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分・大人と高齢者の足と靴
▽場所 台東区民会館
プゲーム︑お菓子作り等
※保護者対象の説明会あり
▽申込み・問合せ ボーイスカウ

▽内容 テント体験︑工作︑ポイ
ントラリー︵要予約︶
︑キャン

ト台東第２団︵正定寺︶
☎︵３８４１︶１８５３

▽対象 区内在住の方
▽定員
人︵先着順︶
▽講師 佐藤雅人氏 ︵整形外科
医︶ほか
ふりがな
▽申込方法 住所・氏名・参加人
数・電話番号・ファックス番号
●第 回江戸流しびな
子供の無病息災をひな人形に託

●特別区職員採用 区合同説明会
▽日時 ３月３日㈯
午前 時〜午後４時︵予定︶
▽場所 明治学院大学︵港区白金
︶
台１ ２
▽定員 ５千人程度︵抽選︶

☎０５７０︵０５︶１１６５
０５０から始まる電話からは
☎０３︵６７００︶１１６５

せん︒
▽問合せ 日本年金機構ねんきん
ダイヤル

▽申込締切日時 ２月５日㈪午後
５時︵受信有効︶
▽問合せ 特別区人事委員会採用
係☎︵５２１０︶９７８７
台東区人事課人事係
☎︵５２４６︶１０６１
●老齢年金を受けている方に﹁平
成 年分公的年金等の源泉徴収
票﹂を送付します
日本年金機構から支払う年金を
受給している方に︑平成 年１月
中旬から下旬にかけて源泉徴収票
を送付します︒確定申告や源泉徴
収の還付を受ける際に必要となり
ます︒
紛失した場合は再発行できます
ので左記へお問合せください︒
※障害年金や遺族年金は非課税の
ため︑源泉徴収票は送付されま

▽申込方法 特別区人事委員会ホ
ームページから申込み︵郵送不
可︶

▽内容 各区・組合ブース︑技術
・専門職の個別相談︑コラボブ
ース︑採用試験概要説明

−
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上野年金事務所
☎０３︵３８２４︶２５１１
●ハローワーク上野就職支援セミ

・ヤング集中支援セミナー︵ 歳
以下で全日程参加できる方︶
２月 日㈪〜 日㈬午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎︵３８４７︶８６０９
●にせ税理士・にせ税理士法人に
ご注意ください
税理士資格のない者が税務相談︑
税務書類の作成︑税務代理をする

34

41

し︑隅田川に流します︒
▽日時 ２月 日㈰
午前 時 分
▽場所 隅田公園親水テラス
▽定員 １千 人︵抽選︶
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・電話番号・職業・参加
人数を記載し左記問合せ先へ
※当選の方に招待状を発送
︵必着︶
▽申込締切日 ２月 日㈯
００５２ 柳橋
▽問合せ 〒
２ １ ９ 東商センター４階
江戸流し雛振興会
☎︵５８２６︶４６７１

会 員 募 集
たの

●愉しいサークル﹁①青年のつど
い
︵プロデュースユアセルフ︶
﹂﹁②
中国語会話︵未経験者歓迎・初回
は無料体験可︶
﹂
▽日時 ①３月４日㈰午後２時〜
４時
②毎週水曜日午後６時 分〜８
時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費︵各１回︶ ① 円 ②入
門１千 円 初級２千円
▽問合せ ＳＢＳサークル事務局

ふかがや

30

を書いて︑ファックスかメール
で左記問合せ先へ
▽申込締切日 ２月９日㈮
▽問合せ 日本フットケア技術協
会
☎︵３８４３︶５２５３
︵３８４３︶６５６２
メール
info@jafta.org
●子どもゆめ基金助成事業
﹁伝統的なおもちゃや動くおもち
ゃを作ろう！﹂
▽日時 ２月 日㈷
午前 時〜午後４時
▽場所 台東区民会館
▽対象 ５歳以上の方
▽講師 広井政昭氏︵江戸独楽職
人︶
︑五十嵐俊介氏︵春日部張
子職人︶
︑檜山永次氏︵ダンボ
ールクラフト作家︶
︑塩浦信太
郎氏︵からくり作家︶ほか
▽問合せ ファンアクションプロ
ジェクト 清水
☎︵６８０３︶０１２８
あみ
●国際カスパリー編作品展および
マフラー講習会
▽日時 ２月 日㈬正午〜午後４
時︑ 日㈭・ 日㈮午前 時〜
午後４時

