけ
ンター
☎（３８３４ ４
) ５７７
台東一丁目区民館
☎（３８３４）４４０８
区民課区民施設係
☎（５２４６）１１２３

～ 地 震 に 備 えて ～ 家 具 転
倒 防 止器 具の取 り 付 けを
助成します

るご家庭や店舗、事業所の方は、
左記問合せ先へご連絡ください。
▽問合せ 学務課
☎（５２４６）１４１２

平 成 年第２回台東区議
会定例会が始まります
本会議や委員会は、どなたでも
傍聴することができます。
ぜひ、議会の傍聴にお越しくだ
さい。
▽日程 ６月５日㈪～ 日㈬
※会議予定等、詳しくは区議会ホ
ームページをご覧ください。委
員会の生中継や録画中継を見る
こともできます。

求 職 者 向 け 説 明 会＆施 設
めぐりん

高齢施設、児童施設での勤務に
従事する方を募集します。
▽日時
・施設見学・法人説明会 ６月
日㈯、 日㈯午前 時～正午
・採用説明会 ７月５日㈬午前９
時～ 時
▽対象 中途採用者、 年４月１
日採用の新卒者
▽申込方法 希望日・氏名・電話
番号を電話か電子メールで左記
問合せ先へ
▽申込締切日 各開催日の２日前

▽場所・問合せ 台東区社会福祉
事業団☎（５６０３）２２２８

メール
taitojd-somu@bz
03.plala.or.jp

受 験 生チャレンジ支 援 貸
付事業

れます。
▽対象 区内在住で次の要件に該

当する世帯 ① 年４月１日現
在、中学３年生か高校３年生、
それらに準ずる子供（高卒認定
合格者等）を養育している ②
世帯の課税所得または総収入金
額の合計額が一定基準以下
※この他に要件あり、詳しくは左
記へ
▽貸付限度額 学習塾等受講料
万円、高校受験料２万７千
円、大学等受験料８万円
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会生活支援室
☎（５８２８）７５４７

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

６月 日㈯から 年３月中旬ま
で、大規模改修工事のため、児童

台東子ども家庭支援センターの
拡張工事に伴い、９月から 月
（予定）まで一部施設を利用でき

台東子ども家庭支援セン
ターの拡張工事について

館の施設利用ができなくなります。 （予定）
▽回収場所 上野地区センター等
これに伴い、一部事業を縮小（日
最寄りの拠点回収場所
曜開放は休止）し、近隣の公共施
設等を活用して、事業を行います。 ▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１
※池之端こどもクラブは忍岡小学
校内に仮移転します。
※詳しくは左記問合せ先へ
▽問合せ 児童保育課放課後対策
担当☎（５２４６）１２３５
行事等については、池之端児童
館
☎（３８２３）６６４４

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の
方 ① 歳以上の高齢者のみの
世帯 ② 歳以上の高齢者が在
宅で生活し、世帯全員の住民税
が非課税の世帯
▽内容 家具転倒防止器具を無料
で１世帯３点まで取り付け（１
回限り）
▽申込み・問合せ 高齢福祉課総
合相談・給付担当（区役所２階
⑤番）
☎（５２４６）１２２２

イド」から「税金と保険・年金」
の「介護保険」内「事業者情報（区
民の方へ）
」に「介護サービス事
▽問合せ 区議会事務局
業者の求人情報」を掲載していま
☎（５２４６）１４７３
す。
※仕事内容・採用等、詳しくは各
介 護 相 談員を派 遣してい
事業者にお問合せください。
ます
▽問合せ 介護保険課事業者担当
介護相談員とは、利用者や家族
☎（５２４６）１２４３
からのサービスに対する要望など
年度「区長と語る会」
の相談に応じ、事業者との橋渡し
結果報告書がまとまりま
の役割を担う専門の相談員です。
した
区では、介護相談員を区内の特
別養護老人ホームや老人保健施設、 「区長と語る会」は、区の広聴
活動の一環として、区長が直接区
民の皆さんからご意見・ご要望等
をお聴きし、区政に反映させるこ
デイサービスなどに派遣し、利用
者とコミュニケーションを図り、
また、事業者のサービスの質の向
上につなげるよう努めています。

介護相談員を受け入れている施
設では、ポスター等を掲示してい
ます。気軽にご相談ください。
▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４４

400

「こども 番」にご協力く
ださい
近年、登下
校時の子供が
狙われる痛ま
しい事件が連
続して発生し
ています。

区では、子
供を犯罪から
守るため、
「こども 番」への協
力をお願いしています。この事業

は、登下校時の通学路をはじめ、
放課後の一般道・公園等で子供た
ちが「知らない人からの声かけ」
「痴漢」
「つきまとい行為」などの
被害に遭った・遭いそうになるな
ど、身の危険を感じた場合に、助

とを目的に開催しています。
▽実施団体 地区町会連合会（
地区）
、町会連合会女性部、区
内中学生、
区内団体（女性会員）
、
青年団体
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー、図書館のほか、
区ホームページ「区民の声」に
掲載
▽問合せ 広報課広聴担当

10

学習塾・通信講座等の受講料、
高校・大学等の受験費用を無利子
で貸付しています。
高校や大学等に入学した場合は、
申請により貸付金の返済が免除さ

※1事業者につき1年に1回のみの申込みとなります。なお、不実行
の場合は、この限りではありません。
※「夏季特別資金」に代わる制度です。
▷問合せ 産業振興課融資担当（小島2−9−18 中小企業振興セ
ンター内）☎（5829）4128

29

国民健康保険加入者の皆さんへ

ん）でも申込可（区役所２階
⑪番国民健康保険課保険料係

所・同分室、金融機関、区指
● 年度分（４月～ 年３月）
定のコンビニエンスストア
の国民健康保険料納入通知書を
（納付書にバーコードがつい
発送します
ている場合）
１年分の保険料を支払う回数
は、６月～ 年３月の 回です。※口座振替の世帯は、原則とし
て月末に指定口座から引き落
年度の国民健康保険料は、被
とします（一括の場合は６月
保険者の 年中の所得をもとに
計算します。詳しくは通知書を
末に引き落とし）
。
ご覧ください。
・特別徴収（年金からの引き落
・普通徴収（納付書または口座 し） ７月中旬に特別徴収決定
振替で支払い） ６月 日㈭に
通知書を発送
納入通知書を発送
▽問合せ 国民健康保険課資格
▽納付場所 区役所、区民事務
係☎（５２４６）１２５２
●国民健康保険料のお支払いは
金融機関の口座振替が便利です

