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住民登録

前月比

世 帯 数

115,651（+234）

人

195,650（+310）
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芸術の秋

上野の山を巡りませんか？
1 東京国立博物館
☎（5777）8600
（ハローダイヤル）
9月18日㈷は
総合文化展無料
◀興福寺中金堂
再建記念特別展
「運慶」

東京藝術大学
4 大学美術館

☎（5777）8600
（ハローダイヤル）

◀「皇室の彩（いろどり）
百年前の文化プロジェクト」

東京都恩賜
7 上野動
物園
☎（3828）5171
10月1日㈰
都民の日は入園無料

2 国立科学博物館

3 国立西洋美術館

☎（5777）8600
（ハローダイヤル）
11月3日㈷は
常設展・企画展無料

☎（5777）8600
（ハローダイヤル）

◀特別展
「深海2017
～最深研究でせまる
“生命”と“地球”～」

◀企画展「アルチンボルド展」

国立国会図書館

5 国際子ども図書館

☎（3827）2053

◀展示会
「日本の絵本の歩み
―絵巻から現代の絵本まで」

6 東京都美術館
☎（3823）6921

◀企画展
「杉戸洋 とんぼ と のりしろ」

8 上野の森美術館
9 都立旧岩崎邸庭園

☎（3833）4191

☎（3823）8340

◀展示予定の鋳金作品

◀旧岩崎邸庭園 洋館
◀特別展「怖い絵」展

10 横山大観記念館
☎（3821）1017
横山大観記念館は
今年2月、
国の史跡・名勝に
指定されました！

13 区立書道博物館
☎（3872）2645

12 区立朝倉彫塑館

11 日本美術院
☎（3821）4510

◀猫に囲まれる朝倉文夫

◀同人新作品展

上野学園
14 石橋メモリアル
ホール
☎（3843）3043

◀重要文化財
「三国志呉志第十二残巻」

← 期間等詳しくは、2ページをご覧ください。

◀上野学園
石橋メモリアルホール
（写真：田中宏明）

2017秋 上野の山

☎（3821）4549
朝倉彫塑館は
国の名勝に
指定されています！

台東区ヴァーチャル美術館
台東 区長 賞、 敦煌 莫高 窟壁 画模
写
作品など約150点の区所蔵作品と、
台東 区長 奨励 賞受
賞作 品約40点 をご
覧いただけます。

文化ゾーン フェスティバル

広報

平成29（2017）年 9月5日

第 1188 号 （2）

2017秋 上野の山文化ゾーンフェスティバル〈企画展・イベント等〉
※入館料・休館日・イベントの詳細等は、各施設へ直接お問合せください。※諸事情により内容が変更になる場合があります。お出かけの際は、各施設にご確認ください。※講演会シリーズや上
野公園めぐり等の情報は、8月20日号に掲載しています。
主催：上野の山文化ゾーン連絡協議会

美術館・博物館など
東京国立博物館〔表紙番号①〕

東京都恩賜上野動物園〔表紙番号⑦〕

☎（5777）8600（ハローダイヤル）

・博物館でアジアの旅「マジカル・アジア」 9月5日㈫～10月15日㈰（東洋館）
・フランス人間国宝展 9月12日㈫～11月26日㈰（表慶館）
・興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」 9月26日㈫～11月26日㈰（平成館）
・秋の庭園開放 10月24日㈫～12月3日㈰午前10時～午後4時※荒天により中止の場合あり

黒田記念館 ☎（5777）8600（ハローダイヤル）

国立科学博物館〔表紙番号②〕

・何香凝芸術名作展 9月6日㈬～15日㈮
・特別展「怖い絵」展 10月7日㈯～12月17日㈰

☎（3823）8340

・特別展「深海2017～最深研究でせまる“生命”と“地球”～」
写真提供：
10月1日㈰まで
国立科学
・企画展「フローラ ヤポニカ」 9月12日㈫～12月3日㈰
・特別展「古代アンデス文明展」 10月21日㈯～30年2月18日㈰ 博物館

・上野学園コンサート 9月24日㈰午後1時、3時30分（各30分程度）
・まちなかコンサート 芸術の秋、音楽さんぽ 10月4日㈬、5日㈭午後3時30分（45分程度）
・金唐紙ワークショップ（要申込） 11月4日㈯午前10時～午後4時30分
参加費 3,500円（入園料別途）
※詳しくは、旧岩崎邸庭園ホームページをご覧ください。

国立西洋美術館〔表紙番号③〕毎月第2・4土曜日、
11月3日㈷と金・土曜日の
午後5時以降は常設展無料

横山大観記念館〔表紙番号⑩〕

・企画展「アルチンボルド展」 9月24日㈰まで
・企画展「北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃」
10月21日㈯～30年1月28日㈰
ⓒ国立西洋美術館

☎（3821）1017

・史跡及び名勝指定記念「記念館名品展」 10月1日㈰まで
・五浦観月会110年記念「月下逍遥」 10月5日㈭～12月17日㈰

東京藝術大学大学美術館〔表紙番号④〕
☎（5777）8600 (ハローダイヤル)

日本美術院〔表紙番号⑪〕

・藝「大」コレクション パンドラの箱が開いた！第2期 9月10日㈰まで
・シルクロード特別企画展「素心伝心」クローン文化財 失われた刻の再生
9月23日㈷～10月26日㈭
・たほりつこ退任記念展「小さな光の森」 10月5日㈭～19日㈭

☎（3821）4510

平成29年度同人新作品展 11月13日㈪～19日㈰

いろどり

・
「皇室の彩 百年前の文化プロジェクト」 10月28日㈯～11月26日㈰
・
「菅野健一退任記念展―Conditor alme siderum―」 11月3日㈷～12日㈰
・退任記念 木戸修展 SPIRAL 11月16日㈭～12月3日㈰

区立下町風俗資料館

☎（3823）7451

国立国会図書館 国際子ども図書館〔表紙番号⑤〕
☎（3827）2053

・街頭紙芝居の実演 毎月第1日曜日（9月3日、10月1日、11月5日）午後1時、2時、3時
・伝統工芸実演会 毎月第2日曜日（9月10日、10月8日、11月12日）午後1時～4時
・秋季伝統工芸実演会 9月16日㈯～24日㈰午後1時～4時※19日㈫は除く

・まちなかコンサート～芸術の秋、音楽さんぽ～子どものための音楽会
10月29日㈰午後1時、3時（2回実施）
・展示会「日本の絵本の歩み―絵巻から現代の絵本まで」
11月1日㈬～30日㈭※11月16日㈭から一部展示作品が入れ替わります。

区立朝倉彫塑館〔表紙番号⑫〕

☎（3821）4549

社会教育実践研究センター ☎（3823）0241

BuRaLi（ぶら～り）e上野～こんなとこあったの？！～ 11月22日㈬
上野公園地区の意外と知られていないスポットを、歴史的･文化的･自然科学的観点から、運営ボ
ランティアによる説明のもとぶら～りと巡ります。
※詳しくは、社会教育実践研究センターホームページをご覧になるか、上記へお問合せください。

日本学士院

☎（3833）4191

都立旧岩崎邸庭園〔表紙番号⑨〕

☎（5777）8600（ハローダイヤル）

国立教育政策研究所

ビバ！鋳金 ～芸大生がやってきた～ 日程 10月31日㈫～11月19日㈰
時間 午前9時30分～午後4時30分 場所 西園 両生爬虫類館（ビバリウ
ム）エントランスホール
提供：
（公財）東京動物園協会

上野の森美術館〔表紙番号⑧〕

所蔵する作品を6週間ごとに展示替えしながらご紹介する[黒田記念室]と、代表作「読書」
「智・
感・情」などを期間限定で公開する〔特別室〕があります。
特別室の開室予定 10月31日㈫～11月12日㈰

☎（5777）8600（ハローダイヤル）

☎（3828）5171

☎（3822）2101

開館50年記念特別展「猫百態―朝倉彫塑館の猫たち―」 12月24日㈰まで
所蔵する朝倉の全猫作品を展示するほか、制作の参考とした写真資料や朝倉が所蔵していた他
作家の猫作品などをご紹介します。
※入館時は靴を脱いで、靴下の着用をお願いします。

区立書道博物館〔表紙番号⑬〕

☎（3872）2645

第10回 若者向け講演会 学びのススメ（要申込） 日時 12月16日㈯午後2時30分（1時間程度） 企画展「あの人、こんな字！―歴史上の人物たち―」
対象 中高生と保護者・教員 定員 150人（先着順） 講師 佐藤勝彦（日本学士院会員、日本 《日本編》 9月18日㈷まで
学術振興会学術システム研究センター所長、東京大学名誉教授）
《中国編》 9月22日㈮～12月17日㈰
※詳しくは、日本学士院ホームページをご覧になるか、上記へお問合せください。

台東アートギャラリー

日本芸術院（休館中）☎（3821）7191

☎（5246）1153

日本芸術院は、施設改修のため休館しています。30年冬オープン予定です。

区役所１階にあるアートギャラリーです。東京藝術大学の学生により制作さ
れた台東区長賞受賞作品をはじめ、区が所蔵する絵画や彫塑作品を展示し
ています。

東京都美術館〔表紙番号⑥〕

☎（3823）6921

・特別展「ボストン美術館の至宝展－東西の名品、珠玉のコレクション」
10月9日㈷まで
・企画展「杉戸洋 とんぼ と のりしろ」 10月9日㈷まで
・特別展「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 10月24日㈫～30年1月8日㈷
ⓒ東京都美術館
・上野アーティストプロジェクト「現代の写実―映像を超えて」
11月17日㈮～30年1月6日㈯
・東京都現代美術館所蔵 近代の写実展 11月17日㈮～30年1月6日㈯

上野中央通り地下歩道内展示ブース
☎（5246）1153

上野と御徒町を結ぶ上野中央通り地下歩道C4出口そばに、台東区長奨励賞受賞作品6点（彫刻
･工芸･デザインの造形作品）を展示しています。地下歩道が利用可能な時間（午前6時～午後
11時）に無料でご覧になれます。

