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区の世帯と人口（2月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

116,219 （+61）

人

196,287（+153）

口
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区民の安全で快適な生活環境の維持
宿泊者の安全・安心の確保

6月15日

民 泊 のルール（条例）

民泊開

から

始

を定めました
台東区のルールの特徴

実施制限
・管理者が常駐しない届出住宅は、月曜日の
正午から土曜日の正午までの期間は実施を
制限する（祝日、年末年始除く）

事業者の責任

区の役割
・届出住宅の状況確認を行う
・届出住宅の住所等を公表する
・定期的に、町会・警察署・消防署へ届出住
宅の通知等を行い、連携を図る
・事業者への講習会を実施する

生活環境
の維持

事業実施の 周辺地域の住民等および届出住宅の敷
地から110メートル以内の学校・保育
事前周知
園等に対し、事前の周知を行う

苦情等への迅速な対応（30分以内）、
喫煙方法の遵守に関する必要な措置、
廃棄物の適正処理等を行う

標識を掲示 共同住宅等では、区が交付する標識を
掲示する

問合せ

生活衛生課☎（3847）9455

あなたのマンションは、
住宅宿泊事業法への備えはお済みですか？
民泊は、経済の活性化を図る一方、トラブ
ルが生じる場合もあります。特に分譲マンショ
ンでは、各マンション管理組合で話し合い、
民泊に対する考え方を3月14日㈬までに決め
る必要があります。
～事前に準備しましょう～
・各マンション管理組合で、住宅宿泊事業を
「許容」あるいは「禁止」するかを決め、管
理規約に明記しておく

・違反に対する監視体制を整える
・管理規約の改正手続きが間に合わない場合
は、総会や理事会で、少なくとも民泊に対
する「許容」
「禁止」の方針を決議し議事録
に記しておく
※マンション管理組合への支援制度もありま
す。詳しくは下記へ
▷問合せ 住宅課マンション施策担当
☎（5246）1468

民泊の事業実施予定者は届出が必要です ▷届出受付開始日 3月15日㈭ ▷受付場所 台東保健所5階生活衛生課

お知らせ
年度特別区職員採用試
験・選考日程

第７回基本構想策定審議
会を開催します
おおむね 年後の台東区の将来
像を描き、区政運営の最高指針と

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
た「振り込め詐欺」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。

す。今回は、其の十六「 浪曲師
東家浦太郎」を制作し、中央図書
館で貸出しを開始しました。
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

東 京 空襲 犠 牲 者 名 簿 を作
成しています
都では、東京空襲で犠牲となっ
た方々を追悼し平和を願うため、
東京空襲犠牲者名簿を作成してい
ます。名簿への登載は、遺族・関
係者等の申し出に基づいて行いま
す。今まで申し出をしておらず、

取得後、区内の医療・福祉施設
で引続き５年以上看護業務に従
事する意思がある

③同種の資金の貸与・給付を受け
ていない
※右記以外にも資格要件がありま
す。詳しくは、左記へ。

●就業準備金
▽対象 次の全てに該当する方
①看護師・准看護師として、区内

の医療・福祉施設で看護業務に
従事することが決定し、引続き
３年以上勤務する意思がある

▽変更日 ４月１日㈰
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽問合せ 交通対策課

☎（５２４６）１３６１

春の全国交通安全運動
（４月６日㈮～ 日㈰）

交通事故に遭わないために、正
しい交通ルールと交通マナーの実

践を習慣づけましょう。
▽運動の重点 ①子供と高齢者の
安全な通行の確保と高齢運転者
の交通事故防止 ②自転車の安

全利用の促進 ③全ての座席の
シートベルトとチャイルドシー

育児支援ヘルパー「あったかハン
ド」の利用方法が４月から変わり
ます。利用時間が１時間単位から
になり、自分で事業者を選べるよ
うになりました。
・利用方法等

▽対象 区内在住の産前１か月～
産後６か月未満の妊産婦（介助
者のいない方）
※多胎妊娠の場合は産前２か月～

産後 か月未満
▽利用時間 月～金曜日（土・日

曜日・祝日を除く）午前９時～
午後５時のうち１日４時間まで
※１回の妊娠につき 時間まで
（多胎妊娠は 時間）
▽援助内容 育児支援（沐浴の補
助、授乳の補助、おむつ交換の
補助、兄姉の送迎・見守り等）
、
家事援助（食事の支度、買い物、
洗濯、掃除等）
▽費用 １時間 円（減免あり）
▽申込方法 左記問合せ先で利用
券の交付を受け、利用の１週間
前までに事業者に連絡
▽問合せ 日本堤子ども家庭支援
センター
☎（５８２４）２５７１

年度台東区子供育成活
動支援事業補助金申請団
体の募集

40

▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
放送を実施します

※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の
掲示をご覧になるか下記へ
▽日程 ３月 日㈰・ 日㈷・
日㈯
●「ぐるーりめぐりん」 番の停
留所名称が変更になります
▽旧名称 「東京都人権プラザ前」

