広報

16 ･ 28日
午後1時15分〜2時
7 ･ 21日
午後1時〜2時15分
9日午後1時〜2時
☎ (3847) 9449
14日
午後1時〜1時45分
6日 (個別) 午前9時〜10時30分
21日 (個別) 午前9時30分〜10時30分
22日 (集団) 午前9時30分〜11時
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▽日時 ５ ６月︵前期︶
︑ ・
月︵後期︶の水曜日︵全 回・
予定︶午後４時 分〜６時 分
▽場所 清島温水プール

−
−
22
−

40

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 ２月３日㈯︵消印
有効︶

▽対象 区内在住の小中学生
人︵抽選︶
▽定員
▽申込方法 左記問合せ先で配布

28

▽問合せ 〒
００１５ 台東
８ 台東保健
区東上野４
所保健サービス課

☎︵３８４７︶９４４７

する参加希望調査票に記入し︑
郵送か持参
︵必着︶
▽申込締切日 ２月 日㈬
▽問合せ 台東保健所保健予防課

−
26
−
15

☎︵３８４７︶９４９２

30

女性医師による女性のた
め の 健 康 相 談﹁ 婦 人 科 ﹂
︵予約制︶

30

呼 吸 器 強 化 に 役 立 つ︑ 誰
にでもできる気功教室

30

▽日時 ２月 日㈬午後２時 分
〜４時 分︵１人 分程度︶
▽場所 台東保健所４階

−
19

22

▽持ち物 飲み物
※運動できる服装で参加

−
20
−

40

▽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
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎︵３８４７︶９４９７

50

−

▽申込開始日 １月 日㈪
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎︵３８４７︶９４４０

−

30

21

▽調査内容 室内空気環境調査︑
水道水の残留塩素濃度測定︑ダ
ニアレルゲン調査等
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課
☎︵３８４７︶９４５５

11

ぜん息児水泳教室

▽対象 区内在住の 歳以上の方
︵喀たん検査は 歳以上︑条件
あり︶
▽内容 胃部・胸部Ｘ線検査︵胃・
肺︶
︑
喀たん検査︵一定条件者・
肺︶
︑便潜血検査︵検便・大腸︶
※大腸がん︵便潜血検査︶検診は︑
時 分〜４時 分︶
医療機関の空き状況により︑受
☎︵５８２４︶３５４０
信できない場合があります︒
︑日
・浅草病院︵今戸２
▽場所・申込み・問合せ
曜日・祝日を除く午前９時〜午
・永寿総合健診・予防医療センタ
後５時︑土曜日は正午まで︶
ー︵東上野３ ３ ３ プラチ
ナビル２階︑土・日曜日・祝日
☎︵３８７６︶１７１１
を除く午前 時〜午後４時 分︶ ▽問合せ 台東保健所保健サービ
☎︵３８３３︶８４０７
ス課☎︵３８４７︶９４８１
・鶯谷健診センター︵根岸２
健康に関するお役立ち情
︑土・日曜日・祝日を除く
報﹁たいとうヘルスケア
午前９時〜午後５時︶
ニュース﹂を配信してい
☎︵３８７３︶９１９０
ます
５︑
・区立台東病院︵千束３
土・日曜日・祝日を除く午後１
区民の健康増進や疾病の予防・
−
19

20

10

１年に１度︑胃・肺・大
腸がん検診を受けましょ
う︵予約制︶

22

14

30

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

30

30

▽日時 ２月７日㈬・ 日㈬︵全
２回︶午前 時
▽場所 台東保健所６階中会議室
▽対象 区内在住か在勤でぜん息
等︑呼吸器に不安のある方
人︵先着順︶
▽定員
▽講師 沢田文七郎氏︵台東区武
術太極拳連盟会長︶
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
☎︵３８４７︶９４７１

30

75

結露を防止しましょう〜

10

糖尿病予防教室〜﹁血糖
値が高い﹂と言われたら
〜︵予約制︶

▽日時 ２月 日㈫午前 時 分
〜午後０時 分頃
▽場所 台東保健所３階
▽対象 区内在住のおおむね 歳
未満で︑初めて参加する方
人︵先着順︶
▽定員
▽内容 糖尿病の基礎知識︑予防
する食事のコツ︵試食あり︶
︑

家庭でもできる手軽な運動

30 27

▽日時 ２月 日㈭
快適な居住環境を目指し
午後１時 分〜４時
て〜
▽場所 台東保健所６階研修室
冬は結露が発生しやすくなりま ▽対象 区内在住の方
す︒原因は︑室内の湿った空気が ▽定員 ６人︵先着順︶
壁や窓ガラスなどで冷やされて︑ ▽申込み・問合せ 台東保健所保
空気中の水分が水滴になる現象で
健予防課
す︒放置すると建材や壁紙を傷め
☎︵３８４７︶９４９２
たり︑カビを発生させたりします︒