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

明治期の歴史研究発表会
▽日時 ２月 日㈯
午前 時 分〜正午
▽場所 東京新潟県人会館︵上野
６︶
１
人
▽定員
▽講師 渡辺賢治氏︵福島工業高
等専門学校准教授 文学博士︶
▽申込み・問合せ 石井
☎︵３８３５︶０４０８
●日本フットケア技術協会 周年
記念区民公開講座︵要予約︶
▽日時・内容 ２月 日㈷ ①午
前 時〜午後０時 分・子ども
の足と靴 ②午後１時〜３時
30 11

10

ナー参加者募集︵予約制︶
・書類作成セミナー ２月７日
㈬・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ２月 日
㈬・ 日㈬午前 時

ことは︑法律で禁じられています︒

にせ税理士等は専門的知識が欠け
ているため︑納税者が損害を被る
恐れがあります︒税理士は税理士
証票を携帯し︑税理士バッジを着
用しています︒
※詳しくは︑東京税理士会ホーム
ページをご覧ください︒
▽問合せ 東京税理士会
☎︵３３５６︶４４６１

金工作家で東京藝術大学名誉教授
である宮田亮平氏の原画・監修によ
って、製作・設置された上野エリア
をテーマにした壮大なステンドグラ
ス作品です。
場所 銀座線上野駅地下1階改札付近
問合せ （公財）日本交通文化協会
☎（3504）2208

−

☎０９０︵３０４８︶９２７６
●吹矢雷門台東クラブ
▽日時 毎週水曜日
午後１時〜３時
▽場所 千束社会教育館ほか
▽会費 月額１千円
入会金２千円

29

25

30

▽問合せ 深萱
☎０９０︵６１６６︶００１３

提供：日本交通文化協会
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銀座線上野駅パブリックアート
「上野今昔物語」が
公開されました

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。

30

▽場所 台東区民会館
▽費用 １千 円︵材料費︶
※作品展は無料
とくやま
▽問合せ 徳山
☎︵３７１７︶７９６３
●ボーイスカウト台東第２団
﹁１日体験入隊﹂
▽日時 ２月 日㈰・３月 日㈰
午後１時〜３時
▽場所 正定寺明和会館︵松が谷
２ １ ２︶
▽対象 小学新１〜６年生

14

−

10

30

33

11

FAX

10

25日〜3月3日
B
●くらまえ田んぼクラブ（14分）
●地域の人と人をつなぐ〜台東区社会福祉協議
会の取組み〜（14分）
午前9時34分
●旧作品 子育て応援ボランティア募集（6分）
午前9時48分
11日〜17日
●台東芸能文庫〜漫才 青空球児・好児〜（20 ●見たい知りたい文化財〜東京国立博物館本館
午前9時54分
B 〜（6分）
分）
C 特別編成 3月2日 再 3日 午後1時〜4時
●新成人を祝う会（14分）
●旧作品 認知症カフェに参加してみませんか ●台東区議会 平成30年 第1回定例会 所信
（6分）
午前9時54分 表明 代表質問

23

10

10

45

30

18日〜24日
●平成30年度 予算案プレス発表（14分） B
●上野中学校 創立70周年記念式典（6分）
午前9時34分
●中学生の「税についての作文」表彰式・ズー
C
ムイン税（14分）
●旧作品 見たい知りたい文化財〜横山大観
記念館〜（6分）
午前9時54分

−
13
−
80

10

催しものなど

2月の区役所 制作番組案内

−

30

●市民講座﹁正しい食品 正しく
食べて 薬も体もダイエット﹂
▽日時 ２月３日㈯
午後２時〜３時 分
▽場所 東京慈恵会医科大学 大
学１号館講堂︵港区西新橋３
８︶
▽定員
人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 慈恵医大病院
医療連携室
☎︵３４３３︶１１１１㈹
●黒門町︵旧西黒門町︶における

平成30（2018）年 1月20日

−
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11ch
2月4〜10日
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5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
●健康推進委員の活動をご紹介します（20分） B
●たいとう音頭〜みんなから愛されるたいとう
C
音頭〜（20分）
※4日は午前7時台・午後5時台・9時台・11時台

◇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
○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

−
11日〜3月3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

第 1197 号 （8）
広報
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【節分イベント「豆をぶつけて鬼たいじ！」
】節分を通した日本文化の紹介と、豆まき体験を実施します。 ▷日時 2月3日㈯午後1時、3時（各30分程度） ▷場所
浅草文化観光センター6階多目的スペース 〈浅草文化観光センター☎3842−5566〉

