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区の世帯と人口（1月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

116,158 （+34）

人

196,134 （−5）

口
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―懐かしの下町文化の世界へ―

はんてん

下町半纏を着て
写真を撮ろう！
おみくじもあるよ！

下町風俗資料館
施設案内
1階は、大正時代の下町の街並みを再現して

平成29年度特別展開催中！
下町の思い出 今年迎える周年記念

います。花緒の製造卸問屋や、狭い路地に
どう こ
囲まれた長屋には駄菓子屋と銅壷屋が軒を並

本展では、節目ごとに台東区の文化を象徴
する出来事をたどりながら、ひもとかれる歴
史を「まちの記憶」としてご紹介します。
期間 2月25日㈰まで

べています。これらの家屋には靴を脱いで上が
ることができ、展示している調度品に触れることが
できます。2階は、台東区を中心とした下町地
域にゆかりの資料を展示しています。中でも昭
和30年代頃の住宅や、実際に使われていた
昭和時代の銭湯の番台などは必見です。

◀特別展示 武藤嘉亭画
「下町の思い出」絵巻一部抜粋

館の前にある
レトロなポストは
実際に使用
できます！
季節の展示
下町風俗資料館では、下町の暮らしの情景
を大切にしています。1階展示室では柱時計

▲月1回紙芝居や伝統工芸の実演を行っています。

問合せ 下町風俗資料館☎（3823）7451

が時を刻み、日めく
りの暦も毎日めく
られています。
また、四季折々の暮らしの道具、節分やひな祭
りなど年中行事
に関連した資料を
展示して、季節
の移ろいが体感
できるような展示を
行っています。

施設概要
▷所在地 上野公園2-1
▷開館時間 午前9時30分～午後4時30分
（入館は午後4時まで）
▷休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
▷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
サービスもあります。

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
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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。
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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
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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〉

広報

書類選考、面接

福祉

選考方法

（高齢・障害）

給与

台 東区 社 会 福 祉 協 議 会
職員募集

1人

日額15,000円
（別途交通費あり）

マイナンバー（個人番号）の記載
が必要です。税務署では申告書を

障 害 者 寝具 乾 燥 消 毒サー

多くの方に傍聴していただけ
るよう、土曜日に本会議（代表
質問）を開催します。

▽日時 ２月 日㈯午後２時
※当日、区役所７階区議会事務
局で傍聴券を配布します。

区議会事務局
☎（５２４６）１４７２

募集人数

税の申告に関するお知らせ
ば、翌年の申告でも利用可

※作成したデータを保存しておけ
４月１日付で採用する常勤職員
および非常勤職員（短時間労働職

ひとり親家庭の支援に理解があり、
社会福祉士またはキャリア・コンサ
ルタント等の資格をお持ちの方

5月1日～31年3月31日

勤務形態

原則週3日・水曜日を含む・午前10時
〜午後5時（休憩1時間含む）※水曜
日は正午〜午後7時、
繁忙期は週4日

保険・年金

新 成 人の皆 さんへ
歳
になったら「国民年金」

日本に住む 歳以上 歳未満の
全ての方は、国民年金に加入し、
保険料を納めることになっていま
す。就職して、厚生年金に加入し
ている方を除き、 歳になったら
国民年金の加入手続きが必要です。
年金事務所から送られる「国民年
金被保険者資格取得届書」に記入
し、年金事務所に返送するか、本

履歴書 （顔写真貼付）、返信用封筒
申込方法 （82円切手貼付） を下記問合せ先へ
郵送か持参

申込締切日時

2月9日㈮午後5時（必着）

勤務地
問合せ

〒110－8615 台東区役所子育て・
若者支援課
（区役所6階⑦番）
☎（5246）1232

学生や収入が少なく納付が困難

人確認できる物を持って、区役所
３階①番国民年金係にお越しくだ
さい。
国民年金は、老後の生活の保障
だけでなく、万が一、病気やけが
で障害が残ったときや、一家の働
き手が亡くなったときなど、あな
たや家族を守ってくれます。

な方は、
「学生納付特例」や「納
付猶予」などの保険料の支払いを

猶予する制度がありますので、国
民年金加入の手続きと併せて申請
してください。加入手続きが遅れ

たり、保険料の納め忘れがあると、
障害基礎年金や遺族基礎年金が受
けられなくなったり、将来の老齢
基礎年金の額が少なくなります。
詳しくは左記へお問合せください。
▽問合せ 区民課国民年金係
☎（５２４６）１２６２

【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。

●申告書作成会場は浅草税務署内
にはありません
提出する際に、本人確認を行いま
すので、申告する本人の本人確認
書類（左図）の提示または写しの
添付が必要です。

員）を募集します。
ビスをご利用ください
※詳しくは、台東区社会福祉協議
会ホームページをご覧ください。 月１回、布団や毛布の乾燥消毒
サービスを利用できます。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５４５

▽対象 区内在住の住民税が非課
税または均等割のみ課税されて
いる世帯で、次のいずれかに該

対象

グリーン・リーダーに
なりませんか

事 業者 支 援 施設「 浅 草も
のづくり工房」追加募集

当する方 ①身体障害者手帳
１ ２級または愛の手帳１ ２
度をお持ちで、ひとり暮らしで
寝たきり状態にある ②身体障

ひとり親家庭相談員（非常勤職員）募集

害者手帳１ ２級または愛の手
帳１ ２度をお持ちの寝たきり
状態にある方がいる世帯で、そ
の他の構成員も身体障害者手帳
または愛の手帳をお持ちで、日
中の介添えが得られない ③身
体障害者手帳１ ２級または愛
の手帳１ ２度をお持ちで寝た
きり状態にある方がいる世帯で、
乾燥場所が不備である
※ 歳以上で高齢福祉課の寝具乾
は愛の手帳・印鑑を左記問合せ
燥消毒サービスに該当する方は
先へ持参
対象外
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
▽費用 所得に応じて実費の１割
階⑩番）
相当額または無料
☎（５２４６）１２０１
▽申込方法 身体障害者手帳また