▽申込方法
のみ）
・口座のある金融機関または区 ※利用できる金融機関について
役所２階⑪番国民健康保険課
は左記へお問合せください。
※生体認証ＩＣキャッシュカー
ド等、一部利用できないカー
ドがあります。
※必ず口座名義人の方がお越し
ください。
※詳しくは左記へ
▽問合せ 国民健康保険課保険

パソコンで区 内 介 護 サー
ビス事業者の求人情報が
見られます

☎（５２４６）１０２３

30

必要書類

20

信用保証

10

基本的要
件

110

区ホームページの「暮らしのガ

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。

融資金額
資金使途
貸付期間
貸付金利

24

申込期間

30

保険料係、区民事務所・同分
室へ国民健康保険証・通帳・
届出印を持参
※郵送でも申込可。口座振替依
頼書の郵送を希望の場合は下
記問合せ先へ
・通帳・届出印の代わりに金融

けを求める緊急避難場所を地域に
設けるものです。
ご家族で、ステッカーが貼って

11

11

28

▲2次元コード

通年
次の全てに該当する法人または個人事業者
・法人は台東区内に営業の本拠かつ本店登記を、個人は
台東区内に主たる売上のある事業所を有し、同一事業
を同一場所で1年以上営み、今後も区内で営業を続ける
・申込みする日までに納付すべき法人税（所得税）、事業
税および住民税を完納している
・東京信用保証協会の定める保証対象業種を営む中小企
業者であり、許認可を必要とする業種については許認
可を受けている
・中小企業信用保険法に定める中小企業者
・個人は収入金額の過半数を当該事業から得ている（給
与所得者の副業と認められるものは対象外）
500万円以内
運転資金
1年以内（うち据置期間は3か月以内）
1.5％以内（区補助1.2％以内、本人負担0.3％）
原則として、東京信用保証協会の信用保証が必要。信用
保証料は、区が全額補助。
前回あっ旋日から5年経過した場合、初回申込と同じ書類
が必要（証明書は発行日から3か月以内のもの）
・融資あっ旋申込書
・法人は法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書等控
一式、個人は確定申告書・青色申告決算書等控一式（申
告書控には税務署受付印または電子申告受信通知が必要）
・法人は法人税（その1）または法人事業税の納税証明書、
個人は所得税（その1）または個人事業税の納税証明書
・営業地の不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃貸）等
※無償貸借は要問合せ
・許認可証・届出書・登録証
・実印（法人は法人実印）
・初回（5年経過）申込・変更のある方は商業登記簿謄本、
印鑑証明書、不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃
貸）
、許認可証、情報提供に関する同意書等