・結露を防止するポイント
①調理中や炊飯時は︑必ず換気
扇を回す ②入浴後は浴室の戸を
閉め︑浴室の換気扇や窓を利用し

換気する ③洗濯物をなるべく室
内に干さない ④夜間は室温が下
がって結露が発生しやすくなるの

で︑就寝前に換気する
・室内空気環境を調査します
保健所では︑住まいの室内空気

環境調査を実施し︑快適な居住環
境作りのアドバイスをしています︒

30

医師・看護師が付き添い︑泳力
別に︑水泳指導員が指導します︒

20日午後1時〜1時45分
☎ (3847) 9447
27日（個別）
発達相談（予約制） 午前9時30分〜10時30分
☎ (3847) 9497
産婦歯科健康診査
28日午前9時〜10時
（予約制）
☎（3847) 9449
6 ･ 28日午後1時30分〜2時 1 ･ 15日午後1時30分〜2時30分
歯科衛生相談
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 30分☎ (3847) 9449
こころの健康相談
7日午前10時〜11時30分
5 ･ 26日午後1時15分〜2時45分
区内在住・在勤の方 22日午前9時45〜正午
14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
28日午前10時〜正午
26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
14 ･ 28日午後1時〜2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
9 ･ 19日午前10時〜午後3時
栄養相談（予約制） 30分、13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「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 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

23

健康

浅草保健相談センター☎（3844）8171

第 1197 号

子育てママの健 康 診 断

台東保健所
13 ･ 22日午後1時15分〜1
時45分☎（3847) 9447
8日午後1時15分〜2時
☎ (3847) 9447

▽日時 健診日２月 日㈭︑結果
説明日３月 日㈮午前中︵詳し
くは︑２月中旬に郵送する﹁健

事業名
3・4か月児健康診査
（平成29年10月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年7月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成27年1月生）

診のご案内﹂参照︶
▽場所 台東保健所
▽対象 区内在住で︑１歳以上４

2月の保健所・保健相談センターの事業案内

実施会場

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１年の健康診断受
ふりがな
診の有無・子供の氏名・生年月

（5） 平成30（2018）年 1月20日

・

30

30

16 10

11

石浜橋場こども園非常勤職員募集
非常勤保育士
非常勤保育士
（遅番）
（産休代替）
業務内容
児童の保育等
保育士登録済の方
対象
（30年3月31日までに登録見込みの方を含む）
雇用期間 4月1日〜31年3月31日（産休代替は産休明けまで）
月20日・午後0時15分 月20日・午前7時15分
勤務形態 〜7時30分の間の7時 〜午後6時15分の間の
間（休憩1時間含む）
7時間（休憩1時間含む）
勤務地
石浜橋場こども園
募集人数
2人
1人
月額205,800円（別途交通費上限20,000円）
給与
※社会保険あり
選考方法
書類選考の上、面接（2月下旬）
履歴書
（写真貼付）
、作文（題名「保育について
あなたの考え方を述べてください」・ 400字程
申込方法 度）
、保育士証の写し（見込みの方は見込み証明
の写し）を「非常勤保育士希望」と書いた封筒
で下記問合せ先へ郵送か持参
申込締切日
2月9日㈮（必着）
〒110−8615 台東区教育委員会学務課こど
問合せ
も園担当（区役所6階②番）☎（5246）1414
職種

区立保育園非常勤職員募集

早期発見につなげるため︑健診や

健康づくりの情報をメールマガジ

ンで配信しています︒
▽登録方法 パソコンかスマート

フ ォ ン・ 携 帯 電

話からメールア
ドレスを登録︵区
ホームページか
らも登録可︶
※登録は無料︑通信料は利用者が
負担
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎︵３８４７︶９４０６

職種
保育士
土曜勤務保育士
短時間保育士
用務職員
業務内容
乳幼児の保育等
延長保育の保育等
用務業務
対象 保育士の資格をお持ちの方（30年3月31日までに取得または登録見込みの方を含む） 子供好きで健康な方
雇用期間
4月1日〜31年3月31日
土曜日を含む月20日・1日2
土曜日を含む月17日・1日8時 毎週土曜日・1日8時間
時間（午前7時30分〜10時 土曜日を含む月20日・1日7
勤務形態 間（休憩1時間含む）※早番・（休憩1時間含む）※早
30分か午後4時15分〜7時 時間（休憩1時間含む）
遅番等あり
番・遅番等あり
30分の間の2時間）
勤務地
区立保育園
募集人数
若干名
月額205,800円
月額169,400円
日額12,100円
月額69,160円
※社会保険あり
※社会保険あり
給与
別途交通費上限月額2万円
選考方法
書類選考の上、
面接
履歴書（写真貼付・備考欄に
履歴書（写真貼付・備考欄
希望の職種を記入）
、作文（題
履歴書（写真貼付・備考欄に希望の職種を記入）
、作 に希望の職種を記入）、作
名「乳幼児の『遊び』の意義」
文
（題名「保育園における事故予防と安全管理」400 文（題名「保育園で働く心
800字程度）、資格証明書（見
申込方法
字程度）、
資格証明書（見込みの方は見込み証明）の 構 えに ついて 」4 0 0 字 程
込みの方は見込み証明）の写
写しを「非常勤職員希望」と書いた封筒で下記問合せ 度）を「非常勤職員希望」
しを「非常勤職員希望」と書
先へ郵送か持参
と書いた封筒で下記問合せ
いた封筒で下記問合せ先へ郵
先へ郵送か持参
送か持参
申込締切日
2月13日㈫（必着）
問合せ
〒110−8615 台東区役所児童保育課保育運営係（区役所6階⑧番）☎（5246）1233

【親子で幼児水泳教室】 ▷日時 2月11・18・25日の日曜日（全3回）Ａ午前9時〜10時 Ｂ午前10時〜11時 ▷対象 区内在住か在勤・在学の3歳以上の未就
学児と保護者 ▷費用 3,750円（3回分・保険料含む）※レッスン前後は別料金※申込方法等、詳しくは右記へ 〈清島温水プール☎3842−5353〉

