遠藤たみ、中島秀男、池田朋子、
小泉隆幸、渡辺洋子

金杉地区

﨑陽一、平井秀一、水本喜清、伊
藤六郎、中村幸男、白田信重、吉
田惠美子、後藤正秀、栗原龍哉、
鎌田文彦、神谷直彌、大森章二、
平野惣一、渡邊憲一、澤田武行、

金婚

金婚は結婚 周年、ダイヤ
モンド婚は 周年を迎えたご
夫婦で、 年 月までに申請
した方を掲載しています（申

おめでとうございます

●金婚
藤平一雄・弘子（浅草４）
根本元吉・ヤス子（浅草１）
西山哲司・和子（東上野５）
久保埜次郎・礼子（東上野５）
相馬信・効子（今戸２）
伊藤勝巳・睦子（千束１）
飯塚德久・當子（東浅草２）
平井久孝・富子（西浅草３）

請順・敬称略）
。掲載を希望
する方は、左記へご連絡くだ
さい。

▽選考方法 書類選考・面接
▽申込方法 区役所９階⑥番人

権・男女共同参画課か生涯学習
センター４階男女平等推進プラ
ザ等で配布する応募用紙に記入

し左記問合せ先へ
▽申込締切日 ２月 日㈬
▽問合せ 男女平等推進プラザ

☎（５２４６）５８１６

方に限ります。
▽支給内容 額面 万円、５年償

還の記名国債

▽請求期限 ４月２日㈪
※請求期限を過ぎると、第十回特
別弔慰金を受ける権利がなくな

りますので、お早目にご請求く
ださい。
※前回受給した方は、請求の際に、

前回受給時の裁定通知書または
国庫債券をお持ちください。
※請求方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 福祉課（区役所３階⑤

年 度 第３回区 政サポー

金の受給権を取得した方
２．子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③
祖父母 ④兄弟姉妹

位の遺族１人
１． 年４月１日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰

金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座などの個人情報の照会
・手数料などの振り込みを求める
このほか、息子や孫などを装っ

に、次のような電話をすることは
ありません。
・ＡＴＭ（銀行・コンビニ等の現

☎（５２４６）１０４４

た「オレオレ詐欺」の電話にもご
注意ください。不審な電話がかか
ってきたら、迷わず区役所や最寄

りの警察署、
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

年以上の生計関係を有していた

※戦没者等の死亡当時、生計関係
を有していた等の要件により、
順位が入れ替わります。
４．１～３以外の戦没者等の三親
等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引続き１

29

松井 八、矢島和賀子、高橋惠美
子、鈴木幸英、田下道子、新井能

年 度 台 東区 食 品 衛 生監
視 指 導 計 画（ 案 ）へのご
意見を募集しています

▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所３階⑦番区政情報コーナ

▽申込み・問合せ 高齢福祉
課（区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１

８月末で閉館します。 年度から
は栃木県鹿沼市が運営し、引続き

▽対象 区内在住か在勤・在学の
方

番）☎（５２４６）１１７２

馬道地区

い、上野駅周辺の道路渋滞が見込
まれるため、迂回運行を行ってい

区民の皆さんも利用できます。閉
館中はご不便をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。
▽問合せ 学務課
☎（５２４６）１４２２

今 戸 社 会 教 育 館の 第一会
議 室 が 防 音 室に な り まし
た

ます。
※詳しいルート・ダイヤは区ホー
ムページまたはバス停留所掲示
をご覧になるか左記へ
▽期間 ８月末まで（予定）
▽問合せ 交通対策課
☎（５２４６）１３６１

日下勝行、平尾彰敏、尾島弘治、
木村光良、松沢実、野末一郎、鈴
木貴博、石田薫、太田弘幸

25

岡本充永、西川哲生、関根秀弥、
伊藤金彌、小林正義、杉山由四郎、
小内茂、髙橋百合子、本田 子、
古川泰功、原田重雄、吉田睦子、
西井清和、田切豊一、今井喜代江、
堀内直人、森田逸夫、内野一雄、
栗俣満、大塚潤一、髙﨑髙広

清川地区

台 東区長 選 挙・台 東区 議
会 議 員 選 挙の同 時 執 行 に

台 東 区 自 然の 村 あわ野 山
荘が閉館します

▽定員 各委員９人程度
▽任期 ２年（４月１日～２０２
０年３月 日）
※活動費の一部を支給します。

14

子、粂野善弘、猪狩實、小田幸枝、
棚田初子、渡邊朋子、竜一兆、柳
平博、渡邉カツ子、大島久子、森
茂雄、沙魚川秀朔、岩本幸博、黒
川和夫、平松髙一、清水すみゑ、
阿部とみ子、永井晴美、宮島百合
子、杉浦常德、田口孝平、内野安
夫

谷中地区
相原磨里子、米山博美、長沼真弓、
佐伯正則、原武充、田中久江、吉
澤和子、吉田榮美子、服部孝子

浅草橋地区

14

区の発展に尽力された町会役員
人を表彰

多年にわたり町会の役員とし
て、町の発展に尽くされた方々を
表彰する「町会役員表彰式」が
月３日、区役所で行われました。
表彰を受けたのは次の方々です
（敬称略）
。