・

員会の生中継や録画中継を見
ることもできます。
●土曜議会を開催します

・

▽対象 台東区内の皮革をはじめ
とする地場産業のものづくり分

野を支え、活性化に貢献してい
ただける区内創業をめざす職
人・クリエイターや、同様の分
野で事業拡大を図ろうと考えて
いる創業期の事業者
※郵送で提出する場合は、本人確
▽募集部屋数（各１室） ・５
認書類の写しを添付してくださ
平方メートル、 ・２平方メー
い
（マイナンバーカードは両面）
。
トル
※自宅等からｅ‐Ｔａｘで送信する
▽募集要項配布場所 区役所９階
場合は、本人確認書類の提示ま
⑤番産業振興課、産業研修セン
たは写しの提出は不要です。
ター事務室
東京上野税務署
▽募集期間 １月 日㈭～２月８
☎（３８２１）９００１㈹
日㈭
浅草税務署
※支援内容等、詳しくは募集要項
をご覧になるか左記へ
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１４１５

区議会から
区議会は、区の政策や予算など
区民生活に関わることを審議し決
定しています。会議は一般に公開

・

台東区の確定申告書作成会場は、 ▽問合せ ｅ‐Ｔａｘ・作成コーナ
ーヘルプデスク
左記の期間中、東京上野税務署内
☎０５７０（０１）５９０１
に開設します。
▽期間 ２月 日㈮～３月 日㈭
（土・日曜日を除く）

書の提出のみの方は、税務署に
直接持参するか、郵送で提出し
てください。

し、どなたでも傍聴することがで
きます。ぜひ、傍聴にお越しくだ
さい。
●平成 年第１回台東区議会定例
会が始まります
▽日程 ２月９日㈮～３月 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

･

※右記の期間以外は、申告書作成
会場はありません。
▽相談時間 午前９時 分～午後
５時（午前８時 分受付開始）
※初日と最終週は、特に混雑しま
す。混雑している場合は、早め
に受付を終了する場合がありま
す。なるべく午後４時までにお
●税理士による無料申告相談～申
越しください。
▽場所 東京上野税務署（池之端 告書を作成して提出できます～
）
１ ２
・浅草税務署管内の方は書類の送
付先が変わりました
申告書や申請書・届出書等の書
類を郵送等により提出する場合は、
左記送付先へ送付してください。
８６５５ 台東
▽送付先 〒
上野合同
区池之端１ ２
庁舎「税務署事務処理センタ
ー」
●申告書は、国税庁ホームページ
の「確定申告書等作成コーナー」
で作成できます
画面の案内に従って金額等を入
力すれば、
税額などが自動計算
（税
制改正に対応した自動計算機能）
され、計算誤りのない所得税及び
☎（３８６２）７１１１㈹
▽時間 午前９時 分～正午（受
、午後１時
付は 時 分まで）
●住民税（特別区民税・都民税）
～４時（受付は３時 分まで）
第４期分の納期限は１月 日㈬で
▽対象 年金受給者、給与所得者、
す
小規模納税者など（土地・建物
お近くの金融機関・コンビニエ
・株式などの譲渡所得がある方
ンスストア（バーコードが印字さ
や税理士に依頼されている方を
れている物に限る）
、区役所、区
除く）
民事務所・同分室で忘れずに納め
※混雑している場合には、受付を
納付の際は
「領
てください。また、
早めに締め切る場合があります。
収証書」
（コンビニエンスストア
いずれも車での来場不可。申告

作成した申告書等は印刷し、郵
送等で提出できます。また、ｅ‐
Ｔａｘ（国税電子申告・納税シス

●マイナンバーの記載や本人確認
書類の写しの添付等は、申告書等
の提出の都度必要です

はレシートも発行されます）を受
け取り、大切に保管してください。
口座振替（自動払込）を利用する
方は、残高にご注意ください。引
き落としの確認は、預貯金通帳の
記帳でお願いします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

雇用期間

20

39

25

15

復興特別所得税、贈与税、個人消
費税等の申告書や青色申告決算書
などを作成することができます。

31

15

所得税及び復興特別所得税・個
人消費税等・贈与税の申告書には、

30

緑化推進のため、普及啓発などの活動
を行う、ボランティア組織です。
対象 区内在住でみどりやボランティ
ア活動に関心があり、活動に積極的に
参加できる方 定員 50人（抽選）
活動内容 ①緑化に関するイベントや
事業への参加・協力（園芸講習会、
花壇植替え等） ②花とみどりに関す
る普及・啓発等の活動（花と緑のふ
れあい広場の開催、花苗配布等）
※活動は原則平日 任期 2年（4月1日
～2020年3月31日） 申込方法 往復
はがきに「グリーン・リーダー応募」
・
住所・氏名・年齢・電話番号を書いて
下記問合せ先へ※電子申請可
申込締切日 2月28日㈬（必着）
問合せ 〒110－8615 台東区役所環
境課☎（5246）1323