音楽ホール
東京藝術大学奏楽堂

日時

☎050（5525）2300（演奏藝術センター）
日時

演奏会名

10月7日㈯・
藝大オペラ定期第63回
8日㈰
「フィガロの結婚」
午後2時

入場料
全席指定
各日
5,000円ほか

10月14日㈯ 藝大フィルハーモニア管弦楽団
午後3時
定期演奏会（藝大定期第383回）

3,000円

10月17日㈫ 東京藝大シンフォニーオーケストラ
午前11時
プロムナード・コンサート12

無料

10月6日㈮
午後7時

演奏会名

入場料

プラチナ・シリーズ第2回
御喜美江＆大田智美（アコーディ 5,000円ほか
オン）

小曽根真（ピアノ）＆ピーター・
10月14日㈯ アースキン（パーカッション）
5,000円ほか
“Jazz meets Classic”
午後5時
with 東京都交響楽団
東京文化会館オペラBOX
11月4日㈯
「Help! Help! グロボリンクスだ!
午後3時
～エイリアン襲来!!～」

3,000円

日時

演奏会名

入場料

10月14日㈯ 大学 演奏家コース
午後1時
オータム･コンサート（※2）
オーケストラ・リベラ・クラシカ
10月21日㈯
第40回定期演奏会
午後3時
〔古楽月間2017〕（※3）

無料
6,000円ほか

10月28日㈯ 短期大学部
午後2時
第30回定期演奏会（※2）

無料

問合せ・チケット取扱所 （※1）セシリア・コンソート2017

Eメール ceciliaconsort@jcom.zaq.ne.jp
（※2）上野学園大学 ☎（3842）1020
（※3）ヴォートル･チケットセンター ☎（5355）1280

藝大プロジェクト2017
◆まちなかコンサート 芸術の秋、音楽さんぽ
10月22日㈰ ビバ！エスパーニャ～グラナドスの
3,000円
◆ランチタイム･コンサート（入場無料）
9月24日㈰～11月5日㈰
スペインⅢ
午後2時
（セレクト券あり）
日時 9月13日、10月11日、11月22日の水曜日午後0時10分～40分
「ゴイェスカス」～描かれたマハとマホ
上野公園内および近隣の文化施設等と連携して開催します（各
20～45分程度）
。※施設への入場料が別途必要な場合があります。 区立旧東京音楽学校奏楽堂（休館中）
10月29日㈰
管打楽器シリーズ2017
2,000円
字のみ ̲H午後3時
10× W 240̲
ドコモショップ独自広告 ̲ 浅草橋店
̲ 広報たいとう
詳しくは、東京文化会館のホームページをご覧になるか、東京文
☎（5826）7125
化会館へお問合せください。 問合せ・チケット取扱所 東京文化
旧東京音楽学校奏楽堂は保存活用工事のため休館しています。
東京文化会館
会館チケットサービス☎（5685）0650
30年度開館予定です。
☎（3828）2111
上野学園 石橋メモリアルホール〔表紙番号⑭〕 ｢木曜コンサート｣ は、会場を台東区生涯学習センターミレニア
日時
演奏会名
入場料
ムホールに移して開催しています。
☎（3843）3043
◆藝大生による木曜コンサート
舞台芸術創造事業
日時
演奏会名
入場料
日程 9月28日㈭「木管･金管」
、10月19日㈭「古楽」
夏目漱石生誕150年記念・国際共
9月30日㈯・
時間 午後1時30分開場･2時開演
セシリア・コンソート2017演奏会
同制作
6,000円ほか
10月1日㈰
出演 東京藝術大学音楽学部学生･院生
10月9日㈷ 有村祐輔指揮 頌め歌～バロック
オペラ「Four Nights of Dream」
4,500円ほか
午後3時
入場券 500円（チケットは当日午後1時30分から会場で販売）
三大作曲家の饗宴
午後2時
【日本初演】
〔古楽月間2017〕（※1）
（原作：夏目漱石「夢十夜」
）
※11月以降については、各施設へお問合せください。

広告

広報

お知らせ

利用できません。
☎０５５７（８１）８０００
※料金・利用方法等、詳しくは各

年 度 ト ラ イア ル 雇 用 募

区民事務所等で配布する利用案
内をご覧ください。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

集

ＡＥＤの消耗品（電極パッドや

当者を決め、日々の作業に組み込
む等、日常的に確認しましょう。
②消耗品の管理

夏 の 省エネ・花 とみ ど り
のコンテスト「環境ＭＶＰ」
に挑戦しよう！

バッテリー）には使用期限があり、 夏の省エネや緑化の取り組み結
定期的な交換が必要です。表示ラ 果を応募した方の中から、内容が
エ コ
ベルで交換時期を把握する等、適 優秀な方を 月 日㈰の「環境フ
切に管理しましょう。
ェスタたいとう
」で表
※本体にも耐用年数があります。
機種ごとに異なりますので、取

「暮らしのしおり」を掲載
したタ ウンペー ジを配 布
しています
暮らしに役立つ行政サービスを
まとめた冊子「暮らしのしおり」
を掲載した「タウンページ 台東
区版」
（ＮＴＴタウンページ㈱制
作）を、９月中に区内の家庭・事
業所へ配布します。
▽問合せ 配布・回収はタウンペ
ージセンタ（土・日曜日・祝日
を除く午前９時～午後５時）
☎０１２０ ５０６３０９
その他は台東区広報課
☎（５２４６）１０２１

就 業 構 造 基 本 調 査を 実 施
します
総務省統計局が、 月１日現在
で実施します。

この調査は、日本の就業・不就
業の実態を明らかにするためのも
ので、国が行う調査の中でも特に
重要なものとされる「基幹統計調
査」です。
９月上旬から、調査員が調査地
域の世帯に伺いますので、ご協力

12

彰します。
また、応募要件を満たした方全
員に参加賞を差し上げます。

①家庭省エネ部門（個人の部・団
体の部） 家庭で夏の省エネに取
り組み、７・８月の電気・ガス
使用量の実績と工夫した点を応
募してください。継続的に省エ
ネに取り組んでいる方や、昨年
と比べて使用量を多く削減した
方などを表彰します。
②花とみどりの部門
・みどりのカーテンコンテスト
家庭や区内事業所で育てたみど
りのカーテンの写真を応募して
ください。生育状況や景観等が
優れたものを表彰します。
・地先園芸コンテスト 玄関前や
道路に面したスペース等、限ら
れたスペースでプランターを活
用した手軽な地先園芸が対象で
す。全体が分かる写真を応募し
てください。
▽参加賞（予定）
①間伐材ノート
②液体肥料
▽対象 区内在住の方（②は区内
の事業者も対象）
▽申込方法 区役所６階③番環境
課、区民事務所・同分室、地区
センター、環境ふれあい館ひま
わり、生涯学習センターで配布
する応募用紙に記入し、左記問
合せ先へ郵送か持参（区ホーム

す。また、毎年「地域猫講習会」を開催し、

適正な地域猫活動や餌やりルールについて

しつけは、人と犬が同じ社会の中で共に暮

（3,100円）の初回免除※譲渡推進のため

に発見するために、犬には登録時に交付さ

らすために不可欠なものです。
災害時にも、

の登録手数料等の免除は、環境省の「人と

不幸な猫が増えないよう管理する ②手術

れる「鑑札」を、猫やその他の動物には名

他人に迷惑をかけないばかりでなく、素早

動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェク

後は、餌やりルールを守り、食べ残しを片

札やマイクロチップ（個体識別用電子標識

い避難行動ができ、大切な家族の命を救う

ト」に基づくモデル事業として、全国初の

付ける ③野良猫用トイレの設置や清掃活

器具）を付けましょう。災害時の発見にも

ことができます。

取り組みです。 対象 東京都動物愛護相

動で、地域のふん尿被害をできるだけ減少

役立ちます。

●犬の散歩・トイレマナー ①散歩の際は、

談センターから（譲渡団体を経由して犬を

させる ④再び猫が捨てられないよう、捨

●不妊去勢手術 繁殖を望まない場合は、

リードで犬を確実につなぎ、リードは飼い

譲り受けた場合を含む）保護犬の譲渡を受

て猫防止パトロールを行う ⑤屋内飼育が

もらい手のない不幸な命を生み出さないた

主が犬を制御できる長さに調整しましょう

けた方

できそうな猫は、飼い主を探す

めにも、不妊去勢手術をしましょう。手術

②ふんは必ず持ち帰り、自宅で処分し、尿

ンター発行の「管理番号証明書」を上記問

区では、地域猫活動に取り組む区民や町会

を受けると性格が穏やかになり、飼育しや

は水で流すなどの配慮をしましょう ③排

合せ先へ持参

に対し、不妊去勢手術費用を助成していま

すくなるなどの利点もあります。

せつは、他の人の迷惑にならない場所でさ

●台東区・環境省・東京都・動物愛護団体

せましょう（しつけ次第では、外で排せつ

共同主催―どうぶつ愛護フェスティバル
「ペットも守ろう！防災対策」 日時 ①屋

せず、自宅の一定の場所〈トイレ〉で排せ

屋内飼育は、感染症のリスクが低く、交通

普及啓発を行い、一日も早く不幸な猫が減

つできるようになります）

事故の心配もありません。屋内飼育を成功

るよう、活動を支える地域猫ボランティア

外イベント・9月23日㈷午前11時～午後

●保護犬の新しい飼い主を支援します～保

させるには、猫が上下運動できるよう家具

の育成に努めています。活動へのご理解と

4時 ②屋内イベント・9月24日㈰午後1

護犬の登録手数料などを免除します～

などに登ることができる工夫をする、専用

ご協力をお願いします。

猫の飼育は屋内で

扱説明書等をご確認ください。
介護業界の現場で働きながら、
介護の資格を無料で取得できます。 ▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