E

「台東区中小企業短期運転資金」
融資あっ旋をご利用ください
28

11

29

30

料係
☎（５２４６）１２５６

▲「こども110番」ステッカー

65

10

29

29

機関のキャッシュカード（ク
レジットカードではありませ

110

30

10

15

30

28

65

110
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地区

町会名

氏名

地区

地区

▷問合せ 台東保健所保健
サービス課健康推進担当
☎（3847）9406

町会名

氏名

町会名

氏名

鳥越１丁目町会

高橋彩子

雷門西部町会

竹本葉子

鳥越二丁目町会

竹村昌江

浅草東町会

早田恵美

蔵前一丁目町会

大場智恵子

浅草中央町会

早川香苗

浅草西町会

田中初枝

浅草公園町会

白石雅俊

竹町南町会

福田真弓

松が谷四丁目本町会

大原定雄

竹町中町会

山本政江

松が谷四丁目東栄会

橋本辰造

台東四丁目町会
竹
町 佐竹町会
地 二長町町会
区
御徒町一丁目町会

熊谷寿美子

北上野町会

大木さと子

堀越秀生

松が谷三丁目町会

髙岡貞夫

入谷光和町会

松島栄一

小島一丁目町会

柴山久雄

北上野２丁目町会

篠根敬治

小島二丁目東町会

平島アキエ

花川戸一丁目町会

神尾伸幸

御徒町二丁目町会

長谷川丈夫

北上野１丁目町会

宮本禎夫

小島二丁目西町会

前田玲子

花川戸二丁目町会

荒井邦忠

仲徒一丁目町会

粟國幸昇

下谷１丁目町会

渡辺洋子

東三筋町会

井村晃崇

浅草馬道一丁目町会

清水由美

東上野一丁目町会

小川靖子

下谷二丁目町会

大久保敦子

西三筋町会

海老原正人

千束一丁目南町会

松下康子

東上野２丁目町会

堀川重雄

金杉一丁目町会

国分潔

蔵前三桂町会

三上由美子

千束２丁目光月町会

西川哲生

東上野徒三町会

荒井小百合

下谷東町会

林春男

元浅草三丁目町会

菅原久子

千束２丁目西町会

山口浩一

古澤敬三

金杉仲通町会

橋本洋子

精華町会

望月紀美江

浅草千和町会

佐藤愼

根岸和子

金杉二丁目町会

土屋俊夫

蔵前三･四丁目町会

大久保清治

大鳥町会

茂垣三枝子

新井雅安

三ノ輪町会

祖山清隆

蔵前中央町会

宮森妙子

千束３丁目千吉町会

湯本和子

東三ノ輪町会

石川元昭

元蔵三町会

黒川満雄

京町二丁目町会

吉村加代

三ノ輪一丁目町会

飯野訓司

駒形南町会

髙橋由美子

浅草３丁目象一町会

川口千明

竜泉三丁目泉町会

鈴木勝己

駒形町会

福丸純子

浅草三丁目東町会

田切豊一

竜泉中部町会

伊藤善子

浅草寿町一丁目町会

中村きみ江

浅草象潟町会

堀内直人

浅草寿町二丁目町会

近藤和雄

浅草中町会

三田正則

東 東上野宮元町会
上
野 東上野三丁目中町会
地
区 東上野車坂町会
東上野稲神町会

上
野
地
区

樋浦伸一
伊東憲一

石井玉枝

入
谷
地
区

金
杉
地
区

浅
草
橋
地
区

浅草橋３丁目蔵元町会 嶋田久子

雷
門
地
区

東上野神吉町会

久保田恒久

東上野四丁目本町会

下条都子

黒門町町会

長谷川雅美

東黒門町町会

今井和好

龍泉南部町会

秋山芳雄

坂町同朋町親和会

千壽直文

竜泉二丁目町会

本間智恵子

寿三丁目東町会

冨井喜代

千草町会

工藤千恵子

長者町二丁目町会

藤木弘美

龍泉西部町会

岩瀬益美

寿四丁目町会

今成やす子

浅草象三町会

新井幸子

仲御徒町中町会

大桃秀之

金杉上町町会

小田島貞子

栄久町会

田中一豊

浅草馬三町会

渡邉繁

仲徒三四町会

染谷幸一

下根岸町会

小黒巧一

阿部川町会

高橋明美

浅草馬二町会

仲豊子

下谷町町会

冨坂和弥

東桜木町会

黒滝勝子

菊屋橋町会

岡島吉孝

田町聖横町会

丸山浩

上野三橋五條町町会

有田廣明

上野桜木町会

髙橋美佳

元浅草七軒町会

藤尾功子

聖天町会

関口宇子

上野町町会

水谷雅之

天王寺町会

津田和美

元浅草永住町会

髙木肇

堤町会

辻佐美雄

天茶親交会

浦田寛子

南松山町町会

長谷川延江

日本堤２丁目西町会

中村順兆

谷中町町会

黒崎喜美恵

南清島町町会

石渡司郎

今戸１丁目町会

土田秀

谷中真島町会

谷本佳子

元浅草２丁目町会稲和会 櫻木谷章代

今戸２丁目町会

和泉かほる

谷中南町町会

髙倉恵美

都営小島アパート自治会 静幸雄

今三町会

大河内克己

谷中三崎町会

中西千保

雷門田原町会

伊藤フミ

橋場一丁目町会

水島勝美

上野広小路町会

浅
草
寿
地
区

馬
道
地
区

池之端仲町町会

太田俊一

元黒門町町会

土肥弘基

上野東広小路会

北山真太郎

池之端茅町町会

橋本稔

池之端２丁目町会

油木惠子

北町緑会

山崎順子

西浅草１丁目町会

平賀一憲

橋場２丁目町会

嶋田芳子

池之端三丁目町会

小野寺脩

谷中親和会

斎藤一恵

松が谷１丁目町会

箕輪美智代

吉野町会

山本芳子

池之端４丁目町会

林和子

初音町一丁目町会

小林三穂子

東上野六丁目南町会

栗原成行

東清南町会

小林博

下車坂町会

有安省吾

初三親和会

日高紀子

東上野六丁目北町会

松崎弘

浅草東清町会

長谷川博子

根岸二丁目町会

寺島紀子

谷中初四町会

品川和子

松葉町会

山本喜則

浅草町一町会

加藤惠子

上根岸町会

藤原田鶴子

浅草橋一丁目西町会

小嶋立子

西浅草２丁目東町会

東谷繁

浅草町二町会

北浦孝悦

中根岸町会

長澤登美子

浅草橋新福井町会

石渡和子

西浅草２丁目西町会

越智恵

清川町会

大澤正美

浅草橋４丁目町会

鈴木富美子

浅草芝崎町東町会

牧成一

石浜１丁目町会

利根川久俊

浅草橋５丁目柳北町会 中畑知子

浅草芝崎町西町会

北村初江

石浜２丁目町会

吉良光子

浅草橋柳二町会

佐々木松美

浅草芝崎町中町会

尾﨑喜久江

石浜３丁目町会

寺井勝子

浅草橋１丁目町会

佐藤弘子

西浅草３丁目北部町会 高原道子

東浅草２丁目中町会

佐藤あや子

坂本町会
入
谷 坂本二丁目町会
地 入谷町会
区
仲入谷町会

谷
中
地
区

鈴木雅夫
谷貝麻知子
細沼正寛
鍔久仁子

浅
草
橋
地
区

雷
門
地
区

清
川
地
区

入谷中央町会

鈴木ナミ子

浅草橋１丁目協和町会 小林紀子

浅草１丁目三栄町会

猪狩由香里

日本堤１丁目中央町会 根岸純一

本入谷町会

仁平マユミ

浅草橋３丁目町会

田村瑞

雷門東部町会

福嶋美好

日本堤２丁目東町会

黒﨑正志

入谷北栄町会

長峰博子

柳橋町会

平野美知子

雷門中部町会

金木幸子

清三町会

岸トモ子

【区の職員を装った不審な電話にご注意!】「携帯電話を持って」「ATMへ」等の電話は還付金詐欺です。不審に思ったら警察に相談してください。

関案内）

氏名

光化学スモッグにご注意

町会名

☎（５２７２）０３０３
▽光化学スモッグ情報
大気汚染情報テレホンサービス
☎（５３２０）７８００

地区

光化学スモッグは、自動車や工
場から排出された窒素酸化物や炭

健康推進委員は区民一人ひとりの自主的な健康づくりを支援するとともに、地域での健康づくりを推進するリーダーです。今期は180
人の方が区長から委嘱を受け、健康学習会やウオーキングなど、さまざまな事業に取り組んでいきます。
（任期 29年4月～31年3月）

☎（５２４６）１２８３

新しい健康推進委員が決まりました（敬称略）

東京都環境局ホームページ
▽問合せ 台東区環境課

◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

化水素等が、太陽からの紫外線を
受けて化学反応を起こすことで発
生します。晴天で風が弱く、気温
が高い日に発生しやすいのでご注

○ 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
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第 1181 号 （4）

区民プロデューサー募集

25日～7月1日
●妊娠期から子育て期にわたる台東区の産後
B
ケア制度について（6分）
●五條天神社例大祭（14分） 午前9時26分
●旧作品 第29回下町七夕まつり（20分）C

台東区制作番組（ケーブルテレ
ビ）では、区民に親しまれる番組

●第1回 台東区景観まちづくり賞（6分） B
●旧作品 平成28年度アトリエ化支援事業
（14分）
午前9時26分
●旧作品 ふれあいコンサート おとあそび
C
♪親子音楽会（20分）