60

2月6日㈫（年
金受給者、給
浅草税 与所得者など）台東区民会館
務署管
8階第2会議
2月7日㈬～9 室
内
日㈮（小規模
納税者など）

30

ひとり親家庭の相談・就業支援や、母
子および父子福祉資金の貸付相談

20

日程

業務内容

20

金杉区民館1
階第2集会室

30

･

17

区役所10階
1002会議室

2月5日㈪・6
東京上 日㈫
野税務
署管内 2月8日㈭・9
日㈮

11

110

−

・

65

問合せ

31

27

−

テム）を利用して送信することも
できます（事前準備が必要）
。
※確定申告期間中は、 時間（メ
ンテナンス時間は除く）いつで
も利用可

30

場所

16

−
22

−

本人確認書類
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード（個人番号カード）
マイナンバーカードをお持ちでない方
身元確認書類
番号確認書類
・通知カード
・運転免許証
・住民票の写し
・公的医療保険の被保
・住民票記載事項証明
険者証
書
＋ ・パスポート
などのうちいずれか
・身体障害者手帳
１つ（マイナンバー
・在留カード
の記載があるものに
などのうちいずれか
限る）
1つ

問合せ

30

−
22

24
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第36回台東区民の意識調査の結果がまとまりました

区では、区民の皆さんの意見や要望を
把握し、区政に反映させるため「台東区

●食品ロスの削減（図4）

食品ロスの削減のために取り組みをし

民の意識調査」を隔年で実施しています。

ているかでは、
「できる範囲で簡単なこ

◆調査の概要

とは実践している」が6割を超えました。

対象 無作為抽出法により

◆調査内容 継続調査の「定住性」
「施策
への要望」ほか、
「東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会」
「花の心プ
ロジェクト」など18テーマについて調査
しました。
◆報告書内容（一部抜粋）
●東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会（図1）
どのような形で大会に参加したいかで
は、
「競技場などに行って観戦・応援した
い」が最も多く、ほぼ5割でした。
●観光振興（図2）
観光客が訪れることによる、プラスの
要因はどのようなことが考えられるかで
は、
「飲食業や宿泊業、地場産業等が潤い、
経済効果がある」が7割を超えました。
●花の心プロジェクト（図3）
住まいの周辺の花（花壇やプランター
等）について満足しているかでは、
「満足
している」
「ほぼ満足している」を合わせ
た『満足』がほぼ5割でした。

ムページ「区民の声」でご覧になれます。
問合せ

（図1）どのような形で大会に参加したいか
競技場などに行って
観戦・応援したい

特に関わりたいと
思わない

31.9

その他

3.4

無回答

2.4
0

10

20

30

40

50

本格的に
実践している

62.3

実践していない

24.2

無回答
20

40

60

80

9.1

n=1,060

過去５回の推移

（％）0

20

40

60

80

※項目名は回によって変更があります

第１位

第2位

平成
29年度

高齢者福祉
38.9

防犯・生活安全対策
31.7

保育・子育て支援／健康・医療
31.4

防災対策
28.2

平成
27年度

高齢者福祉
43.7

防犯・生活安全対策
35.9

健康・医療
30.1

保育・子育て支援
27.3

防災対策
24.4

平成
25年度

高齢者福祉
40.3

防犯・生活安全対策
30.9

健康・医療
30.2

保育・子育て支援
29.1

防災対策
25.7

平成
23年度

高齢者福祉
41.5

保育・子育て支援／健康・医療
29.6

防災対策
29.0

防犯・生活安全対策
27.2

平成
21年度

高齢者福祉
46.2

健康・医療
36.4

60
（％） n=1,060

第3位

第4位

第5位

保育・子育て支援 防犯・生活安全対策
29.7
27.3

防災対策
15.8
（％）

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
2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）
2月6日㈫午前10時～11時
谷中区民館
2月9日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
2月14日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
2月15日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
2月16日㈮午前10時～11時
今戸児童館
●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
2月21日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
2月27日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

10

ふたごちゃん、みつごち
ゃん集まれ！～交流会～

22

▽日時 ２月３日㈯
午前 時～正午
▽場所 日本堤子ども家庭支援セ

15

ンター
▽対象 区内在住の多胎児と保護
者、多胎児を妊娠している方と

住宅
まちづくり

この制度で融資を受け返済して

その家族
組（先着順）
▽定員
いない
住宅に転居する場合に限る）
。
▽申込開始日時 １月 日㈪
▽融資あっせん額 工事費の ％
▽対象 次の全てに該当する方
午前９時
①高齢者・障害者・ひとり親世
以内で、 万円以上 万円以内
▽申込み・問合せ 浅草保健相談
帯のいずれか ②区内に継続し ※返済期間は金額により異なる
センター
て３年以上居住している ③前
年度契約利率０・ ％
▽利率
☎（３８４４）８１７１
年の合計所得金額が単身世帯は
（本人負担０・ ％、区負担０・
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 ▽申込期限 工事着手１か月前
万円を加算した額以下 ほか
※工事着手後の申込不可
▽助成額 礼金、仲介手数料、引 ※詳しくは、左記問合せ先で配布
越し費用の合計額（上限 万円）
するパンフレットか、区ホーム
高齢者等住宅支援
◆以降、右記記事の共通項目◆
ページをご覧ください。
●高齢者等家賃等債務保証
※詳しくは、左記問合せ先で配布 ▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
保証人がいないため、民間賃貸
するパンフレットか区ホームペ
番）☎（５２４６）１２１７
住宅に入居することが困難な方に、 ージをご覧ください。
都営住宅入居者募集（東
区と協定を結んだ賃貸保証機構が
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
京都公募）
住まい探しをサポートします。賃
番）☎（５２４６）１３６７
▽募集住宅 家族向（ポイント方
貸保証機構に加盟する保証会社を
台東区住宅修繕資金融資
式）
、単身者向・シルバーピア
利用した場合、支払った初回保証
あっせん制度
（抽選方式）
料の一部を助成します。
区が住宅リフォーム資金の融資 ※申込みできる世帯が限定されて
▽対象 次の全てに該当する方
います。詳しくは左記へ。
①高齢者・障害者・ひとり親世 を指定の金融機関にあっせんし、
▽申込書配布期間 ２月１日㈭～
帯のいずれか ②区内に継続し 利子の一部を負担します。
９日㈮（閉庁日を除く）
て３年以上居住している ③生 ▽対象住宅 区内にある、自身が
居住するための住宅で、居住部 ▽申込書配布場所 区役所１階戸
活保護を受給していない ④区
分の床面積が 平方メートル以
籍住民サービス課・５階⑩番住
内転居であり、転居先に継続し
宅課、区民事務所・同分室、地
て居住する ⑤保証人がおらず、 下（賃貸住宅や店舗、事務所を
除く）
区センター
緊急連絡先がある ほか
▽助成額 支払った初回保証料の ▽主な申込資格 ①区内に１年以 ※東京都住宅供給公社ホームペー
上住所を有する 歳以上の方で、 ジからダウンロード可
返済完了時の年齢が 歳未満
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
②世帯全員が住民税を滞納して
給公社都営住宅募集センター
いない ③融資金の返済および
☎（３４９８）８８９４
利子の支払に十分な能力があり、 ▽問合せ テレホンサービス
金融機関の定める保証を受ける
☎（６４１８）５５７１
（保証料は申込者負担） ④現在