28

活動内容 ①野良猫に不妊去勢手術を行い、

●身元の表示を 迷子になった動物を容易

申請方法 東京都動物愛護相談セ

台 東区 循環 バス「 東西め
ぐ り ん 」お 彼 岸 ダ イ ヤ の
試験運行を行います

30

東京都動物愛護相談センターでは、保護し

のトイレ・つめ研ぎなどを用意する、不妊

上野動物園 ②東京国立博物館平成館大講

た犬を新しい飼い主へ譲渡しています。そ

去勢手術をすることなどが大切です。

だけでなく、動物が人に迷惑や危害を及ぼ

堂

内容 ①動物愛護セレモニー、スタン

こで、新しく犬を飼う方に保護犬を第一選

●「飼い主のいない猫」対策～地域猫活動

す原因にもなります。飼い主は、動物の習

プラリー、アニマルフォトスタジオ ほか

択肢として考えてもらえるよう、保護犬の

の支援～ 増えすぎた飼い主のいない猫

性や生理を理解し、愛情をもって終生飼養

②講演・パネルディスカッション「ペット

譲渡を受けた区民の方に次の支援を行いま

（野良猫）の問題を解決するため、
「地域猫

する責任があります。愛護動物（犬・猫な

の防災対策を考える」
（要申込・9月22日

す。①犬の登録手数料（3,000円）の免除

活動」を支援しています。野良猫に不妊去

ど）を遺棄（捨てること）した場合、100

㈮正午までに〈公社〉日本動物福祉協会

②狂犬病予防注射済票交付手数料（550

勢手術を施し、これ以上不幸な猫をつくら

万円以下の罰金、みだりに殺したり傷つけ

☎6455−7733へ）

円）の初回免除 ③「台東区犬のしつけ教

せず、
新たな猫の遺棄を防止し、
今いる猫は、

室」への参加費（2,000円）の免除 ④集

地域猫として寿命を全うするまで、ルール

合注射事業における狂犬病予防注射接種料

を守って愛護し管理していく活動です。

犬にはしつけを

お彼岸期間中の
「東西めぐりん」
のダイヤ乱れを解消するため、現

30

30

30

をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

～動物は責任と愛情を持って最期まで飼いましょう！～

行ルートを谷中方面と浅草方面に
分け、試験運行を行います。

26

台東保健所生活衛生
問合せ 課愛護動物管理担当
☎（3847）9437

9月20～26日は動物愛護週間です

29

※詳しいルート・ダイヤは、区ホ ▽対象 介護の資格を持っていな
ームページまたはバス停留所の
い方で、介護職員として働くこ
掲示をご覧になるか左記へ
とを希望する方
▽日程 ９月 日㈷・ 日㈰
年２月 日㈬まで
▽雇用期間
▽問合せ 交通対策課
※時給１千 円、雇用期間終了後、
☎（５２４６）１３６１
合意の場合は継続雇用可
※詳しくは左記へ
秋の全国交通安全運動（９
月６日㈮
▽申込締切日
月 ～ 日）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
正しい交通ルールと交通マナー
祉事業団総務課
の実践を習慣付けましょう。
☎（５６０３）２２２８
▽運動の重点
区 内ＡＥＤ設 置 施 設の情
①子供と高齢者の安全な通行の確
報 を 公 開 し てい ま す ～ ９
保と高齢運転者の交通事故防止
月９日は「救急の日」～
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
区ホームページでは、
区内の
「Ａ
③全ての座席のシートベルトとチ ＥＤ設置施設一覧」
「ＡＥＤマッ
ャイルドシートの正しい着用の プ」を公開しています。
徹底
一覧に掲載していない事業所等
④飲酒運転の根絶
で、緊急時の一般区民の使用およ
⑤二輪車の交通事故防止
び設置場所の公表にご協力いただ
▽問合せ 交通対策課
ける場合は、区ホームページから
☎（５２４６）１２８８
「ＡＥＤマップ登録申込書」をダ
ウンロードし、ファックスか郵送
で申込みをしてください。

30

11

ページから申込可）
▽申込締切日 ９月 日㈯（消印
有効）
▽問合せ 環境課普及啓発・みど
り担当
☎（５２４６）１２８１

時～4時30分 場所 ①上野公園噴水広場・

飼い方を知らないと、動物の健康を害する

下の罰金が科せられます。

24

指 定 保 養 施 設の 年 末 年 始
の利用について

12

10

環境
リサイクル

●動物の正しい飼い方 飼い主が正しい

た場合は2年以下の懲役または200万円以

100

30

10

23

30

また、緊急時に、いつでもＡＥ
・かんぽの宿 伊豆高原
Ｄが使用できるよう、日常点検や
月 日㈯～ 年１月２日㈫は 適切な管理・救命講習等の受講を
利用できません。
お願いします（救命講習は消防署
☎０５５７（５１）４４００
等で受講できます、詳しくはお近
・鬼怒川観光ホテル
くの消防署にお問合せください）
。
月 日㈫～ 年１月３日㈬は ●日常点検・管理のポイント
利用できません。
①インジケーターの確認
☎０２８８（７７）１１０１
ＡＥＤには、インジケーター
・ホテル・サンミ倶楽部
（ＡＥＤの状態を表示するランプ
月 日㈯～ 年１月３日㈬は や画面）が付いています。点検担
12

2
0
1
7

30

21

12

−

第 1188 号
（3） 平成29（2017）年 9月5日

【家庭の省エネヒント】炊飯器で炊いた後、そのまま7時間以上保温するなら2回に分けて炊きましょう。長時間保温するよりも、その都度炊くほうが省エネにつなが
ります。また、まとめて炊いて冷凍保存するのもおすすめです。
（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」
）
〈台東区環境課☎5246－1281〉

広報

金曽木小学校

10月26日㈭ 午後1時20分～1時40分

平成小学校

10月26日㈭ 午後1時30分～1時45分

上野小学校

10月30日㈪ 午後1時30分～1時50分

浅草小学校

10月31日㈫ 午後1時15分～1時30分

田原小学校

10月31日㈫ 午後1時15分～1時30分

忍岡小学校

10月31日㈫ 午後1時30分～1時50分

谷中小学校

10月31日㈫

午後1時45分～2時

東浅草小学校

11月1日㈬

午後1時20分～1時40分

東泉小学校

11月1日㈬

午後1時30分～1時45分

蔵前小学校

11月1日㈬

午後1時30分～1時50分

金竜小学校

11月2日㈭

午後1時15分～1時30分

大正小学校

11月7日㈫

午後1時30分～1時50分

松葉小学校

11月9日㈭

午後1時30分～1時50分

石浜小学校

11月28日㈫ 午後1時30分～1時50分

根岸小学校

11月30日㈭

午後1時45分～2時

23

「たいとうメールマガジン」を
配信しています
登録されたパソコンやスマートフォン・

オリンピック・パラリンピック
生涯学習講座
オリンピック・パラリンピックに向けて、

対象 区内在住か在勤・在学で16歳以上の

大会の楽しみ方をはじめ、語学や異文化

方

理解の他、日本文化や台東区の歴史等の

氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号、

講座を開催し、来街者へのおもてなしの

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地

申込方法 往復はがきに講座名・住所・

力を高める講座を順次開催していきます。 ・電話番号を書いて社会教育センターへ
大会開催国の一員として、あなたも活躍

申込締切日 9月25日㈪（必着）

してみませんか。

問合せ 社会教育センター☎︎（3842）5352

●おもてなし語学講座
外国籍の方に道を尋ねられたら…？おもてなしフレーズを中心に、日本文化や台東区の紹介
等を外国語で話してみましょう。※自己紹介程度以上の語学力がある方が対象
講座名

曜日 回数

台東区でおも
てなし英会話

水

日時

場所

定員 教材費

10月4日～12月20日
社会教育センター
2,000
午後2時～4時
〒110－0015 台東区東上野 20人
12
円
※12月13日は浅草寺
6－16－8☎（3842）5352
周辺で実習（予定）

9月は東京都の
自殺対策強化月間です
自分を責める、
●台東区民の自殺の状況 平成27年までは、 ①うつ病の症状（気分が沈む、

ムページから登録可）

携帯電話などのメールアドレスに、区の

※登録は無料、通信費は利用者の負担

毎年40～50人が亡くなっていましたが、自 仕事の能率が落ちる等） ②原因不明の身体

情報を電子メールで配信しています。

▷問合せ 広報課

殺防止に向けたさまざまな取り組みのもと、 の不調が長引く ③酒量が増す ④安全や

▷登録方法 パソコンかスマートフォ

28年は37人に減少しました。しかしながら、 健康が保てない ⑤仕事の負担が急に増え

☎（5246）1021

ン・携帯電話（右記2次元コード）か

依然として大切な命が失われ続けていること る、大きな失敗をする、職を失う ⑥職場

ら、メールアドレスを登録（区ホー

に変わりはありません。警視庁の統計による や家庭でサポートが得られない ⑦本人に

種類

主な配信情報

たいとう安全・
区内の犯罪発生情報、警察からのニュース
安心電子飛脚便

配信日
随時配信

と、台東区の平成28年の自殺死亡率（人口 とって価値あるもの（職、地位、家族、財産）
10万人あたり）は19.3で、東京都の自殺死 を失う ⑧重症の身体の病気にかかる ⑨
亡率16.58と比較しても高い水準にありま 自殺を口にする ⑩自殺未遂に及ぶ※「新

育児相談、予防接種、認可保育園の空き状況、
たいとう子育て 認可保育園・区立幼稚園入園申込み案内、こど
随時配信
メールマガジン もクラブ入会申請案内、児童館行事、子ども家 （月3～5回）
庭支援センターの行事

（金剛出版 2006年、
す。台東区の特徴は、
男女別では男性が多く、 訂増補 自殺の危険」

たいとう食の安 食中毒発生状況、食中毒予防、食品衛生最新情報、 月1回程度
全通信
講習会等の案内
（毎月10日ごろ）

くなっています。自殺は、個人的な問題だけ しまいたい」と深く悩んでいると同時に「助

たいとう催し物 区内で開催されるイベントやお祭り、区主催の
月3回
（1日・11日・21日ごろ）
情報
事業などの催し物情報

さまざまな要因が複雑に絡み合った末に起こ ます。家族や同僚など、身近な人は、こころ

たいとう区議会
会議日程、質問予定議員と通告内容、議決結果
メールマガジン

方

午後2時50分～3時

子育て・教育

10月25日㈬

※台東区立小学校に在籍する児童
は手続き不要
▽申込方法 子供と保護者の住所
や生年月日等を確認できる物

黒門小学校

（在留カード・パスポート等）
、
中学校は小学校卒業見込証明書
（区外小学校のみ）を左記問合

台東育英小学校 10月25日㈬ 午後1時30分～1時45分

24

せ先へ持参
▽問合せ 学務課（区役所６階②
番）☎（５２４６）１４１２

10月23日㈪ 午後1時20分～1時50分

10

30

「たいとうすくすく手形」
が終了します

千束小学校

就学時健康診断

10月19日㈭ 午後1時15分～1時30分

子育て中の世帯が区内の協賛店
舗を利用する時に、割引などのサ
ービスを受けられる「たいとうす
くすく手形」が９月末で終了しま
す。昨年度より都が主体となって、
類似事業「子育て応援とうきょう
パスポート」を実施しています。
今後はこちらのサービスをご活用
ください。
▽問合せ
・
「たいとうすくすく手形」に関
することは台東区子育て・若者
支援課☎（５２４６）１２３７
・
「子育て応援とうきょうパスポ
ート」に関することは東京都福
祉保健局子育て応援事業担当
☎（５３２０）４１１５