づくりを進めるため、区民の皆さ
んから番組企画を募集し、それを
元に番組制作を行う「区民プロデ
ューサー」を募集します。
▽申込方法 応募申請書、企画書、
撮影計画書を左記問合せ先へ郵
送か持参
▽締切日 ６月 日㈮（必着）
※詳しくは区ホームページをご覧
になるか左記へ
▽問合せ 広報課ＣＡＴＶ担当
☎（５２４６）１０４１

11～17日
●第10回 浅草橋紅白マロニエまつり（20
B
分）
●台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業
24
C
認定制度（14分）
●旧作品 第65回 東京藝術大学卒業・修了
4～10日
Ａ 作品 台東区長賞・台東区長奨励賞授与式
●こんにちは区長です（5分）
午前9時54分
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分 （6分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
18～24日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁か ●奏楽堂日本歌曲コンクール 第28回歌唱部
B
門・第24回作曲部門 本選（40分）
らのお知らせ

意ください。目がチカチカする・
のどが痛む等の症状が出たら室内

11ch

6月1～3・11～30日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
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

に入り、洗眼やうがいをし、症状
が良くならない場合は病院等で診
察を受けてください。
▽光化学スモッグ注意報 防災行

6・７月の区役所 制作番組案内

政無線等で放送
※午後５時以降は日差しが弱くな
り自然消滅するため、注意報解
除の放送はしません。
▽被害に遭ったときは
・台東保健所保健予防課（土・日
曜日・祝日を除く）
☎（３８４７）９４７１
・東京都保健医療情報センター
（自動音声による 時間医療機

平成29（2017）年 5月20日

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）
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「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

29

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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第 1181 号
ります。 日時 6月1日㈭午後1時～4時

など
「下町七夕まつり」
参加者募集中
●あなたの創った七夕飾りが夏の夜空を彩
ります「手作り七夕コンクール」 期間 7
月6日㈭～10日㈪ 場所 かっぱ橋本通り
（昭和通り～国際通り） 賞 金賞1点（賞
金3万円）
、銀賞2点（賞金2万円）
、銅賞3
点（賞金1万円）
、入選※個人のほか、団
体での参加可

場所・問合せ 台東

（ふりがな）
・年代・電話番号、在勤の方は

対象 区内在住か在勤・在学の方

区社会福祉協議会台東ボランティア・地域

勤務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

相談員 根岸順一氏（人権擁護委員）

活動サポートセンター☎（3847）7065

申込締切日 6月13日㈫（必着）

場所・問合せ くらしの相談課区民相談室

FAX （3847）0190

場所・問合せ 〒111−0023

（区役所1階）☎（5246）1025

申込締切日 6月9日㈮

作品搬入日時 7月6日㈭午前10時（必着）
申込み・問合せ 下町七夕まつり実行委員

鼓童「若い夏」
（台東区後援事業）
のチケットを販売しています
日程 7月6日㈭～9日㈰ 入場料 7,000円
（全席指定） 前売券 下記問合せ先で販売
場所・問合せ 浅草公会堂

☎（3844）7491

申込締切日 7月3日㈪

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

制度の利用方法や後見人業務などについ

無料建築相談室

て、司法書士が相談に応じます。 日時 6

耐震診断・家の建替えやリフォーム・建物

月10日㈯午前9時30分～午後4時（1組

の共同化など、建築に関する相談に月1回、

90分程度） 対象 区内在住か在勤・在学

実務経験豊かな建築士が応じます。

の方

日時 6月8日㈭、7月6日㈭午後1時～4時

定員 10組（要予約） 申込締切日 6
場所・申込み・問合せ 台東区社

会福祉協議会あんしん台東

筋力・バランス感覚・ゲーム・パズル・文

1−36−2 産業研修センター
☎（3872）6780

成年後見制度無料相談会

月1日㈭

介護予防教室

台東区橋場

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

☎（5828）7507

マンション管理セミナー・グル
ープ相談会

会 植松☎（3844）1220

学などの脳の活性化や口の健康など、多彩

●「七夕フリーマーケット」出店者募集

な分野の教室です。

日時 7月9日㈰午前10時～午後3時（雨天
中止） 場所 住友不動産上野ビル6号館前

表のとおり 期間 7～9月（各全10回）

障害のある方が、手織りで作った製品を展

日時 6月24日㈯午後1時30分～3時（セミ

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

示・販売します。 日時 6月13日㈫～16

ナー）
、3時10分～4時30分（グループ相

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

日㈮午前9時30分～午後4時30分（最終

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

日は3時30分まで） 場所 区役所1階ロビ

談会） 場所 区役所10階1001・1002会
議室 対象 区内のマンション所有者

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

ー 問合せ つばさ福祉工房

テーマ 新任理事の心構えと運営のコツ～防

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

☎（3842）2838

先へ

配布する申込用紙に記入し提出

災、民泊、高齢化、規約改正等にどう取り
組むか～ 講師 廣田信子氏（マンションコ

（東上野5−24−8） 対象 区内在住の方
出店数（予定）40店（抽選）
出店料 1,000円

申込方法 往復はがきに

申込締切日 6月7日㈬（必着）

申込み・問合せ 〒111−0035

台東区西

申込締切日 6月16日㈮

教室名（内容）等 下

問合せ 老人福祉セ

浅草3−6−8 下町七夕まつり実行委員

ンター☎（3833）6541

会 田中☎090（2144）3042

FAX （3839）5159

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ ときめきたいとうフェスタ事務局

（都市交流課内）☎（5246）1264

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」
日程・実演者（業種） 6月3日㈯・4日㈰大

渕浩吉（江戸指物）
、10日㈯・11日㈰山
田記央（江戸手描提灯〈ちょうちん〉
）
、
17日㈯・18日㈰坂井智雄（看板彫刻）
、
24日㈯・25日㈰藤本義和（型絵染）
実演時間 午前11時～午後5時
場所 江戸下町伝統工芸館
問合せ 産業振興課☎（5246）1131

江戸下町伝統工芸館☎（3842）1990

特設「人権身の上相談」

教室名（内容） 曜日

時間

場所
入谷老
人福祉
面白脳トレ（ゲー
午前10時～ 館
ム、 文 学 な ど を 水
11時30分 三筋老
通じて脳トレ）
人福祉
館
セラバンドで筋
力アップトレーニ
橋場老
午前10時～
ング教室（筋力や 火
人福祉
11時30分
バランス感覚を整
館
える体操）
お口元気度アップ
老人福
午前10時～
（口の健康度チェ 木
祉セン
11時30分
ック・体操）
ター