竹町地区
西井敏彦、石井泰臣、濱田勇太郎、
西井良、平野隆久、上平あさ子、
辻照子

浅草寿地区

今までの利用のほか、楽器の練
ついて
習やコーラス等で利用できます。
また、４月１日からは個人でも
平成 年 月 日に台東区選挙
管理委員会が開催され、有権者の 利用できるようになります。
※利用方法等、詳しくは左記へ
利便性や経費節減のため、平成
年には別々に執行した区長・区議 ▽問合せ 今戸社会教育館
☎（３８７３）４１４０
会議員選挙を、次回選挙の平成
年は同時に行う方針に決まりまし
男 女平 等 推 進 プラ ザ「は
た。選挙期日は公職選挙法により、
ばたき 」の各 種 事 業の
平成 年 月 日から 月 日ま
運営委員募集
での間ですが、４月に統一地方選

「東西めぐりん」が迂回運
行をしています

台東区自然の村あわ野山荘は、
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ー、台東保健所、浅草保健相談
タ ー アン ケ ー ト 調 査 の 結
センター、区民事務所（区ホー
果がまとまりました
ムページ
「パブリックコメント」
▽テーマ 「公園・児童遊園の利
から閲覧・応募可）
用について」
「指定保養施設に
▽応募締切日 ２月 日㈬
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ついて」「バリアフリーについ
☎（３８４７）９４６６
て」
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
戦 没 者 等の 遺 族 の 皆 さん
情報コーナー、図書館のほか、
へ～ 第 十回 特 別弔 慰 金の
区ホームページ「区民の声」に
請 求 期 限 が近 づいていま
掲載
す～
▽問合せ 広報課
▽対象 戦没者等の死亡当時の遺
☎（５２４６）１０２３
族で、平成 年４月１日におい
「振り込め詐欺」等にご注
て、
「恩給法による公務扶助料」
意ください
「戦傷病者戦没者遺族等援護法
区役所などの職員が、
「医療費
による遺族年金」等を受ける方
や保険料の還付金」や「給付金」
（戦没者等の妻や父母等）がい
ない場合、次の順番による先順 「マイナンバー」の手続きのため
飯嶋正一、石井錦之助、葛和秀雄、
矢野行孝、髙野綾子、山中元子、
加藤正義、西村吾一郎、山﨑勇、
下川三津男、嶋田満、関根裕子、
福田トモエ、磯貝友彦、髙橋芳枝、
荒谷薫、山本芳子、眞下之良、渡
辺真一、皆川圭子、本間幹雄、髙
野正敏、小林伸一、関根トシ子、
金野啓次、利根川久俊、小田原信
子、水野英孝、加藤洋一、八幡隆
志、元角泰己、喜多良一、上野雅
宏、松村健一、岡村勝一、黒﨑正
志
区民課区民係
☎（５２４６）１１２２

挙が控えていることを踏まえ、平
成 年３月 日から 日までの間
とする予定です。
※区長の任期は平成 年２月 日
まで、区議会議員の任期は平成
年４月 日までで、変更はあ
りません。
▽問合せ 選挙管理委員会事務局
☎（５２４６）１４６１

上野動物園のパンダの公開に伴

お知らせ
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左治木利明、橋本嘉孝、中島敏夫、
豊島繁雄、楊裕芳

東上野地区

増田房江、大槻光利、西郷好弘、
松本唯司、伊石佳高、河村尚男、
神戸治彦、田中孝明、加藤雅司、
田村和義、中村威、大倉時彦、吉
澤進、吉田富生、小山多美子、石
坂三榮子、西谷正之、浅見拓郎、

雷門地区

大塚誠子、阿部公代、齋藤照惠、
鈴木孝子、藤井都美子、藤田哲郎、
坂森登、白石英明

中山陽二、原田隆弘、小林康之、
矢部宏昭、田口久之、浅香彰彦、
平野正、佐野勝太郎、中野晴義、
圡槗登、山口泰夫、河井一晃、根
本明、朝倉節子

上野地区

郎、漆原宣和、藤井義之、齋藤清、
近森正隆、平川建代、鵜飼治子、
川上繁、有安省吾、太田ユキ子、
松岡淳子

入谷地区

西川澄子、佐那川千惠子、竹田欣
子、齊藤かよ子、浪越利一、古市
百合子、髙橋幸枝、千葉比佐雄、
渡邉勝美、新野良葊、中島博行、
吉田雅俊、髙島昌子、清水洋子、
東谷繁、小山洋子、乙部淑子、宮

4

31

27

20

12

茂木悟、坂巻とし子、池田久美子、
井上正弘、青木健一、長峰惠美子、

募集委員
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松田益幸、柏木克之、平岡康義、
佐藤一也、君野信太郎、立見伸一

平成30（2018）年 1月20日
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活動内容
「男女平等推
男女平等推
進フォーラ
進フォーラ
ム」の企 画 ･
ム企画委員
運営
情報誌「はば
男女平等推
たき21通信」
進情報誌編
の企画・取材・
集委員
編集
プラザ利用者
コミュニテ の交流の場「コ
ィ･カフェ運 ミュニティ･カ
フェ」の企画・
営委員
運営

31

問合せ

第 1197 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〉