富士小学校

学区域の小学校）等を記載した通
知書を郵送します。
来年４月から小学校に就学する ▽診断内容 内科・眼科・耳鼻科
・歯科の診察、簡単な知能検査、
区内在住の子供（平成 年４月２
言語・聴力・視力検査等
日～ 年４月１日生まれ）を対象
に実施します。対象者の保護者に ▽問合せ 学務課保健給食係
☎（５２４６）１４１３
は、 月中旬に日時・会場（各通

受付時間

保険・年金

医 療 費 等 を お 知 ら せ して
います

実施日

30

第 1188 号 （4）

子 ども 医 療 費 助 成 制 度 の
医 療 証（ 乳 幼 児 医 療 証・
子 ど も 医 療 証 ）が 切 り 替
わります

30

現在の医療証の有効期間は９月
日㈯までです。新しい医療証
（薄いオレンジ色）は、９月 日
㈯までに郵送します。現在医療証

10

31

台東区の国民健康保険の加入者
に年２回、保険診療にかかる医療
費等（柔道整復師・鍼きゅう師・マ
ッサージ師等の施術費用を含む）
を通知しています。健康管理や医
療費の管理に活用してください。
今年度第１回目の医療費通知は
９月中旬ごろに郵送します。
▽問合せ 国民健康保険課給付係
☎（５２４６）１２５３
小学校名

をお持ちの方は、申請の必要はあ
りません。 月になっても届かな
い方は、左記へお問合せください。
※４月に小学生になる方は「 」
医療証から「 」医療証に切り
替わるため、また、３月に中学
校を卒業する方は対象でなくな
るため、有効期間は 年３月
日㈯までです。
・医療証をお持ちでない方は申請
が必要です
区では、子供が健康保険証を使
用して受診した場合、保険診療に
かかる医療費の自己負担金と入院
時の食事代を助成しています。
▽対象 区内在住で、健康保険に
加入している中学３年生までの
子供（生活保護受給者等を除く）
▽申込方法 子供の名前の記載が
ある健康保険証を左記問合せ先
へ持参
▽問合せ 子育て・若者支援課
（区役所６階⑦番）

24

☎（５２４６）１２３２

23

30

外国籍の方で区立 小 中 学
校に入学を希望す る 方 へ

年４月に、区立小中学校の第
１学年に入学を希望する外国籍の
方は、申請が必要です。
▽入学資格 区内に住所があり、
次に該当する方 ①小学校は平
成 年４月２日～ 年４月１日
生まれの方 ②中学校は義務教
育課程の小学校を卒業見込みの

平成29（2017）年 9月5日

随時配信

年代別では男性は60代・女性は30代が多い 高橋祥友）より
傾向にあります。職業別では、無職の方が多

こころのSOSを出している場合、
「死んで

ではなく、健康・家庭・経済・生活問題など、 けてほしい」と周囲に訴えている場合があり
ると言われています。自殺は、本人が発する のSOSに気付いていることも多く、この気
サインに気付き適切な対応をとれば、防ぐこ 付きが自殺防止の第一歩です。
●1人で抱え込まずに下記窓口へ相談を

は ば た き21 男女平等に関する講座募集の案内、男女平等推
随時配信
メールマガジン 進フォーラムの案内、相談事業の案内
（月1回程度）

とができます。

悪質商法など相談の多い消費者トラブルの注意
消費生活情報
随時配信
情報、日常使用する製品の事故および注意情報、
メールマガジン
（月1回程度）
消費生活関連の講座やイベントの案内

る前にSOSを出しています。次の様子に多 ・台東保健所保健サービス課

た い と う 環 境 区が主催する環境関連イベント、環境関連事業
月1回
メールマガジン のご案内、エコライフ情報
（毎月20日ごろ）

●こころのSOS 自殺者の多くは、自殺す こころの健康相談（精神科医による相談）
く当てはまる場合は特に注意が必要です。早

めに医療機関や相談機関へ相談しましょう。 ・浅草保健相談センター☎（3844）8171
・東京いのちの電話☎（3264）4343

たいとうヘルス 各種健診・検診のご案内、健康に関する相談、
随時配信
ケアニュース
健康に役立つ情報
（月3～4回程度）
高齢者等が行方不明になった際の捜索協力依頼
高齢者見守り
随時配信
情報、高齢者の見守りや認知症に関するイベン
メールマガジン
（月1回程度）
トの案内

☎（3847）9497

・東京都夜間こころの電話相談
☎（5155）5028
ⓒBANDAI

問合せ

台東保健所保健予防課
☎（3847）9405

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246−1213〉

広報

月
日

10

10

26

10
30

11
14

10

11

12

20

110

20

午後３時～４時
えん げ
▽テーマ 嚥下障害の理解と対処
▽講師 古渡雅樹（言語聴覚士）

10

10

－

▽場所・問合せ 台東病院㈹
☎（３８７６）１００１

24

10

子宮頸がん検診

11

子育てママの健康診断

10

10

▽申込方法 はがきに希望コース
（①か②）
・住所・氏名・年齢・電

22

30 30

話番号を書いて左記問合せ先へ

9

11

▽申込締切日 ９月 日㈬
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

10

▽日時 健診日 月 日㈭、結果
説明日 月 日㈮午前中
※詳しくは 月中旬に郵送する
「健診のご案内」
をご覧ください。
▽場所 台東保健所
▽対象 区内在住で、１歳以上４
歳未満（健診日現在）の子供が
いる出産後１年以上経過してい
る母親（勤務先等で健康診断を
受ける機会のある方、妊娠中の
方、１年以内に区の健康診断を
受けた方は除く）
▽内容 内科診察、血液・尿検査、
体組成・骨密度測定、生活習慣

の助言等
▽申込方法 はがきに健診日・住
ふりがな
所・氏名・生年月日・電話番号
・職業・過去 年の健康診断受
ふりがな
診の有無・子供の氏名・生年月
日・託児希望の有無を書いて左
記問合せ先へ（電子申請可）
▽申込締切日 ９月 日㈬（消印
有効）
００１５ 台東
▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
所保健サービス課
☎（３８４７）９４４７

☎（５２４６）１２９５
今年度、偶数年齢になる 歳以
あ な た の 体 の 健 康 度、
上で ～３月生まれの方には、受
チェック して み ま せ ん か
診チケットを送付しました。
（予約制）
４～ 月生まれの方には、４月
▽日時
月 日㈫、 月 日㈫ に送付済みです。
午前９時 分、 時、 時 分、 ▽検診内容 問診・視診・内診・
時（各 分程度）
頸部細胞診
▽場所 台東保健所３階大会議室 ▽受診場所 区内 医療機関
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

日

浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
☎（3844）8171
3・4か月児健康診査 10 ･ 26日午後１時15分～１時 20 ･ 25日
（平成29年6月生）
45分☎（3847) 9447
午後1時15分～2時
1歳6か月児健康診査 12日午後1時15分～2時
18日
（平成28年3月生）
☎ (3847) 9447
午後1時～2時15分
２歳児歯科健康診査
13日午後1時～2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
３歳児健康診査
17日午後1時～1時45分
4 ･ 11日
（平成26年9月生)
☎ (3847) 9447
午後1時～1時45分
10日(個別)午前9時～10時30分
24日（個別）
18日(個別)午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
26日(集団)午前9時30分～11時
☎ (3847) 9497
産婦歯科健康診査
25日午前9時～10時
（予約制）
☎（3847）9449
歯科衛生相談
3・25日午後1時30分～2時 5・19日午後1時30分～2時30分
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 30分☎ (3847) 9449
18日午前10時～11時30分、
こころの健康相談
2・23日午後1時15分～2時45分、
区内在住・在勤の方 26日午前9時45分～正午
11日午前10時30分～正午
(予約制・前日までに) ☎（3847）9497
発達障害個別相談
25日午前10時～正午
23日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
11･ 25日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
6 ･ 16日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、26日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは、区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎え
ハローベビー学級
る方へ」をご覧ください。台東保健所☎（3847）9447
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター☎（3844）8171
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▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者
▽定員 各６人（先着順）
▽内容 血圧・握力・骨密度（素
足で測定）
・血管年齢・物忘れ
度の測定、結果説明と助言
▽申込開始日時
月 日㈮午前
時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課☎（５２４６）１２５１

月

知って得する！在宅ケア
教室

▽日時 ９月 日㈬

月 日

10月の保健所・保健相談センターの事業案内

10

が谷）
、槗本なら江（三筋）
、伊

日

10

健康

月

高齢者はつらつトレーニ
ング

トレーニングマシンを使用した
運動教室です。簡単な体操やスト
レッチも行います。
▽期間（祝日を除く・各全 回）
①火曜日コースは 月 日～
月 日 ②金曜日コースは 月
日～ 月 日
▽時間 午前 時～正午
▽場所 千束健康増進センター
▽対象 区内在住の 歳以上の方
（心疾患・高血圧等の症状のあ
る方は主治医要相談）
▽定員 各 人（抽選）
▽費用
円（保険料・初回のみ）

月 日

20

10 22

藤富壽・有馬清隆（三ノ輪）
、
守谷俊夫・内田博・加藤昌弘・
新井ヨシ子（元浅草）
、松本なみ

日

1

12

細田和子（雷門）
、三浦敏明・
早乙女敏子（北上野）
、大山淑子
・眞下麗子・大出秀子・川上知
勇（清川）
、小田嘉代子・北澤

月

－
110
－
22
－

12

65

80 20

94

・秋田としゑ・岩塚健一・佐伯
正則・福島久平・浅岡實弥・入
江收（谷中）
、米原美智子・高

月 日

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内
や診療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。
毎日24時間☎（5272）0303
URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