社会課題解決に組織を導くファ
ンドレイジング基礎講座
日程（内容） 7月10日㈪（基礎）
、11日㈫

（実践） 時間 午後3時～5時 対象 区内に
住所があるか区内で活動している非営利団

つばさ福祉工房「さをり展」

来食サービス（いきいきランチ）

ミュニティ研究会代表） グループ相談会 A

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設

マンションの日常生活上のトラブル B管

の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと
れた食事を提供します。 日時 月～金曜日

理組合運営（総会・理事会）
・管理業務（管

（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時

理会社との関係） C日常の維持管理・大
規模修繕・劣化診断（建物調査）

場所 三ノ輪福祉センター2階レストラン

申込方法 住所・氏名・電話番号・各参加人

対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

数（セミナー・相談会）
、グループ相談会

定員 20人（先着順） 費用 550円

に参加する方は希望グループ名（A～C）

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用紙

を電話かファックスで下記問合せ先へ（電

に記入し提出

子申請可） 問合せ 住宅課

必要な物 本人確認できる物

（健康保険証等） 問合せ みのわ高齢者在宅

☎（5246）1468

FAX （5246）1359

サービスセンター☎（5603）2245

教科書展示会

6月の
「くらしに役立つ講座」

今年度は、小学校用「特別の教科 道徳」

●NO!トラブル 賃貸住宅 契約時・入居

採択の年のため、
特別展示会を開催します。

中・退去時のトラブルを避ける方法を学び

期間 6月3日㈯～15日㈭（特別展示会）
、6

ます。 日時 6月23日㈮午後2時～3時

月16日㈮～7月3日㈪（法定展示会）

場所 区役所10階1003会議室

時間 午前9時～午後5時

場所 生涯学習セ

体 定員 各30人（先着順） 講師 久津摩和

講師 台東区消費生活相談員

ンター6階学校教育情報室内教科書セン

6月1日は、人権擁護委員の日です。全国

弘氏（
〈一社〉日本地域福祉ファンドレイジ

●住宅のリフォームとメンテナンス～快

ター

で一斉に人権擁護委員による人権相談が

ングネットワークCOMMNET理事長）

適・安全な生活のために～ マイホームに

㈯

行われます。日常生活で、人権に関する

申込方法 希望日時・団体名・参加者全員の

長く・快適に・安全に住むために、必要な

悩み事や困りごとがありましたら、気軽

氏名・電話番号を電話かファックスまたは

リフォームやメンテナンスについて学びま

にご相談ください。個人の秘密は固く守

電子メールで右記問合せ先へ

す。 日時 6月24日㈯午後2時～4時

都内でも数少ない野外ジャ

場所 生涯学習センター3階301研修室

ズイベントです。今年は台

台東区発足70周年記念事業

台東区姉妹友好都市
日本酒・うまいもの＆ものづくりフェア
姉妹友好都市の日本酒を中心に、特産品や

るトークショー・日本酒セミナー（9日

区の工芸品・土産品を集め、台東区と姉妹

㈮午後1時30分 ほか5回）

友好都市をPRします。
▷日時 6月9日㈮～15日㈭午前10時～
午後8時（最終日は6時まで）
▷場所 松坂屋上野店本館6階催事場（上

・台東区と姉妹友好都市のキャラクター
ショー（10日㈯・11日㈰午後1時～1
時30分）
・たいとう観光大使の東貴博氏（13日㈫
午後2時）
、アニマル浜口氏・浜口京子

野3−29−5）
▷内容

氏（14日㈬午後2時 ）によるトーク

・姉妹友好都市の日本酒・特産品の販売

ショー

・台東区の工芸品・土産品の販売
・オープニングイベント 地酒の鏡割りと
振舞い酒（9日㈮午前10時）
・日本酒イベント ミス日本酒と蔵元によ

※詳しくは、区ホームページをご覧になる
か、下記へお問合せください。
問合せ 都市交流課☎（5246）1016

▲東貴博氏

▲アニマル浜口氏

▲浜口京子氏

問合せ 教育支援館☎（5246）5924

UENO JAZZ INN '17

講師 赤羽嗣久氏（㈱住宅・リフォーム情報

東区発足70周年および、

研究所所長）

ジャズ誕生100周年の記念

●住まいのあかりのお話 「省エネ」のた

すべき年で、現在活躍中の

めの明かりの選び方・点検・手入れ、高齢
者にやさしい明かりのポイントなどを学び

実力派ミュージシャン達が ▲守屋純子
上野の夏を熱く盛り上げま

ます。 日時 6月30日㈮午後2時～3時30

す。 日時 8月5日㈯午後3

分 場所 生涯学習センター3階301研修室

時開場、3時30分開演

講師 パナソニック㈱エコソリューション

場所 水上音楽堂（不忍池畔）

ズ社

出演 守屋純子オーケストラ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 各

（ゲスト・北村英治〈CI〉
）
、 ▲北村英治
渡辺真知子with Special

50人（先着順） 申込方法 講座名・住所・

Egg、UENO LADY'S JA

氏名・年齢・電話番号・ファックス番号、

M、浅草ジャズコンテスト

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

グランプリグループ

地を電話かファックスで下記問合せ先へ

入場券（全席自由）

（電子申請可） 問合せ くらしの相談課消
費者担当☎（5246）1144

前 売3,000円、当日3,500 ▲渡辺真知子
円※当日券のみ学生証の提示で割引あり

FAX （5246）1139

前売券 チケットぴあ（☎0570−02−9999

第2回CAD入門講座

▲2016ミス日本酒・
田中沙百合氏（ＭＣ）

休館日 日曜日、6月10日㈯・24日

・Pコード326−169）
、東京文化会館（☎
5685−0650）
、下町風俗資料館、浅草公

日時 7月4日㈫・5日㈬（全2回）午後6時

会堂、区役所9階④番文化振興課、下記財

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で

団事務局で販売

全日程受講できる方 定員 4人（抽選）

※東京文化会館は6月1日㈭から

講師 清水直人氏

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

費用 3,000円（2回分）

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

販売開始日 5月31日㈬

☎（5828）7591

【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
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