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

38

20

4.5

できる範囲で
簡単なことは
実践している

5.2

（％）0

（％）

子育て・教育

30

14.3

2.3

9.9

8.4
2.3

13.3

（図4）食品ロスの削減のために
取り組みをしているか

1.2

特にない

27.1

育児相談・とことこ育児
相談

11

ボランティアガイド
など高齢者の
活躍の場が広がる
その他

36.6

n=1,060
21.2

（図5）施策の要望

5.2

12.4

31.7

新しいビジネス
チャンスが生まれる

n=1,060

12.2

運営スタッフ、
ボランティアとして
参加したい
スポーツイベント・
教室等へ
参加したい

n=1,060
※nは回答者数

歴史・文化資源の
保存・継承に
つながる

無回答

▽内容 身体計測、保健師等によ
る相談
▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

30

17.9

仕事を通じて
貢献したい

子育て心理相談（予約制）

21

49.1

地域活動（「おもて
なし」など）を
通じて貢献したい

▽日程・場所
①２月 日㈬・浅草保健相談セン
ター
②２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、就学前まで
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
☎（３８４７）９４９７
27

30

広報課☎（5246）1023

35.1

無回答

政情報コーナー、図書館のほか、区ホー

回収率 70.7％

街が賑やかになる

40.4％
その他

調査結果報告書は、区役所3階⑦番区

調査期間 29年7月10～31日

37.9

不満

49.0％

不満である

として活用します。

問回収（うち150件は区職員が回収）
回答者数 1,060人

調査結果は、今後の区政の貴重な資料

満足

やや
不満である

調査方法 調査票を郵送し、訪

73.8

ほぼ
満足している

1,500人

●その他の調査内容（図5）

飲食業や宿泊業、
地場産業等が潤い、
経済効果がある
台東区の知名度・
イメージアップに
つながる

（図3）住まいの周辺の花（花壇や
プランター等）
について
満足しているか
満足している

抽出した、区内在住の満20歳以上の男女

（図2）観光客が訪れることによる、
プラスの要因

国民健康保険課アルバイト
（保健師）登録者募集

256

健 康 度チェック事 業で、
参加者（1回の定員24人）
業務内容 に対し、
測定結果に基づく
結果説明と健康づくりに
役立つ助言等

280

75

15

対象

保健師の免許をお持ち
の方

雇用日

4月1日㈰以降

台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７

第2火曜日午前9時～正午
勤務形態 （事業は、1・2月を除く年
10回実施）

50

29

10

台東保健所

給与

日額4,680円
（交通費なし）

事前に電話連絡の上、
履
申込方法 歴書（写真貼付）を下記
問合せ先へ持参

45

申込締切日

500

95

勤務地

80

2月28日㈬

国民健康保険課庶務係
問合せ （区役所2階⑬番）
☎（5246）1251

【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

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

22

▽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〉

広報

（7） 平成30（2018）年 1月20日

催 し も の など
世界遺産区民講座「東京初の世
界文化遺産『国立西洋美術館』
の魅力」
（講演会・施設見学）
日時 2月27日㈫午後2時～4時

場所 国立

西洋美術館講堂（上野公園7−7） 対象 区
内在住か在勤・在学の中学生以上の方
定員 45人（抽選） 講師 寺島洋子氏（国立

第 1197 号
古今亭菊之丞（落語） ②「スターの手型」

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

顕彰式 ③浅草芸能大賞授賞式 ④受賞記

使用登録証、健康保険証等） 申込方法 老

念公演 手型顕彰者、ホンキートンク、市

人福祉センター・老人福祉館で配布する申

申込方法 往復はがきに「2月工作教室」希

川中車、石坂浩二

込用紙に記入し提出

望・住所・氏名・電話番号・学校（園）名

抽選で400組800人をご招待

日㈯

☎（3833）6541

・学年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月13日㈫（必着）

●ゆとり教養講座「バスハイク あしかが

問合せ 〒111－8621

フラワーパークへ地域散策」 日時 3月13

生涯学習課☎（5246）5815

せ先へ※4歳未満入場不可

日㈫午前9時老人福祉センター前出発、午

ふりがな

申込締切日 2月1日㈭
（必着） 問合せ 〒110

－0004 台東区下谷1－2－11 （公財）
台東区芸術文化財団「浅草芸能大賞」担当

問合せ先へ（電子申請可）

ふりがな

望・希望人数（2人まで）
・郵便番号・住所

☎（5828）7591

は勤務先（学校）名・所在地を書いて下記

（抽選） 費用 500円（材料費・保険料）

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合

がき（1枚2人まで）に参加者全員の住所
・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方

場所・問合せ 老人福祉センター