13

90

忠彦（小島）
、福田三男・坊野
稔（寿）
、和田美智子・山田利彌
・粟辻洋子・山口和代（駒形）
、

田美代子・髙栁良夫（柳橋）
、
丹羽愛子・外山千代子・刀根國
山﨑壽美子・増井容子・山﨑友
武（下谷）
、角田清男・須田ミツ
也・福田和江・今村輝男（竜泉）
・鈴木歳彦・伊奈優（千束）
、
永見總三郎・若林廣子（台東）
、 ▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４４９
橋本和子・渡邉秀一・山中雅夫
（鳥越）
、梶千世子・中田スミエ

月 日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
今戸1－3－13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
9
内科 竜泉協立診療所
竜泉3－1－2
（3873）4373
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 竜泉たかはし薬局
竜泉3－3－3
（3875）4611
9 内科 善平医院
東上野6－2－13 （3843）7055
入谷1－7－7
（3872）7873
17 内科 飯山医院
歯科 今村歯科医院
雷門2－１4－8
（3842）5186
内科 浅草ハートクリニック
花川戸1－13－15 （6231）7581
上野桜木1－10－22
9 内科 藤本クリニック
（5685）2151
中銀上野パークマンシオン1階
18 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
花川戸1－13－16
薬局 浅草わかば薬局
（6231）7066
濱松ビル1階
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384
9 内科 森一貫堂医院
東上野2－10－10 （3831）5830
23 歯科 いしやま歯科・矯正歯科 花川戸1－2－3
（3844）1480
浅草駅ビル4階
薬局 和光堂薬局
東上野3－15－11 （3832）0068
駒形1－5－17
（3843）5631 300
9 内科 磯野外科内科
12
内科 城所医院
北上野2－26－5 （3844）0510
24 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 コトブキ永生堂薬局
寿3－15－17
（3844）5527
蔵前3－13－13
内科 菊嶋クリニック
（3851）3281
NRビル3階
10
内科 谷中クリニック
谷中3－13－10
（3823）1261
花川戸1－11－6
1 歯科 花川戸歯科医院
（3844）8727
エリーゼ片岡ビル4階
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
薬局 みなと薬局
谷中3－13－8
（3824）9325
浅草2－34－7
（5830）0121
10 内科 浅草二天門クリニック
グレイプス浅草2階
上野2－11－10
8 内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6 （5806）3077
10
内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761 20
浅草1－13－1
（3841）1446
9 歯科 中島歯科医院
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
（3841）5816
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
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９０２０さん、８０２０さ
んを紹介します

６月の審査で初めて「９０２０
達成者（ 歳以上で歯が 本以
上）
」
・
「８０２０達成者（ 歳以
」となった方
上で歯が 本以上）
を紹介します。最高齢の方は 歳
でした。

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日
あたって 分の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

・伊藤弘子・松本桂冶・岸田早
苗・青沼加代子（西浅草）
、石
田扶知子（日本堤）
、平野スイ
・服部愛子・市原勲・武村泰男
・鈴木佑介・宮良禮子・佐久間
國夫・江川文子（根岸）
、伊藤
寛二・冠木直子・成澤幸子・地
主英三郎（橋場）
、八島玉枝・
辰尾雅子（花川戸）
、茂呂吉二
・伊藤武弘・髙橋ハル（東浅草）
、
西川光雄・上木千惠子・髙寺松
次・角田トク・塚越美智子・米
川治子・梅原壯一・和田和子（東
上野）
、木村久江・田村俊子・
田部井稔・渡部和子・大川金子
・澤實・丸山吉明・本間明（松

9・10月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（☎5246−1277）でお確かめください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/
場所 永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
診療対象 小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後６時45分～９時45分
受付時間 日曜日・祝日午前８時45分～午後９時45分
調剤薬局 車坂薬局 東上野３－11－３ ☎（5812）2067

●９０２０さん（敬称略） 武藤
義雄（浅草）
、篠原芳子（入谷）
、
河西幸一郎（北上野）
、淀川み
つよ・河野浅吉（蔵前）
、大林
ヒサヱ・平林林（寿）
、後藤梅
子（千束）
、藤野照子（西浅草）
、
森弘三・市川信子（根岸）
、北
山喜代子・村上常雄（東浅草）
、
内田美代子（松が谷）
●８０２０さん（敬称略） 内藤
昭・伊藤正勝・熊谷恒次・小櫃
美子・佐藤倉吉・永松玲子・椿
雅枝（浅草）
、
清水なを（池之端）
、
安部ゆき・加藤早苗（今戸）
、
木村つや子・村田忠敬・深澤和
江（入谷）
、本山玲子（上野）
、
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10月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集
場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全5回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全5回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全5回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日 （全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日 （全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全5回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

毎週火曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全4回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5回）
午前10時30分～正午

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 参加費 1回
300円 申込方法 往復はがきに①10月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性
20人 別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
9月20日㈬（必着）までに各センターへ（1人1教室
15人 につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【平成30年度 高齢者住宅（シルバーピア）入居者募集】▷募集世帯 単身用、2人世帯用 ▷申込書配布期間 10月2日㈪～11日㈬※詳しくは、広報「たいとう」
9月20日号でお知らせします。
〈台東区住宅課☎5246−1213〉

広報
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催 し も の など
生活安全のつどい

第 1188 号
前10時～午後3時 ③午前9時～午後5時
場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

より中止の場合あり

出店数（予定）①30
店 ②③20店 出店料 ①②各2,000円 ③

1,500円

申込み・問合せ ①フリーマー

問合せ先へ

申込締切日 10月7日㈯（必着）

場所・問合せ 〒110－0015

台東区東上

図書館のこども室から

野6－16－8 清島温水プール
●あかちゃんえほんタイム 日時 10月5日

☎（3842）5353

㈭午前10時15分、11時 対象 区内在住の

第11回ジュニア駅伝大会参加
者募集

平成28年4月5日～29年4月4日生まれの

☎048（268）8711

日時 12月3日㈰午前9時15分開会（予定）

※子供1人につき1回まで、いずれの回・会

在住か在勤の方

②タイムマシーンカンパニー（土・日曜日・

内容 第1部 式典、

祝日を除く午前10時〜午後6時）

場所 台東リバーサイドスポーツセンター～
隅田公園展望広場周辺 対象 区内在住か在

込みは保護者に限る、中央図書館では受付

第2部 犯罪被害者

☎050（3616）3300

学の小学4年～中学生

しません。

③里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝

～6年生男子（男女混合可）65チーム、小

ども家庭支援センター☎（3834）4577

日を除く午前10時～午後7時）

学4～6年生女子50チーム、中学生男子10

●根岸図書館 えいがとおはなし会「浦島

いライブ（テツandトモ） 問合せ 生活安

☎090（3068）3534

チーム、中学生女子10チーム

全推進課☎（5246）1044

問合せ 台東区清掃リサイクル課

日時 10月7日㈯午

ケット推進ネットワーク（土・日曜日・祝

後1時

場所 浅草
公会堂 対象 区内

日を除く午前9時〜午後6時）

体験講話、第3部
防犯トーク・お笑

▲テツandトモ

台東アートギャラリーに台東区
長賞作品等を展示します

☎（5246）1291

募集チーム 小学4

チーム編成 1チーム5人

キロメートル

子供と保護者 定員 各10組（先着順）
場とも同内容

申込開始日 9月20日㈬※申
場所・申込み・問合せ 台東子

太郎」 日時 9月27日㈬午前10時45分～

距離 1人1周約2

申込方法 申込用紙（体育施

設・学校・下記問合せ先で配布）に記入し、

11時30分、午後3時30分～4時15分
場所 根岸社会教育館ホール 対象 幼児～小
学生 定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸

霧ヶ峰学園宿泊バスツアー
「ぶどう狩りや信州味噌蔵見学等」
（1泊2日）

郵送か持参 申込締切日 10月6日㈮午後5
時（消印有効） 問合せ スポーツ振興課（生

図書館☎（3876）2101

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を

のづかい」ほか

展示作品「法隆寺金堂壁画3号壁 観音菩薩」

日程 9月30日㈯～10月1日㈰

除く午前9時～午後5時）

時30分～11時、午後3時30分～4時

武井好之氏、
「法隆寺金堂壁画3号壁 観音

住か在勤の方 定員 40人※最少催行人数

☎（5246）5853

対象 幼児～小学校低学年

菩薩」廣嶋敬久氏、
「法隆寺金堂壁画5号

20人

壁 半跏菩薩」小田野尚之氏

通費含む、子供料金あり）※詳しくは、少

期間 9月10日㈰～10月13日㈮

場所 区役

所1階台東アートギャラリー

問合せ 文化

第14回台東区の伝統工芸職人
展
実演者（業種）

田中耕太朗（江戸すだれ）
片山晴夫（東京桐たんす）
上川善嗣（東京銀器）
9月13日㈬～15日 坂井智雄（看板彫刻）
㈮午前9時30分～
櫻井悠子（江戸手描ちょ
午後5時（入場は
うちん）
4時30分まで）
藤井直行（袋物）
日花和子（彫刻）
石井寅男（木版彫刻）