広報

平成29（2017）年 5月20日

日程 10月7日㈯・8日㈰

定員 各15組（抽選） 費用 3,750円

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

（3回分・保険料含む）※レッスン前後の利

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ルショップ☎（3866）8361

者

第18回谷中まつり
出演団体募集

用は延長料金が必要
対象 合唱・踊り

・演奏等の活動を、主に谷中地区で行って
いて、区内在住か在勤・在学の方で構成さ

第 1181 号 （6）

申込締切日 6月27

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

日㈫（必着）

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

③夏休み子供短期水泳教室 日程 7月25
日㈫・26日㈬・27日㈭（全3回） 時間 A

パネルに掲示しています。
ゆずります ランドセル、三輪車、電気

<6月>

クラスは午前9時～10時、Bクラスは午前

ポット

10・11日

鳥越祭（鳥越神社）

月上旬に開催予定の実行委員会で決定後、

10時～11時

対象 Aクラスは小学1～2年

ゆずってください 紙パック式掃除機、子

24・25日

お富士さんの植木市（浅間神

通知

れている団体 定員 若干数

出演の決定 7

生、Bクラスは小学3年生以上の方 定員 各

供用自転車（22インチ）
、チャイルドシー

社周辺）

申込締切日 6月8日

30人（抽選） 費用 3,750円（3回分・保

ト付自転車

30日

㈭ 問合せ 谷中まつり実行委員会事務局

険料含む）※レッスン前後の利用は延長料

※上記の情報は5月1日現在の内容です。

須賀神社・小野照崎神社・矢先稲荷神社ほ

金が必要

詳しくは、右記へお問合せください。

か）

申込方法 申込書（下記問合せ先で

配布）に記入し提出

（西部区民事務所谷中分室内）
☎（3828）9291

申込締切日 7月6日㈭（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

工作教室
「革でつくるペンケース」

申込方法 往復はがきに教室名（①～③）
・

希望クラス（AかB）
・住所・氏名・年齢・

日時 6月25日㈰午後1時30分～3時30分

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

先へ※往復はがき返信後、指定日までに下

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

記問合せ先で申込み・チケット購入

年生※保護者同伴 定員 20人（抽選）

場所・問合せ 〒110−0015

台東区東上

費用 500円（材料費・保険料） 申込方法

野6−16−8 清島温水プール

往復はがきに「6月工作教室」希望・住所

☎（3842）5353

・氏名（ふりがな）
・電話番号、在学（園）
の方は学校（園）名・学年を書いて下記問
合せ先へ

区民体育祭

申込締切日 6月12日㈪（必着）

問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

日程

弓道

フェンシング

6月25日㈰

8月6日㈰

生涯学習課「工作教室」担当

場所 台東リバーサイドスポーツセンター

☎（5246）5815

申込 台 東区弓道 協 会 台東区フェンシン
方法 へ申込み
グ協会へ申込み

区民環境調査「隅田川をきれい
にしながら川を観察しよう！」
桜橋から浜町公園までの隅田川テラスを歩
き、清掃と水辺に生息する生き物の観察や

6月1日 ㈭ ～ 7月
申込 6月1日 ㈭ ～25日
15日 ㈯ 午 後5時
期間 ㈰午後1時
（必着）
費用

無料

2,000円

対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しく

水質調査を行います。
清掃は市民団体の
「隅

は、区ホームページまたは下記問合せ先で

田川クリーン大作戦」と合同で行います。

配布する大会要項をご覧ください。

日時 6月17日㈯午前9時～正午

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

場所 桜橋

集合～浜町公園（中央区日本橋）解散

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～

対象 区内在住か在勤・在学の小学4年生以
上で、4キロメートル程度歩ける方 定員

午後5時）☎（5246）5853

30人（先着順） 申込方法 催し名・参加者

リサイクル

全員の住所・氏名・年齢・電話番号をはが

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

きかファックスで下記問合せ先へ

日時 6月18日㈰午前10時～午後2時

申込締切日 6月9日㈮（必着） 問合せ 〒

場所 環境ふれあい館ひまわり7階

問合せ

110−8615 台東区役所環境課

環境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

☎（5246）1283

☎（3866）8050

FAX （5246）1159

環境漫才・環境漫談出張します

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6
月18日㈰ ②25日㈰

時間 ①午前10時

環境やごみ減量・リサイクルなどを題材に、

～午後4時 ②午前9時～午後5時

プロの漫才師・漫談家があなたの町や会社

花川戸公園※車での来場不可、天候により

に出張します。 期間 6月～30年2月（月

中止の場合あり

曜日を除く） 場所 台東区内 対象 区内の

②20店

企業・団体

した区内在住の方は1,500円） ②1,500

定員 5団体（先着順） 講師

場所

出店数（予定）①40店

出店料 ①2,000円（事前支払い

林家ライス・カレー子（環境漫才）
、
宮田陽・

円

昇（環境漫才）
、林家まる子（環境漫談）

の会（土・日曜日・祝日を除く午前10時

のいずれか

～午後4時）☎（3412）6857

申込方法 団体名・代表者の

申込み・問合せ ①リサイクル推進友

氏名・電話番号・希望日時（第3希望まで、

②里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝

希望に沿えない場合あり）
・希望講師・実

日を除く午前10時～午後7時）

施場所の名称・住所を電話かファックスま

☎090（3068）3534

たは直接下記問合せ先へ 問合せ 環境ふ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

れあい館ひまわり☎（3866）8098

☎（5246）1291

FAX （3866）8099

催し名

①障害者水泳教室 日程 7月7日㈮・14日
㈮・21日㈮（全3回） 時間 Aクラスは午
後4時15分～5時15分、Bクラスは午後5
時30分～6時30分 対象 心身に障害があ
る小学生以上で、排泄の意思表示ができ、
着替えが1人でできるか介助者を同伴でき
定員 各5組（抽選） 申込締切日 6

月20日㈫（必着）
②親子で幼児水泳教室 日程 7月16日㈰・
23日㈰・30日㈰（全3回） 時間 Aクラス
は午前9時～10時、Bクラスは午前10時
～11時

新常識！高齢期を元気に過ごすための食生活「低栄
養にご注意を」問合せ 介護予防・地域支援課介護予防担当☎（5246）1295
高齢期は栄養状態が悪く、痩せている人の
方が、寿命や認知機能に悪影響を及ぼすと
言われています。
●次の項目に思い当たる方は、ご注意くだ
さい
①料理が面倒
②入れ歯が合わない、しっかり噛めない
③毎日同じような物ばかり食べている
④食費を減らしている
⑤洋服がゆるくなった
●低栄養になるとどうなるの？
筋肉が落ちて、身体活動がスムーズに行え