はがきで（1人1枚）に浅草芸能大賞観覧希

西洋美術館主任研究員） 申込方法 往復は
ふりがな

申込締切日 2月10

在学（園）の5歳～小学4年生 定員 20人

後5時帰着予定

対象 区内在住の60歳以

上の方 定員 46人（抽選） 費用 3,478円
（バス代・高速代・保険料・入園料含む）
申込締切日 2月21日㈬

弦楽アンサンブルTGSコンサー
ト

申込み・問合せ 老

人福祉センター☎（3833）6541

環境学習室「館内プログラム」

生涯学習センター

ミレニアムホールふれあいコン
サート「おとあそび♪親子音楽
会」
日時 3月3日㈯午後1時30分開場、2時開演
場所 生涯学習センターミレニアムホール
対象 0歳～小学校3年生までの子供と家族
定員 300人（先着順） 出演 東京藝術大学
教員・学生・卒業生 曲目 おはながわらっ

申込締切日時 2月13日㈫午後5時（必着）

日時 3月4日㈰午後1時30分開場、2時開演

インタープリター（解説員）による環境学

問合せ 〒110－8615

場所 生涯学習センターミレニアムホール

習プログラムを実施しています。ゲームや

た、さんぽ ほか 入場券 500円（子供無

出演 TGS（東京藝大ストリングス）

工作を通して、いつでも自然や環境につい

料）※生涯学習センター5階で2月1日㈭

前売券 2,000円（全席自由）※未就学児

て楽しく学ぶことができます。

から販売予定（第1・3月曜日を除く午前9

台東区役所都市交

流課世界遺産担当☎（5246）1193

台東区芸術文化支援制度対象企
画「アサクサエンターテイメン
ツ」

の入場不可

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

区内在住か在勤（学）の方を抽選で20人ご招待
はがきに催し名・住所・氏名（ふりがな）
・

世界各地の現代美術作品を通して、浅草地

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

区にゆかりの深い大衆文化史を批評的に考

名・所在地を書いて下記問合せ先へ

察する映像祭です。上映会のほか、作品に

問合せ 〒110－0004

－11 （公財）台東区芸術文化財団

へ

☎（5828）7591

時間 午

リサイクル
月4日㈰ ②11日㈷ ③18日㈰ ④25日

サクサ」ホームページをご覧になるか下記
期間 2月18日㈰～3月4日㈰

☎（5246）5812

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①2

申込締切日 2月16日㈮（必着）

関連した講演会を予定。※詳しくは、
「ア

後6時～9時（土・日曜日は午後1時～8時）

☎（3866）2011

台東区下谷1－2

一葉記念館から

時～午後5時） 問合せ 生涯学習課学習館

㈰ 時間 ①②午前10時～午後3時 ③午前

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室①かんたんアクアビク
ス ②ゆったりクロール＆背泳
ぎ

10時～午後4時 ④午前9時〜午後5時

日時 1月27日㈯・28日㈰午前11時40分

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

～午後0時30分

より中止の場合あり

在学の高校生以上で25メートル以上泳げ

出店数（予定）①30

対象 区内在住か在勤・

出店料 ①〜③

る方 定員 各30人（先着順） 費用 250円

●朗読サロン「頭痛、肩こり、樋口一葉を

2,000円（③のみ事前支払いした区内在住

申込方法 催し名・希望日（①か②）
・氏名・

ム・フンスンを含む9組

語る」 日時 3月17日㈯午後1時30分（2

の方は1,500円） ④1,500円

年齢・性別・電話番号を電話かファックス

問合せ アサクサ実行委員会

時間程度） 定員 60人（抽選） 講師 井上

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

で下記申込先へ

Eメール info@asakusa-o.com

麻矢氏（こまつ座社長） 費用 1,000円※当

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

立浅草高等学校温水プール（今戸1－8－

日支払い、別途入館料が必要

前9時～午後6時）☎048（268）8711

13）☎・ FAX （3874）3019

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

問合せ 台東区スポーツ振興課

☎（5246）5853

場所 アサクサ（西浅草1－6－16）
参加アーティスト ヒト・シュタイヤル、イ

台東区文化振興課☎（5246）1328

店 ②④20店 ③40店

300円、小中高生100円

わ づま

和妻体験ワークショップ

入館料 一般

申込方法 往復は
ふりがな

がき（1人1枚）に催し名・住所・氏 名

～午後6時）☎050（3616）3300

日時 2月10日㈯午後1時30分〜3時

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

③リサイクル推進友の会（午前10時～午

場所 浅草文化観光センター

※複数名の記入、往復はがきでないものは

後4時）☎（3412）6857

着順） 申込み・問合せ 文化振興課

無効

④里彩くるカエル倶楽部（午前10時～午

☎（5246）1328

●展示替えのため臨時休館します

後7時）☎090（3068）3534

期間 1月29日㈪～2月2日㈮

問合せ 台東区清掃リサイクル課

定員 20人
（先

江戸下町伝統工芸館の催し
●職人による実演

申込締切日 2月23日㈮（消印有効）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程・実演者（業種）2