ください。

申込み・問合せ 富士急トラベ

ル㈱☎（5302）0200

問合せ 少年自然

日時 9月20日㈬午前10
定員 各60人
（先

着順） 場所・問合せ 石浜図書館

費用 21,000円から（1泊4食・交

スポーツひろば

☎（3876）0854

年自然の家霧ヶ峰学園ホームページをご覧

振興課☎（5246）1153

日時

対象 区内在

●石浜図書館えいがとおはなし会「ばけも

●田原小・卓球初心者教室

日時 10月7

～21日の土曜日（全3回）午後7時～8時

邦楽フレッシュコンサート2017
「秋の調」－和の音色と共に－

の家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257

45分 持ち物 運動できる服装、室内履き、

日時 10月21日㈯午後1時30分開場、2時開

台東区学務課校外施設係☎（5246）1422

飲み物、タオル、ラケット（貸出あり）
申込方法 当日

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー
ル 出演 東京藝術大学音楽学部邦楽科

●田原小・ウオーキング教室～皆で雷門周

入場料 1,000円（全席自由）※未就学児の
入場不可 演目 箏曲山田流「花三題」
、創

ルールや試合方法を楽しく学びます。

辺を歩きましょう～

作曲「一夜の幻」
「いのち」
、尺八「三本の

日時 10月5日㈭・10日㈫午前9時30分～午

の水曜日（全2回）午後7時15分～8時30

尺八のための『緩急』
」
、箏曲生田流「夢殿」

後4時30分（雨天時は午前11時30分まで）

分（7時受付） 定員 30人（先着順）

入場券 浅草公会堂、チケットペイ、生涯学

場所 台東リバーサイドスポーツセンター少

講師 鮫島洋一氏、土田秀徳氏（台東区ス

習センター、区役所9階④番文化振興課、

年野球場（雨天時は体育館会議室）

ポーツ推進委員） 費用 100円（2回分・

下記財団事務局で販売

ゲートボール研修会（初心者歓
迎）

※保険は各自任意で加入
直接会場へ

日時 10月18・25

対象 区内在住か在勤・在学の方

保険料含む） 持ち物 運動できる服装、室

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

申込締切日 9月29日㈮

内履き、飲み物、タオル

☎（5828）7591

申込み・問合せ 健康課☎（5246）1214

を添えて次の①か②へ ①9月13日㈬午後

田中耕太朗（江戸すだれ）
赤塚顕（江戸べっ甲）
長尾次朗（木版彫刻）
9月16日㈯～18日 星野保（銅器）
㈷午前9時30分～ 宮川久美子（江戸刷毛・
午後5時（入場は 江戸手植ブラシ）
4時30分まで）
茂上豊（江戸指物）
田中慎二（彫刻）
川島利之（神仏具かざり
師）

日程 10月28日～12月16日の土曜日（全

◆ 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

8回） 時間 Aクラスは午後2時～3時、B

※学校行事等により中止･変更の場合あり

館は4時まで） 休館日 月・木曜日（祝日の

場所 東京国立博物館平成館ラウンジ（上野

クラスは午後3時～4時、Cクラスは午後0

※更衣室なし※子供を連れての参加不可

場合は翌日） 入館料 一般500円、小中高

公園13－9） 入館料 一般620円、大学生

時30分～1時30分

場所 田原小学校3階体育室

生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

410円※満18歳未満および満70歳以上の

小学1・2年生、Cクラスは小学3年生以上

か在勤・在学の中学生以上の方

場所・問合せ 朝倉彫塑館

方、障害者とその介護者1人は無料

の方 定員 各30人（抽選） 講師 野村不動

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

☎（3821）4549

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

産ライフ＆スポーツ 費用 7,000円（8回

小学1・2年生のための泳力向
上教室、小学3年生からの泳力
向上教室第2期

対象 A・Bクラスは

分・保険料含む）※レッスン前後の利用は

リサイクル

申込方法 参加費

7時15分～8時15分・田原小3階体育室
②9月14日㈭～10月13日㈮・スポーツ振

開館50年特別展「猫百態－朝
倉彫塑館の猫たち－」

興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・

スペシャルトークなどのイベントも実施し

祝日を除く午前9時～午後5時）

ます。 期間 12月24日㈰まで

対象 区内在住

初心者のためのスポーツ教室

一葉記念館第18回朗読会
「十三夜」

申込方法 往復はがきに

●バドミントン 日時 10月6日～12月1日

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①10

教室名・希望クラス（A～C）
・住所・氏名・

の金曜日（10月20日、11月3日を除く・

入館料のみでお楽しみいただけます。

月1日㈰ ②8日㈰ ③9日㈷ 時間 ①②午

年齢・電話番号・泳力レベルを書いて右記

全7回）午後7時～9時 対象 区内在住か在
勤・在学の高校生以上の方 定員 40人（先

日時 9月30日㈯午後1時30分 (1時間程度)

着順） 持ち物 運動できる服装、室内履き、

読家） 入館料 一般300円、小中高生100

飲み物、タオル、ラケット（貸出しあり）

円

☎（3873）0004

延長料金が必要

区民体育祭
対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しく

申込み・問合せ スポーツ振興課（生涯学

は、
大会要項
（右記問合せ先で配布、
区ホー

習センター5階、土・日曜日・祝日を除く

申込方法 電話で下記問合せ先へ

午前9時～午後5時）☎（5246）5853

申込開始日 9月5日㈫

ムページからダウンロード可）をご覧く

●「幼児運動教室 第4期」 日程 11月4日

ださい。
種目

日程

場所

桜橋〜東京スカイツリー
自転車（サ
イ ク リ ン 10月9日㈷ 〜猿江恩賜公園〜横十
間川親水公園〜桜橋
グ）
登山
柔道

11月12日㈰ 幕山 （湯河原）

テコンドー 11月19日㈰
ビーチボー
12月17日㈰
ル

申込締切日時

300円

9月10日㈰～30日㈯午後3
時（必着）※台東区自転車
連盟へ申込み

8,500円

9月8日㈮～10月13日㈮
（必着）
※台東区山岳連盟へ申込み

小中学生500円、9月11日㈪～10月5日㈭午
高校生800円、 後1時（必着）※台東区柔
一般1,000円
道会へ申込可

10月15日㈰

バレーボー
10月22日㈰
ル（一般）

費用

台東リバーサイドス
ポーツセンター

1チーム
3,000円

9月19日㈫～10月3日㈫午
後5時（必着）※台東区バ
レーボール連盟へ申込み

4,000円

9月19日 ㈫ ～10月19日 ㈭
（必着）※台東区テコンドー
協会へ申込み

1チーム
2,000円

9月15日 ㈮ ～10月20日 ㈮
（必着）※台東区ビーチボー
ル協会へ申込み

～12月22日の金・土曜日（各全7回）

定員 60人（先着順） 講師 田中邦子氏（朗
場所・問合せ 一葉記念館

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「古楽」

時間 （金曜日クラス）①3歳児コースは午

日時 10月19日㈭午後1時30分開場、2時開

後2時30分～3時30分 ②4歳児コースは
午後4時～5時、
（土曜日クラス）③3歳児

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー
ル 出演 東京藝術大学音楽学部学生・院生

コースは午前9時30分～10時30分 ④5歳

ほか 入場券 500円※当日会場で午後1時

児コースは午前11時～正午 定員 各10人

30分から販売、未就学児の入場不可

（抽選） 申込締切日 10月15日㈰（必着）

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

往復はがきに「古楽」
・希望人数（2人まで）

④）
・曜日・住所・氏名・年齢・性別・保護

・住所・氏名・電話番号、在勤の方は勤務

者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ

先名を書いて下記問合せ先へ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸1

申込締切日 9月19日㈫（必着）
問合せ 〒110－0004

台東区下谷1－2－

－1－10 台東リバーサイドスポーツセン

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

ター☎（3872）3181

☎（5826）7125

【児童館合同「第5回下町こどもまつり」
】▷日時 10月1日㈰午前10時～午後3時 ▷場所 入谷南公園※小雨決行、荒天時は駒形中学校体育館 ▷対象 0～18歳の
子供と保護者 ▷内容 ゲームコーナー、
「あそび」や「工作」の出前、乳幼児親子も楽しめるブース ほか〈台東区社会福祉事業団☎5603－2229〉