なくなり、転倒して骨折等をする恐れがあ
ります。また、体が動かしにくいと運動量
が少なくなるため食欲が湧かず、ますます
栄養が足りなくなるという悪循環に陥って
しまうことがあります。
●低栄養予防のためにできること
①1日3食食べる
②主食とおかずをバランス良く食べる
③たんぱく質（卵・肉・魚・豆類など）を
積極的にとる
④楽しく食べる
⑤体重を定期的にチェックする

健康ミニ講座

「ふれあい介護予防教室」の中で、管理栄養士による「健康ミニ講座」を開催し、低栄養
を予防するコツを紹介します。 対象 区内在住の65歳以上の方
日時
場所
6月9日㈮午後1時30分～3時
特別養護老人ホーム浅草※要上履き
6月14日㈬午後1時30分～3時
台東一丁目区民館
6月15日㈭午後1時30分～3時
環境ふれあい館ひまわり
7月21日㈮午後1時30分～3時
谷中区民館
7月28日㈮午後1時30分～3時
福祉プラザ台東清峰会
8月21日㈪午後1時30分～3時
根岸社会教育館
30年2月13日㈫午後2時～3時30分
ケアハウス松が谷
※前半は、1時間程度の座ってできる筋力アップ体操を行います。※当日直接会場へ

朝鮮通信使に関する記録について、ユネスコ「世界の記
憶」への登録を目指しています
。台東区
・
「世界の記憶」
（ユネスコ記憶遺産）とは （※現在公開はされていません）
世界の重要な記録遺産（手書き原稿、書 は、28年2月に「世界の記憶」の日本側
籍、新聞、ポスター、図画、地図、音楽、 の申請団体である「NPO法人 朝鮮通信使
縁地連絡協議会」に加盟しています。
写真・映画等）の保護と振興を目的に、平
成4年に開始されたユネスコ（※）の事業 ・朝鮮国書
です。
（※）教育・科学および文化などの活動を
通じて、世界平和を実現するために
作られた国際機関。
・朝鮮通信使とは 室町時代から江戸時代
にかけて朝鮮王朝が日本に派遣した外交使 ▲1643年 東京国立博物館所蔵
朝鮮通信使から江戸幕府が受け取った朝鮮
節団で、日韓の平和構築と文化交流の歴史
朝鮮国王の書契
（書
として、貴重な記録が残っています。
「世 国王名義の国書であり、
簡）と別幅（礼物目録）からなります。こ
界の記憶」への登録を目指して、28年3月
に日韓の団体が共同で申請を行い、29年 の国書は、将軍徳川家光が1643年の朝鮮
通信使から接受したものです。国書の授受
秋に登録の可否が決定される予定です。
・台東区との関係 台東区にある東本願寺 は国家間外交の象徴的な行為であり、朝鮮
通信使を介した日朝外交の展開を伝えるう
は、朝鮮通信使が江戸を訪れた際の宿所と
えで重要な史料となっています。
して利用されました。また、東京国立博物
問合せ 都市交流課☎（5246）1193
館には関連する資料が所蔵されています

子ども家庭支援センターの催し

清島温水プール水泳教室

る方

茅の輪くぐり（鳥越神社・榊神社・

対象 3歳以上の未就学児と保護

日時

対象（保護者同伴）

定員
申込開始日
（先着順）

スタイルアップチアダ 6月16日㈮
区内在住の1歳7か月～3歳の
ンス
午前10時45分～11時30分 子供
6月19日㈪
親子でふれ愛ハグサイ
①午前10時15分～11時
ズ
②11時15分～正午

20組

日本堤子ども家庭支援セン
5月27日
ター「にこにこひろば」
区内在住の①首がすわった～
㈯
☎（5824）2535
よちよち歩き ②しっかり歩 各20組
行～3歳の子供

パパと一緒に楽しい音 6月17日㈯
午前10時45分～11時30分 区内在住の9か月～3歳の子供
楽遊び
打楽器レボリューショ 6月23日㈮
午前10時45分～11時30分 区内在住の0～3歳の子供
ン
デュオなーぷのミュー 6月27日㈫
区内在住の0～3歳の子供
午前10時30分～11時15分
ジックワールド
発達を促す運動遊び

場所・申込み・問合せ

6月30日㈮
午前10時30分～11時15分 区内在住の7～11か月の子供

25組

台東子ども家庭支援センタ
5月27日
ー「わくわくひろば」
㈯
☎（3834）4577
100組
30組
20組

寿子ども家庭支援センター
5月27日
「のびのびひろば」
㈯
☎（3841）4631

広報「たいとう」の「催しもの」「健康」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

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。
台東区公式ホームページ上の「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

（５２４６）１０２９

記問合せ先へ（個人での参加可）
▽申込締切日 ６月 日㈪（必着）
００３６ 台東
▽問合せ 〒
３ 藤原
区松が谷４
☎・ （３８４１）０６７７
●第 回台東書道展
▽日時 ７月 日㈭～８月３日㈭
午前９時 分～午後５時 分
（最終日の入場は２時まで）

④）
・団体名・代表者の氏名・
参加者全員の住所・氏名・電話
番号をはがきかファックスで左

（参加者へ記念品贈呈）
▽申込方法 希望清掃場所（①～

を除く午前９時～午後５時）
☎０２２（２１４）８４８２
●女性のための無料ホットライン
▽日時 ６月 日㈯
午前 時～午後４時
▽内容 弁護士と女性相談員によ

通の約１ １キロメートル
▽問合せ 仙台市文化観光局東北
連携推進室（土・日曜日・祝日

▽場所 仙台市内（西公園・勾当
台公園ほか）
※パレードは定禅寺通～東二番丁

※ 日㈰午後１時 分～４時はパ
レードを実施

▽会費 月額２千円（１家族）
▽問合せ ロミ髙橋
☎０７０（５５５９）６３３９

▽日程 金曜日午後６時 分〜８
時、日曜日午後８時〜 時 分
▽場所 区内小学校ほか

●地域密着型国際派フラッグフッ
トボールチームＡＧＴ浅草ゴロゴ
ロサンダース（５歳～小学５年生）

▽問合せ 市村嘉彦
☎（３８４１）４８００

●書道「柳書会」
（初心者歓迎）
▽日時 第１ ３火曜日
午後２時～４時

30

▽場所 台東区民会館ほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 柳沢
☎０９０（１６９５）５４８７