月3日㈯・4日㈰渡辺彰（江戸指物）
、10
日㈯～12日㈷長尾次朗（木版彫刻）
、17
日㈯・18日㈰横谷光明（江戸木彫刻）
、
24日㈯・25日㈰石井寅男（木版彫刻）

台東区体育協会ジュニア育成地
域 推 進 事 業「 ジ ュ ニ ア 期 の ト
レーニングとケガの予防・対処
法」

☎（5246）1291

日時 2月17日㈯午前10時～正午

台東区竜泉

●リサイクル活動室出前講座「ハンカチ・

なかスポーツプラザ

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

バンダナを使った巾着づくり」 日時 2月7

勤の小中学生対象のスポーツ指導者と保護

日㈬午前10時～正午

者 定員 30人程度（先着順） 講師 土田秀

場所・問合せ 〒110－0012

朝倉彫塑館 特集展示

場所 生涯学習セン

ター303会議室 定員 10人（先着順）

ごしょうせき

「呉昌碩と朝倉文夫」

実演時間 午前11時～午後5時

期間 3月7日㈬まで

関連イベント ギャラ

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

リートーク、バックヤードツアー※詳しく

☎（3842）1990

は朝倉彫塑館ホームページをご覧になるか

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

下記へ

歌舞伎文字「勘亭流書道」作品展

場所・申込み・問合せ 都

開館時間 午前9時30分～午後4時
30分（入館は4時まで） 入館料 一般500

徳氏（㈱ I 企画トレーナー部）ほか

費用 200円（材料費） 問合せ 環境ふれあ

持ち物 運動できる服装、タオル、室内用

い館ひまわり☎（3866）8050

運動靴

シニアライフ応援計画 昔の遊
び大集合!!～みんなでワイワイガ
ヤガヤやってみよう～

申込方法 住所・氏名・年齢・電

話番号・指導種目を書いてメールで下記申
込先へ

申込締切日 2月16日㈮

申込み・問合せ 台東区バレーボール連盟
Eメール taitovolleyball.jr@gmail.com

円、小中高生250円※障害者手帳・特定

昭和30年代に盛んだったベーゴマ、けん

問合せ 台東区スポーツ振興課

日時 2月10日㈯～12日㈷午前9時～午後8

疾患医療受給者証をお持ちの方とその介護

玉、お手玉におはじきなどの、昔遊びを楽

☎（5246）5853

時（最終日は5時まで）※筆耕体験あり

者は無料※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

しみませんか。 日時 2月23日㈮午後1時

休館日 月・木曜日（祝日の場合は翌日）

30分～3時30分 場所 生涯学習センター

場所・問合せ 朝倉彫塑館

対象 区内在住か在勤の方

場所・問合せ 浅草文化観光センター（7階

展示スペース）☎（3842）5501

書道博物館が空調機器更新等工
事のため休館します
期間 4月16日㈪～9月中旬※休館期間が有

☎（3821）4549

視覚障害者疑似体験
「見えないってどんなこと？」

定員 30人（抽

日時 2月16日㈮午後6時30分～8時30分

費用 300円

場所 たなかスポーツプラザ

申込方法 住所・氏名・年代・

電話番号を電話かはがきで下記問合せ先へ

1時～5時、金曜日午後5時～8時）

問合せ 〒111－8621

障害のある方のガイドヘルプの体験ができ

生涯学習課☎（5246）5821

延長します。※詳しくは（公財）台東区芸
術文化財団ホームページをご覧になるか下

ます。 日時 2月16日㈮午前11時～午後
3時 場所 区役所１階ロビー 問合せ 障害

記へ 問合せ 文化振興課☎(5246）1146

者自立支援センター☎（3842）2672

日時 3月17日㈯午後3時

場所 浅草公会堂

プログラム ①第35回浅草名人会

スティ

ファニー（マジック）
、柳家小菊（粋曲）
、

日時 2月26日～3月26日の月曜日（3月12

日を除く・全4回）午前10時～正午
対象 区内在住の60歳以上の方
たけぼうき

（抽選） 講師 NPO法人竹箒の会

定員 16人

トン・卓球（体育館）
、フラダンス（小体
育室） 問合せ たなかクラブ（木曜日午後

アイマスクと白杖を使用しての歩行や視覚

●スマートフォン講習会（初心者向け）

種目 バドミン

申込締切日 2月13日㈫（必着）

間パスポートをお持ちの方は、有効期限を

老人福祉センターの催し

総合型地域スポーツクラブ
「たなかクラブ」スポーツ体験会

選） 講師 シニアライフ応援計画実行委員

効期限に含まれる4館共通入館券または年

第34回浅草芸能大賞授賞式・
第35回浅草名人会・
「スターの手型」顕彰式

場所 た

対象 区内在住か在

生涯学習センター

特別支援学級合同作品展
日時 1月30日㈫～2月2日㈮午前10時～午

☎（3875）2860
スポーツ振興課☎（5246）5853

幼児のための水泳教室（第5期）

後4時30分（最終日は3時30分まで）

水慣れからクロールまでのレベル別グルー

場所 生涯学習センター1階アトリウム

プレッスンです。 日程 3月3日㈯・10日

問合せ 学務課☎（5246）1416

㈯・17日㈯（全3回） 時間 Aクラスは午

工作教室「飛ぶローター」

後2時～3時、Bクラスは3時～4時

日時 2月25日㈰午後1時30分～3時30分

対象 3歳以上の未就学児 定員 各24人（抽
選） 講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

場所 生涯学習センター

費用 4,000円（3回分・保険料含む）※レッ

対象 区内在住か

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。

広報

平成30（2018）年 1月20日

第 1197 号 （6）

スン前後の利用は延長料金が必要

順） 講師 橋本明子氏（WENーDOインス

申込方法 往復はがき（1人1クラス）に教

トラクター） 託児の申込締切日 2月17日㈯

室名・希望クラス（ＡかＢ）
・住所・氏名・

●講座「パパ料理のススメ～ママと子ども