広報

平成29（2017）年 9月5日
書道博物館企画展
「あの人、こんな字！－歴史上の
人物たち－〈中国編〉
」
期間 9月22日㈮～12月17日㈰※11月3日

㈷は開館記念日のため、来館者全員にプレ
ゼントを差し上げます。 休館日 月曜日
（祝日の場合は翌日）

ち海浜公園へ地域散策」 日時 11月7日㈫

学の方 定員 80人（先着順） 講師 下垣光

やすい服装・靴で参加 定員 30人（抽選）

午前9時老人福祉センター前出発、午後5

氏（日本社会事業大学社会福祉学部福祉援

※区内在住の方優先 講師 伊藤宏之氏（台

時帰着予定 対象 区内在住の60歳以上の

助学科教授） 申込方法 住所・氏名・電話

東区文化財保護調査員） 申込方法 往復は

方 定員 46人（抽選） 費用 3,665円（バ

番号を電話かファックスまたは電子メール

がき（1枚2人まで）に講座名・代表者の住

ス代・高速代・保険料・入園料含む）

で下記問合せ先へ 問合せ 介護予防・地域

所・氏名・電話番号・参加者全員の氏名・

支援課☎（5246）1225

年齢を書いて下記問合せ先へ

申込締切日 10月6日㈮
申込み・問合せ 老人福祉センター

FAX （5246）1179

☎（3833）6541

●ギャラリートーク 日程 ①10月1日㈰
②11月12日㈰ 時間 午前10時、午後1時30
分 定員 各20人（先着順） 申込方法 往復

ふり

はがき（1人1枚）に希望日時・住所・氏
がな

名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先
へ

第 1188 号 （6）

申込締切日（必着）①9月20日㈬

②

11月1日㈬

Eメール chiikishie

n.dos@city.taito.tokyo.jp

講 座・相 談 会 など
地域のチカラ講座
「
〈育自〉してみませんか～自分
を大事にするワークショップ～」

ふりがな

申込締切日

9月29日㈮（必着） 問合せ 〒111−8621
生涯学習センター生涯学習課
☎（5246）5852

高齢犬のための講習会
「シニア犬との暮らし方」
日時 9月25日㈪午後2時～3時

場所 台東

保健所6階中会議室 定員 40人（先着順）
※犬を連れての参加不可 講師 荒井隆嘉氏
（㈱犬のしつけ教室DOGLY代表取締役）

企画展「台東区発足70周年記念
定点写真と台東区の風景～名所
の記憶をさぐる～」専門員によ
るスライド・トーク
展示内容の見どころを解説します。

●ワークショップ
「有名人の書をかこう！」

育児ではなく、自分を育てる「育自」
。自

申込締切日 9月22日㈮

日時 10月12日㈭午後1時30分～2時

うちわや色紙に書を書きます。 日時 10

分の心の声に耳を傾け、自分らしく生きる

申込み・問合せ 台東保健所生活衛生課

場所 生涯学習センター

月1日㈰、11月12日㈰午前9時30分～午

ことを考える講座です。 日時 10月14日

後4時 費用 100円（別途入館料が必要）

㈯・11月4日㈯（全2回）午前10時～正午

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定員 20人（先着順） 講師 加藤園子氏

☎（3847）9437

定員 40人（先着

順） 講師 平野恵（中央図書館専門員）
問合せ 中央図書館☎（5246）5911

区民自然観察員養成講座

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

場所・問合せ 〒110－0003

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢

㈰ ③12月23日㈷

・性別を電話か直接下記問合せ先へ

分～4時 ③午後1時～5時 場所 ①環境ふ

日時 9月30日㈯午後2時

ンターミレニアムホール

台東区根岸

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

ものづくり教室
「印章彫刻体験教室」
日時 11月25日㈯午前10時～正午ごろ
場所 伊藤印房（千束1－19－4） 対象 勤

労者サービスセンター会員とその家族、区

日程（全3回）①10月14日㈯

②11月19日

池波正太郎記念文庫特別講演会
「私の小説作法」

入館料 一般500円、小中高生250円

時間 ①②午後1時30

場所 生涯学習セ

申込開始日 9月8日㈮

れあい館ひまわり ②台東区民会館・墨田

託児の申込締切日 10月7日㈯

区立隅田公園（墨田区向島1・2・5丁目）
、

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

③足立区桑袋ビオトープ公園 対象 区内在

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

住か在勤・在学の中学生以上の方 定員 30

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

人（先着順） 講師 新井浩司氏、
三森典彰氏、

先へ

習センター4階）☎（5246）5816

2017男女平等推進フォーラム

講師 逢坂剛氏

（直木賞作家） 定員 300人（抽選）
ふりがな

申込締切日 9月15日㈮（必着）

木村幸一郎氏 費用 500円（バス代・③の

問合せ 〒111−8621

み）※③は環境ふれあい館からバス移動

太郎記念文庫☎（5246）5915

中央図書館池波正

内在住か在勤・在学の方※中学生以下は大

●講演会「生きづらさ万歳！～私の居場所

人の付き添いが必要、未就学児は不可

はここにある～」
（託児・手話通訳・要約

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

定員 12人（抽選） 講師 伊藤睦子氏（伊藤

筆記・ヒアリングループ〈磁気ループ〉あ

ファックスまたは直接下記問合せ先へ

印房） 費用 3,000円（会員とその家族は

り ） 日時 9月24

別料金） 持ち物 エプロン※汚れてもいい

日㈰午後1時30分

い館ひまわり☎（3866）8098

月24日㈫（会計・税務相談）
、10月25日

服装で参加

開場、2時開演

FAX （3866）8099

㈬（労務相談） 時間 午後2時～4時

申込方法 はがき（1人1枚）

に催し名・住所・氏名・年齢・電話番号、

場所 生涯学習セン

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・会員

ターミレニアムホ

の方は会員番号・中学生以下は付き添い者
の氏名を書いて下記問合せ先へ

ール

申込締切日 10月6日㈮

問合せ 環境ふれあ

定員 300人

日程（内容）10月17日㈫（法律相談）
、10

対象 区内で活動する非営利団体

幸せに親になる講座
「幸せ♪産後レッスン」

（先着順）※託児（6

NPOのための個別相談

定員 各2

組（先着順） 申込方法 希望日・団体名・
参加者全員の氏名・電話番号を電話かファ

日時 10月22日、11月5・19日、12月3・17

ックスまたは電子メールで下記問合せ先へ

申込締切日 10月20日㈮（必着）

か月以上の未就学

日の日曜日（全5回）午前10時～11時30分

申込締切日 各開催日の1週間前

問合せ 〒111－0056

児）希望の方は、電話で下記問合せ先へ

場所 生涯学習センター

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

18 （公財)台東区産業振興事業団勤労者

講師 雨宮処凛氏
（作家・活動家）
、
インタビュ

勤の保護者と講座実施月に生後2か月～は

サービスセンター☎（5829）4123

アーは佐藤香代氏（弁護士）

いはいする前までの子供 定員 12組（抽

託児の申込締切日 9月16日㈯

選） 申込方法 住所・参加者全員の氏名・

台東区小島2－9－

老人福祉センターの催し

●ワークショップ

▲雨宮処凛氏

対象 区内在住か在

ふりがな

日時 9月23日㈷午前

年齢（月齢）
・電話番号、在勤の方は勤務

●スマートフォン講習会（初心者向け）

10時～午後4時、24日㈰午前9時30分～

先名・所在地・電話番号をファックスか電

日時 10月の土曜日（全4回）午前10時～

正午

子メールで下記申込先へ

正午

●男女平等推進団体作品展示

場所 橋場老人福祉館

対象 区内在

住の60歳以上の方 定員 16人（抽選）
たけぼうき

講師 NPO法人竹箒の会

場所 男女平等推進プラザ
日程 9月

23日㈷・24日㈰ 場所 男女平等推進プラザ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

必要な物 本人確

申込み・問合せ （一財）ベビー＆バースフ
FAX （5849）4322

問合せ 男女平等推進プラザ

Eメール happy.sango.taito@gmail.com

康保険証等） 申込締切日 9月20日㈬

☎（5246）5816

問合せ 台東区生涯学習課

などを行います。 日時 10月18日～30年

区内10士業「よろず相談会」

成年後見制度無料相談会
日時 10月14日㈯午前9時30分～午後4時

学の方 定員 10組（要予約）

認できる物（老人福祉施設使用登録証、健
●脳の健康教室 簡単な読み・書き・計算

FAX（3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

（1組90分程度） 対象 区内在住か在勤・在

申込締切日 9月30日㈯

レンドリー財団

☎（3847）7065

申込締切日 10月5日㈭
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

会☎（5828）7507

シルバー人材センターの催し

☎（5246）5821

シニアライフ応援計画
「伝統工芸の危機～漆の世界～」

●パソコン講座①「初めてのPowerPoint」
②「ワードで宛名シールの作成」

3月7日の水曜日（全20回）午前中の40分

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・建築士・

程度

対象 区内

社会保険労務士・行政書士・税理士・中小

在住のおおむね65歳以上で毎日10分程度

企業診断士・不動産鑑定士・宅地建物取引

伝統工芸の危機とは？知られざる伝統工芸

日㈮ ②10月12日㈭・16日㈪・19日㈭午

の自宅学習が可能な方

士による無料相談会です。

の現状を、漆の世界を通じてご紹介しま

前10時～正午 定員 各9人（抽選）

㈰午前10時～午後4時（受付は3時まで）

す。

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

●筋力向上トレーニングマシン使い方講習

場所 生涯学習センター1階アトリウム

会

日程（祝日を除く・全10回）火曜日コー

申込期間 9月7日㈭～29日㈮※当日受付可

2時～4時
区内在住か在勤の方 定員 80人（抽選）

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合

ス・10月10日～12月12日、金曜日コース
・10月13日～12月22日 時間 午前10時

申込み・問合せ くらしの相談課区民相談室

講師 金子貴一氏（フリーライター）
、川野

せ先へ

（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後

邊渉氏（独立行政法人東京文化財研究所特

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 10

任研究員）
、田中信行氏（選定保存技術〈漆

月5日㈭・25日㈬午前10時～11時、11時

刷毛製作〉保持者） 申込方法 住所・氏名・

～正午

場所 老人福祉センター

費用 月額1,500円

～正午

定員 30人（抽選）

申込締切日 9月30日㈯

場所 老人福祉センター

対象 区

内在住のおおむね65歳以上で要介護認定
を受けていない方 定員 各10人（抽選）

日時 10月8日

4時）☎（5246）1025

特別相談「高齢者被害」

日時 10月25日㈬・11月1日㈬午後
場所 生涯学習センター

対象

日時（全3回）①10月6日㈮・10日㈫・13

はがき（1人1枚)に催し名（①か②）
・住所

定員 各5人（抽選） 申込方法 往

年代・電話番号を電話かはがきで下記問合

復はがき（1人1枚）に講座名・希望日時・

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

悪質商法などでお困りの方はご相談くださ

せ先へ

住所・氏名・年齢・電話番号・相談内容を

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

い。相談は無料、秘密は厳守します。

問合せ 〒111−8621

日時 9月11日㈪～13日㈬午前9時～午後4

生涯学習課☎（5246）5821

申込締切日 9月30日㈯

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

配布する申込用紙に記入し提出
問合せ 老人福祉センター

時

場所・問合せ 消費生活センター（区役

所9階⑦番）☎（5246）1133

認知症サポーター養成講座

☎（3833）6541

日時 9月26日㈫午後2時～4時

●ゆとり教養講座「バスハイク 国営ひた

所10階会議室

場所 区役

対象 区内在住か在勤・在

申込締切日 10月10日㈫（必着）

生涯学習センター

浅草地域の伝説を歩く

書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住の原則60歳以上の方
申込締切日 9月20日㈬（必着）※募集数に

浅草地域に伝わる伝説の故地や由来を伝え

達しない場合、9月21日㈭以降に電話で受

る文化財を訪ね歩きます。 日時 10月15

付

日㈰午後2時～4時

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

行先 妙亀塚公園、長

昌寺、浅草寺等※長距離を歩くため、歩き

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。

場所・問合せ 〒111－0056

ター☎（3864）3338

台東区

−

ィーイベントです。
▽日時 ９月 日㈯正午～ 月１
日㈰正午
▽場所 上野公園噴水広場
▽費用 １人１千円（参加費）
▽申込方法 チーム名・参加者全

者の住所・電話番号を往復はが
きか電子メールで左記問合せ先
へ
※詳しくは、病院ホームページへ
▽申込締切日 ９月 日㈮（消印
有効）

３）
▽定員（先着順） 火曜日 人、
土曜日 人
▽費用 月額４千円（共用費）
−

30

※材料・工具代は実費
▽申込み・問合せ 全国皮革振興

▽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① 日㈬午前９時
分 ② 日㈬午前 時 ③
日㈭午前 時（各 分程度）
※車での来校不可

45

30

塚まつりお化け地蔵ご縁日」事
務局
☎（３８７３）３６９７
●第 回市民公開講座「知ってほ
しい！緩和ケア」
月 日㈯
▽日時
午後２時～３時 分
▽場所 都立駒込病院別館講堂
▽定員
人（抽選）
▽講師 田中桂子（都立駒込病院
緩和ケア科部長）ほか
▽申込方法 第 回公開講座参加
ふりがな
希望・参加者全員の氏名・代表