●墨田特別支援学校「第１回学校
公開」
▽日時 ６月８日㈭・９日㈮
午前９時～正午
▽内容 ①高等部 ②中学部 ③
小学部の学校公開・説明会

※学校説明会は①８日㈭午前９時

分 ②８日㈭午前 時 ③９
日㈮午前 時（各 分程度）
※車での来校不可
▽場所・申込み・問合せ 都立墨
田特別支援学校（墨田区八広５
２）
☎（３６１９）４８５１

【はーい赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

10 30

●６月１～ 日は「電波利用環境
保護周知期間」です
総務省では、電波を正しく利用
してもらうための周知・啓発およ
び不法無線局の取り締まりを強化
します。電波は暮らしの中で欠か
せないものです。皆で電波のルー
ルを守りましょう。
▽問合せ 関東総合通信局
・不法無線局による混信・妨害は
☎（６２３８）１９３９
・テレビ・ラジオの受信障害は
☎（６２３８）１９４５
・地上デジタルテレビの放送受信
相談は☎（６２３８）１９４４

11

ができません）。

☎（５２４６）１０２１

※掲載基準等、詳しくは左記へお問合せください。
▽問合
 せ 台東区役所広報課

００５３

歓迎）
▽日時 第２ ４金曜日
午前９時 分～正午
▽場所 社会教育センターほか

●台東居合道研究会（見学可）
▽日程・場所 ①毎週水曜日・旧
坂本小学校ほか ②隔週月曜日
・東上野区民館ほか ③隔週金
曜日・寿こども園ほか
▽時間 ①②午後６時～９時
③午後７時～９時
▽会費 月額各２千円
入会金各２千円
▽問合せ 川田
☎０９０（４６２８）２８３９
●水彩画「彩光会」
（初めての方

会 員 募 集

る電話相談（電話相談後も面談
で継続相談可）
▽相談先 無料ホットライン
☎（３５９５）８３７０
※当日のみの臨時電話
▽問合せ 第二東京弁護士会人権
課☎（３５８１）２２５７

10

11

▽会費 月額２千 円
▽問合せ 野間
☎（５２４６）５３４５
たい き かい
（初心者歓迎）
●将棋「台棋会」
▽日時 第１ ３月曜日
午後６時～８時
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 入会金３千円

11

50

・

10

有効）
▽場所・問合せ 〒
▽場所 東京都美術館２階第３展
）
示室（上野公園８
▽作品搬入日時・場所 ７月 日
㈰午前 時～正午・東京都美術
館搬入口
ほうしゅん
▽問合せ 伊藤鳳峻
☎（３８７２）５８０９
●区立石浜小学校創立 周年記念
同窓会
▽日時 ６月 日㈰午前 時（総
会）
、正午（懇親会）
※希望する方は、懇親会の後に課
外授業あり（抽選）
▽場所 石浜小学校
▽費用 ４千円、
中高生２千円（記
念品付）
▽申込方法 はがきに総会・懇親
会・課外授業の出欠、卒業年、
住所、氏名（旧姓）を書いて左
記申込先へ
００２３ 台東
▽申込先 〒
区橋場２
石浜小学校
同窓会事務局（馬場亨方）
▽問合せ 水島
☎（３８７２）５４４３
●東北絆まつり～多彩な東北が、
熱い絆でひとつになる。～
東北６県の絆をより深め、東日
本大震災からの更なる復興とその
先の未来に向けて前進するため、
新たに開催します。
▽日時（予定） ６月 日㈯・
日㈰午前 時～午後８時（ 日
は５時まで）

45

−
10
−

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が５月 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。
平成 年度「区長と語る会」の
開催について ほか８件

台東区浅草橋５ １
都立
忍岡高校
☎（３８６３）３１３１
●第 回住宅デー
▽日時 ６月 日㈰
午前 時～午後３時（包丁研ぎ
は２時受付終了）
▽場所 入谷南公園
▽内容 住宅無料相談、親子木工
教室、家庭用包丁研ぎサービス
（１丁 円から）ほか
▽問合せ 東京土建一般労働組合
台東支部
☎（３８７６）１９６６
●都立水元小合学園就業技術料学
科説明会
▽日時 ６月９日㈮より順次
▽対象 中学生と保護者
▽定員 各 人（先着順）
▽申込締切日 各開催５日前
※申込方法等、詳しくは都立水元
小合学園ホームページをご覧く
ださい。

隅田川テラス等の清掃

この下は広告欄です。

12

30

500

FAX

67

・

24

・

30

・

27

30

18

111
− −
24

FAX

▽場所・問合せ 都立水元小合学
１）
園（葛飾区水元１
☎（５６９９）０１４１
●第 回隅田川クリーン大作戦
▽日時 ６月 日㈯
午前９時～正午（午前８時 分
集合・小雨決行）
かちどき
▽場所 ①勝鬨橋 ②桜橋（台東
区側） ③石川島公園（中央区
佃２） ④桜橋（墨田区側）
▽内容

11

11

30

11

40

10

−
111
−
17
−

−
36

110

10

10

19

−
13 111
− −
12

催しものなど

30

10

10

30 30

15

23

11

45

11

27 29

500

−

−
24
−

20

●都立忍岡高校公開講座「 穴ハ
ーモニカ（ブルースハーモニカ）

10

100

17

29

●健康マージャン無料体験会（①
入門 ②中級）
▽日時 ６月８日㈭
①午後１時～２時 分
②午後３時～４時 分
▽場所 生涯学習センター
▽定員 各 人（先着順）
▽申込み・問合せ 健康マージャ
みねむら
ン台東 峰村
☎０７０（６５１９）４１８１

平成29（2017）年 5月20日
入門」
▽日時 ７月 日～８月 日の土
曜日・８月 日㈰（全５回）
午前 時～午後１時
▽対象・定員 都内在住か在勤の
歳以上の方・ 人（抽選）
▽費用 １千 円（５回分）
▽申込方法 往復はがきに住所・
ふりがな
氏名・年齢・電話番号を書いて
左記問合せ先へ
▽申込締切日 ６月 日㈮（消印
18
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