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

に作ってみよう！パパごはん～」 日時 3

日時 2月21日㈬午後6時30分～8時

先へ※往復はがき返信後、来館手続きあり

月10日㈯午前10時～午後0時30分

「年金のいろは」～自分の年金
どうなるの？～賢くもらおう！

申込締切日 2月12日㈷（必着）

対象 区内在住か在勤の料理初心者の男性

対象 区内在住か在勤の方、勤労者サービス
センター会員とその家族 定員 30人

場所・問合せ 〒110－0015

定員 12人（先着順） 講師 滝村雅晴氏（パ

申込方法 はがき（1人1枚）に講座名・住所

野6－16－8 清島温水プール

パ料理研究家） 費用 500円（材料費）

・氏名・年齢、在勤の方は勤務先名、会員

☎（3842）5353

持ち物 エプロン、三角巾

の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

台東区東上

託児の申込締切日 3月3日㈯

たいとうやまびこ塾

申込締切日 2月6日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センター

●「浪越指圧講座」 日時 3月1日㈭・8日㈭

23日㈫

・15日㈭（全3回）午後6時～7時30分

ラザ☎（5246）5816

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の方
定員 10人（抽選） 講師 嶋﨑文利氏（学習
支援ボランティア） 費用 100円（3回分・

申込み・問合せ 男女平等推進プ

合せ先へ

申込締切日 2月14日㈬

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

FAX （3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

初心者向け！ NPO法人の決算対
策講座
日時 2月9日㈮午後1時30分～4時 対象 地
域で活動する非営利団体 定員 30人（先

台東区小島

着順） 講師 内藤純氏（公認会計士・税理

2－9－18 （公財）台東区産業振興事業

士） 申込方法 講座名・団体名・参加者全

団勤労者サービスセンター

員の氏名・電話番号を電話かファックスま

☎（5829）4123

たはメールで下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒111－0056

申込開始日 1月

を電話かファックスまたはメールで下記問

申込締切日 2月5日㈪

くらしに役立つ講座
「トラブル回避編」

CAD応用講座

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

保険料） 持ち物 動きやすい服装、タオル、

●楽しい旅行にするために～旅行の申込の

日時 3月6日㈫・7日㈬（全2回）午後6時

FAX （3847）0190

飲み物、靴下

ポイント～ 日時 2月15日㈭午後2時～3

15分～8時45分

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

名・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて

時30分 講師 （一社）日本旅行業協会

在学でCADステップアップ講座を受講済

下記問合せ先へ

●かしこいクレジットカードの使い方

または同程度の操作ができ、全日程参加で

日時 2月20日㈫午後6時30分～8時

きる方

涯学習センター生涯学習課学習館

講師 （一社）日本クレジット協会

費用 3,000円（2回分） 申込方法 往復は

日時 2月13日㈫午後2時～4時

☎（5246）5812

●広告を見る目を養おう～失敗しない買い

がきに講座名・住所・氏名・年代・電話番

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

物のために～

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・

学の方

3時30分 講師 （公社）日本広告審査機構

所在地を書いて下記問合せ先へ

史子氏（東京都健康長寿医療センター認知

●あなたは大丈夫？～高齢者などを狙う投

申込締切日 2月14日㈬（必着）

症支援推進センター研究員） 申込方法 住

資詐欺～ 日時 2月26日㈪午後2時～3時

場所・問合せ 〒111－0023

所・氏名・電話番号を電話かファックスま

ふりがな

申込方法 往復はがきに催し
申込締切日 2月12日㈷

（必着） 場所・問合せ 〒111－8621 生

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 2月20

30分 講師 関東財務局東京財務事務所

の平成28年8月20日～29年8月19日生ま

場所 生涯学習センター301研修室

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）

対象 区内在住か在勤（学）の方

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

40人（先着順）※託児あり（1歳以上の未

会場とも同内容

就学児・各6人） 申込方法 講座名・住所・

申込方法 電話か直接中

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

の方は勤務先（学校）名・所在地、託児希

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』
」トーク・イベン
ト「一葉日記を読む」
日時 2月25日㈰午後2時～4時

学習センター

場所 生涯

内容・講師 「一葉の歩いた

護予防・地域支援課☎（5246）1225

申込締切日 2月1日㈭
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

託児の申込締切日 各開催日の1週間前

会☎（5828）7507

FAX （5246）1139

ひきこもりに関する①講演会
②個別相談会 ③茶話会

Eメール chiikishien.