−

８
区高田馬場１
に
っぽん文楽プロジェクト
☎（６２３３）８９４８
●皮革手芸教室（ 月生）募集
～３月の火曜日か土曜
▽日時
日午後１時～４時
かばん
▽場所 東京鞄会館（蔵前４

会 員 募 集

10

●墨田特別支援学校「第２回学校
公開」
▽日時 ９月 日㈬・ 日㈭
午前９時～正午

▽場所 タワーホール船堀（江戸
川区船堀４ １ １）
▽対象 保育士資格をお持ちの方

−

−

（取得見込み含む）
▽内容 ①今日求められる保育士
像の講義や先輩保育士の体験談

in

10

10

10

20

23

10

10

10

−

24 10

※茶道の体験（要申込）は①午後

10

11

８６７７ 文京
会☎（３８６５）７４５７
▽場所・申込み・問合せ 都立墨
など、就職に役立つ話 ②千代
員の住所・氏名・年齢・性別、 ▽問合せ 〒
都立駒込
区本駒込３
田特別支援学校（墨田区八広５
田・中央・港・台東・墨田・足
代表者の電話番号・ファックス
病院がん拠点事務局
２）
立・葛飾・江戸川区の民間保育
番号をはがきかファックスまた
☎（３６１９）４８５１
☎（３８２３）２１０１㈹
園がブースを出展
は電子メールで左記問合せ先へ
メール
●江戸・ＴＯＫＹＯ 技とテクノ ※履歴書不要、服装・入退場自由、
※実行委員会事務局ホームページ
koukaikouza@cic ●民謡いち鈴会
▽日時 毎週土曜日（月４回）
の融合展２０１７（入場無料）
②からの参加可
からも申込可
k.jp
もり
００５２ 港区 ●にっぽん文楽 上野の杜
午後１時 分～４時
▽日時 ９月 日㈭
▽問合せ 東京都保育人材・保育
▽問合せ 〒
赤坂８
リレー・フォ
ひのき造りの本格的な組立舞台 ▽場所 台東一丁目区民館ほか
午前 時～午後５時
所支援センター
ー・ライフ東京上野実行委員会 で、伝統芸能「文楽」を公演しま
▽会費 月額２千円
▽場所 東京国際フォーラムホー
☎（５２１１）２９１２
事務局
す。屋外の開放的な空間で、飲食
入会金１千円
ルＥ（千代田区丸の内３ ５
●子育て女性向けセミナー 台東
１）
☎（６９０３）６０８８
を楽しみながら、間近でご覧にな
▽問合せ 酒井
「子育てしながら私も働ける！？
０２０（４６６９）４４８５ れます。
▽問合せ 東京信用保証協会ビジ ～私も子どもも大切にしながら働
☎（３８３２）３６７７
月 日㈯～ 日㈫昼の ●社交ダンスサークル「ウィング」
メール
ネスフェア実行委員会事務局
▽日時
くための準備について考えましょ
rfltokyoueno@gm
部は午後０時 分、夜の部は午 （見学歓迎）
☎（３２７２）２０７０
う～」
ail.com
月５日㈭
●第１回源内先生発明くふうコン
（各１時間 分程度） ▽日時 木曜日（月３回）
後６時 分
●不動産街頭無料相談会
▽日時
午前 時～正午
テスト
※雨天の場合は中止
▽日時 ９月 日㈭
午後１時 分～３時 分
▽場所 生涯学習センター４階
▽場所 千束社会教育館ほか
午前 時～午後４時
江戸時代の発明王・平賀源内に ▽場所 上野公園噴水広場
▽対象 育児をしながら再就職を
▽場所 錦糸町アルカキット前
▽会費 月額４千円
ちなみ現代の発明王を発掘します。 ▽演目 「万才・関寺小町」
「増補
考えている女性（０～３歳まで
▽問合せ 渡辺（午後７時〜 時） （ＪＲ錦糸町駅前）
▽テーマ 「夢をつくる」発明く
大江山〜戻り橋の段」
☎（３８７２）６７０２
の子供同伴可）
▽相談員 弁護士・税理士等
ふう
▽入場料 ２千円
人（先着順）
▽定員
▽対象 小中学生
▽入場券販売場所 チケットぴあ ●上野桜守の会（上野公園の桜の ▽問合せ （公社）全日本不動産
▽講師 蒲生智会氏
協会東京都本部城東第二支部
▽申込方法 はがきに住所・氏名
（☎０５７０ ０２ ９９９９、 保全活動等）
▽申込開始日 ９月８日㈮
Ｐコード４８０２６２）
、ロー
▽日時 不定期（年 回程度）
☎（６６５８）８５２６
・年齢・発明くふうを書いて左
▽申込み・問合せ 東京しごとセ
ソンチケット（☎０５７０ ０ ▽場所 東部公園緑地事務所（上 ●ハローワーク上野就職支援セミ
記問合せ先へ
）ほか
８４ ００３、Ｌコード３２４
野公園７
ンター女性しごと応援テラス
ナー参加者募集（予約制）
▽申込締切日時 ９月 日㈯午後
３時（必着）
１４）
▽会費 年額１千円
☎（５２１１）２８５５
▽講座名・日時
００２２ 台東 ・ 月 日㈪・ 日㈫の昼の部に
月２日
▽問合せ 〒
▽問合せ 木村
●都内 区一斉無料法律相談会
・書類作成セミナー
月７日㈯
▽日時
５ アサヒ商店 区内在住の方を抽選で各 人ご招
区清川１
㈪・ 日㈬午前 時
☎０９０（６１３０）００８８
午前 時～午後１時
月 日
街振興組合内「平賀源内・妙亀 待
・面接対策セミナー
●書道「親墨会」
▽場所 上野区民館１階集会室
㈬・ 日㈪午前 時
▽申込方法 往復はがきに希望
▽日時 第２土曜日・第４日曜日
▽対象 区内在住か在勤・在学の
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
日・希望人数（２人まで）
・住所
午前 時～正午
▽場所 生涯学習センターほか
以下で全日程参加できる方）
方
・ 氏名・電話番号を書いて左
月 日㈪・ 日㈫・ 日㈪・ ▽相談内容 借地・借家、相続、
▽会費 月額２千円
記問合せ先へ
日㈫（全４回）午後１時
金銭、その他法律問題全般
▽問合せ 石川
▽申込締切日 ９月 日㈮
００７５ 新宿
▽問合せ 〒
▽場所・申込み・問合せ
☎（３８５１）００２３
▽相談員 弁護士
月６日㈮午前 時～
ハローワーク上野
▽申込み
午後４時に左記へ
☎（３８４７）８６０９
☎（３５８０）３１８１
●保育士就職支援研修・相談会
月１日㈰ ①就職支援 ▽問合せ 東京弁護士会法律相談
▽日時
課☎（３５８１）２２０６
研修午前 時～午後２時 分
台東区くらしの相談課区民相談
②就職相談会午後２時 分～４
時
室☎（５２４６）１０２５

21

−

11

34

41
#

−

２時 分 ②午後３時 分 ③
、参加
午後３時 分（全３回）
費１回 円

20

50

10

10

17

10

10

30

台東区上野 2−12−11 宝丹ビ ル
TEL ：
03-3831-0539
10:30 〜 16:30（土日祝日除く）
FAX

咳に 立効丸 胃には 宝丹 ( 守田宝丹 1680 年創業 )

広告
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28

28
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−

10

10
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30

10

16

10

30

20

21

10

16 12

20

10

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
ができません）。※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
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１
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−

29

30

−
47

20

E
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催しものなど

15

−
113
−
18
−
22

in

14

30

●東京防災学習セミナー「ホリデ

味線など）

−

23

11 28

17

30

10

420

−
16

15

10

10

30

16 −

10

−

17

169

− −
31
−

10

23

30

30

40

ーセミナー」
▽場所・申込み・問合せ
▽日時 ９月 日㈯
根岸社会教育館
午後２時～４時 分
☎（３８７６）２１０３
▽場所 都庁第一本庁舎５階大会 ●社会教育センター指定管理者主
議場
催「声優体験ワークショップ」
▽定員
人（予約優先）
▽日時 ９月 日㈷
▽内容 「避難所運営の手順と方
午後２時～４時
法」
、「風水害・土砂災害への対策」 ▽対象 中学生〜 歳までの方
人（先着順）
▽定員
など
▽講師 吉田小南美氏（声優）
※防災ブック「東京防災」持参
▽申込み・問合せ 東京防災学習 ▽場所・申込み・問合せ
社会教育センター
セミナー事務局
☎（３８４２）５３５２
☎（３２１２）３１６６
●和装の着付けを楽しみませんか
●浮世絵展 待乳山と隅田川
（無料）
（初心者歓迎）
葛飾北斎の「隅田川両岸一覧」 ▽日時 ９月 日㈭、 月 日㈭
をもとに、隅田川流域の歴史等を
・ 日㈭、 月９日㈭・ 日㈭
パネルで紹介します。
（全５回）午後１時 分～４時
▽場所 社会教育センター
▽日時 ９月 日㈯～ 月４日㈬
午前９時 分～午後４時
▽申込み・問合せ 学びの市場福
▽場所 待乳山聖天信徒会館（浅
田☎（５８２７）４６５１
草７ ４ １）
●第 回零の会絵画展（無料）
▽問合せ 待乳山本龍院
月９日㈷～ 日㈰午前
▽日時
☎（３８７３）６４０６
時～午後５時（ 日は午後３
●根岸社会教育館指定管理者主催
時まで）
「根岸フェスタ２０１７～ひろげ ▽場所 隅田公園リバーサイドギ
よう根岸ネットワークを！～」
ャラリー
▽日時 ９月 日㈰
▽問合せ 矢口
午前 時～午後４時
☎（５８２８）５３８０
▽内容 当館活動サークルの展示 ●リレー・フォー・ライフ・ジャ
・舞台発表・活動の体験会（コ パン２０１７東京上野
ーラス、太極拳、ダンス、健康
がん征圧を目指し、がん患者や
体操、英会話、輪投げ、ギター、 家族、支援者らが 時間交代（短
囲碁、茶道、日本舞踊、鼓、三 時間・個人での参加可）で歩き、
勇気と希望を分かち合うチャリテ

平成29（2017）年 9月5日
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