dos@city.taito.tokyo.jp

無料建築相談室
日時 2月1日㈭・3月1日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

ファックスで下記問合せ先へ（電子申請可）
問合せ くらしの相談課

NPOのためのクラウドファンデ
ィング講座
日時 2月19日㈪午後1時30分～4時

☎（5246）1468

<2月>
3日

節分（各寺社）
、
福聚の舞（浅草寺）
、

日程 3月3日㈯

時間 ①午後1時～2時30

対象 地域で活動する非営利団体 定員 30
人（先着順） 講師 徳永健人氏（READYF

うけらの神事（五條天神社）

央図書館専門員）
、
「一葉ブック・トーク」
児玉ひろ美（中央図書館司書）
、
「江戸から

分（0時30分開場） ②午前10時～正午、

OR㈱チーフキュレーター） 申込方法 希望

25日

読む樋口一葉」鈴木淳氏（国文学研究資料

午後2時45分～4時45分 ③午後2時45

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号

な（隅田公園吾妻橋付近）

館名誉教授） 定員 50人（抽選）

分～4時45分 場所 区役所10階会議室

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

定員（先着順） ①100人

時間程度 ③20人 講師 ①春日武彦氏（精

先へ（区ホームページから申込可）

神科医） ②③臨床心理士

申込締切日時 2月14日㈬午後5時（必着）

申込方法 催し名（①～③、複数可）
・希望

問合せ 〒111－8621 中央図書館

時間（②のみ）
・参加者全員の住所・氏名・

☎（5246）5911

年齢・電話番号を電話かファックスで下記

池波正太郎記念文庫から「池波
原作映像化作品の楽しみ方」
日時 2月17日㈯・24日㈯（全2回）午後2

時～4時 場所 生涯学習センター 対象 全
日程参加できる方 定員 80人（抽選）
講師 春日太一氏（時代劇研究家）

問合せ先へ※区内在住の方優先
申込締切日 2月23日㈮
問合せ 子育て・若者支援課

☎（5246）1341

FAX （5246）1289

たいとう就職面接会
中高年対象の求人で、区内企業約15社が

申込方法 往復はがき（1枚1枚）に講座名

参加します。

・住所・氏名・電話番号を書いて下記問合

30分～4時（受付は1時～3時30分）

ふりがな

申込締切日 2月7日㈬（必着）

問合せ 〒111－8621

中央図書館池波正

太郎記念文庫☎（5246）5915

講 座・相 談 会 など
男女平等推進プラザから
●講座「気づく・避ける・行動する！女性
のための護身術」 日時 2月24日㈯午前10
時～正午 対象 小学4年生以上の女性※小
学生は女性保護者と参加 定員 16人（先着

日時 2月26日㈪午後1時

場所 区役所10階会議室

数の履歴書・職務経歴書

持ち物 面接希望
問合せ ハロー

ワーク上野☎（3847）8609 31#
台東区産業振興課☎（5246）1152

8日

針供養（浅草寺淡島堂）
東京マラソン2018 、江戸流しび

自転車置場の利用者を募集

※4月以降も空きがあれば、随時受付
▷利用期間 4月1日㈰～31年3月末
※利用は申込者本人のみで、家族を含
▷利用手数料 3,000円
む他者への譲渡・貸与等は不可
▷申込方法 往復はがきの
「往信」
の裏
面に希望置場名・住所・氏名・電話 ▷自転車置場名称・所在地
番号・区主催の自転車安全利用講習
自転車置場名称
所在地
会受講の有無、在勤（学）の方は勤 日暮里駅西口北側
谷中7－15地先
務先（学校）名・所在地、返信表面に 日暮里駅西口南側
三ノ輪2－15地先
住所・氏名を書いて右記問合せ先へ 三ノ輪
厩橋
駒形2－1地先
（抽選・電子申請可）
隅田公園
花川戸1－1
※法人は不可。1人1枚1か所のみ。往
上野駅中央口前
上野7－1地先
復はがき以外・重複申込み・記入不 上野駅浅草口前
上野7－3地先
備は無効。記入不備についての問合 上野駅地下鉄本社前 東上野3－19地先
せは行いません。
上野駅南
上野6－7地先
池之端1－1
※区主催の自転車安全利用講習会受講 池之端
上野駅西
上野6－16地先
者、区内在住の方を優先
東上野3－18地先
※必要に応じて本人確認書類等で住所 上野駅東
の確認を行う場合あり
〒110－8615 台東区役所交通
申込締切日 2月5日㈪（当日受信・
対策課自転車対策担当
☎（5246）1305
消印有効）
問合せ

せ先へ

平成
30年度

②各4組※1組1

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

問合せ 介

（1組90分程度） 対象 区内在住か在勤・

▽

場所―文京・墨田・台東区―」平野恵（中

たはメールで下記問合せ先へ

在学の方 定員 10組（要予約）

望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

☎（5246）1144

定員 80人（先着順） 講師 宮前

☎（3872）6780

日時 2月10日㈯午前9時30分～午後4時

みは保護者に限る

場所 区役

1－36－2 産業研修センター

成年後見制度無料相談会

氏名・電話番号・ファックス番号、在勤（学）

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

台東区橋場

認知症予防講座「生活習慣と認
知症予防について」

FAX（5246）1179
定員 各

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込
申込開始日 2月6日㈫

定員 4人（抽選） 講師 渡辺豊氏
ふりがな

日時 2月23日㈮午後2時～

日㈫午前10時15分、11時 場所 生涯学
習センター4階和室さくら 対象 区内在住

対象 区内在住か在勤・

子ども家庭支援センターの催し
催し名
日時
親と子の絆つくり講座
2月28日㈬
～ベビーマッサージと子
午前10時45分～11時45分
育ての話～
2月26日㈪
あつまれ！元気っこ体操
午前10時45分～11時30分
ヨガでゆったりリラック 2月13日㈫
スタイム
午後2時15分～3時

対象（保護者同伴） 定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
区内在住の0～5か
25組 1月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
月の子供（初めて
（先着順） ㈯
こにこひろば」☎（5824）2535
参加する方）
区内在住の1歳6か 25組 1月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
月～3歳の子供 （先着順） ㈯
くわくひろば」☎（3834）4577
区内在住の0～6か 15組 1月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
月の子供
（先着順） ㈯
のびひろば」☎（3841）4631

【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。

15

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

−
37

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
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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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28

10

11

12

14

16

18

10

15

−

E FAX

−

25
−

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
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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〉