80

なる基本構想を策定しています。
傍聴希望の方は、事前に左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児
・５人）
▽日時 ３月 日㈮午前 時
▽場所 区役所 階会議室
▽申込締切日 ３月 日㈫（託児
は３月 日㈮）
▽申込み・問合せ 企画課

②過去に、この制度で就業準備金
の貸付を受けていない
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽貸付限度額・申請期間等

トの正しい着用の徹底 ④飲酒
運転の根絶 ⑤二輪車の交通事
故防止
▽問合せ 交通対策課
☎（５２４６）１２８８

おわびと訂正

広報たいとう２月 日号４面の
区内の風景やイベントを撮影し
「皆さんからの寄附金は、大切に
た、８・ ミリフィルムの映像を、
活用しています」表中の金額に誤
後世に遺す
「映像アーカイブ事業」
りがありました。正しくは、左記
を行っています。フィルムをお持
の通りです。
修学資金
ちで、ご協力いただける方は、ぜ ▽問合せ 福祉課福祉振興係
おわびして訂正します。
☎（５２４６）１１７２
ひご連絡ください。
●台東区社会福祉基金（交通遺児
また、個人や区が撮影・製作し
援護基金等） 松本児童福祉基金
台 東 区 循 環 バス「 めぐり
た映像、区の文化財を紹介する映
（故松本てる子）※
ん」のお知らせ
画などをＤＶＤにして、中央図書
【誤】８３，３３１万円
●「東西めぐりん」お彼岸ダイヤ 【正】 ８，３３３万円
館で約 本貸出しています。
▽問合せ 生涯学習課文化財担当
の試験運行を行います
※平成 年第１回定例会に、基金
設置条例案を提案中。敬称略。
☎（５２４６）５８２８

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
在の運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。

▽新名称 「浅草病院前」
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☎（５２４６）１０１２

名簿への登載をご希望の方は左記
屋外に設置している防災行政無 へご連絡ください。
線（屋外スピーカー）から全国瞬 ▽問合せ 東京都生活文化局文化
時警報システム（Ｊアラート）の
振興部文化事業課
起動確認のため、試験放送を行い
☎（５３８８）３１４１
ます。
台東区福祉課福祉振興係
▽日時 ３月 日㈬午前 時頃
☎（５２４６）１１７２
▽放送内容 チャイム＋「これは、
昔の 台 東 区の 映 像 を 探 し
Ｊアラートのテストです。
」
（３
て公開しています
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

特別相談
「若者トラブル１１０番」
消費者被害でお困りの方は、電
話か直接左記問合せ先へご相談く
ださい。相談は無料、秘密は厳守
します。
▽日時 ３月 日㈪・ 日㈫午前
９時～午後４時
▽問合せ 台東区消費生活センタ
ー（区役所９階⑦番くらしの相
談課内）

将来、区内で看護業務に従事し
ようとする方に、修学・就業等に
要する資金をお貸しします。
●修学資金
▽対象 次の全てに該当する方
①看護師・准看護師を養成する学
校等に在学中か入学が決定した

台 東区 看 護 師 修 学 資 金 等
貸 付 制 度をご利用くださ
い

②養成学校を卒業し、看護師免許

▽問合せ 財政課
☎（５２４６）１０７１

経費の一部を補助しています。
▽対象団体 区内で補助事業を実
施する社会福祉法人、特定非営

親の就労や家庭事情等により、
孤立しがちな子供や家庭の支援の
ため、学習支援や食事提供（子供
食堂）等の地域活動を担う団体に、

子育て・教育

育児支援ヘルパー「あっ
たかハンド」の利用方法
が変わります

妊産婦や乳児を介助する人がい

ない家庭にヘルパーを派遣する、

食事提供（月２回以上）の全て
を継続的に行うもの
▽募集期間 ３月 日㈪まで
※応募方法等詳しくは左記へ
▽問合せ 子育て・若者支援課

利活動法人等
▽対象事業 子供の交流の場の提
供、学習支援（週２回以上）
、

30

男 女平 等 推 進 プラ ザ「は
ば た き 」 地 域 の チ カラ
講座講師募集
▽募集企画 台東区の男女平等参
画に関する講座（講座回数は１
回２時間、内容により連続２回
まで可）
▽対象 区内在住の方
▽募集件数 １人１件まで
▽謝礼 ５千～７千 円
▽選考方法 書類選考、プレゼン
テーション
▽申込方法 申込用紙を左記問合
せ先へ提出
▽申込用紙配布場所 区役所９階
⑥番人権・男女共同参画課、生
涯学習センター４階男女平等推
進プラザほか（区ホームページ
からダウンロード可）
▽申込締切日 ４月 日㈫
▽問合せ 男女平等推進プラザ
☎（５２４６）５８１６

☎（５２４６）１１３３

就職決定日か
ら就業後3か
月以内
30万円

10

「振り込め詐欺」にご注意
ください

台 東 芸 能 文 庫の 新 作 の 貸
出を開始しました
演劇・落語・漫才・浪曲・レビ
ューなど大衆芸能の中心地である
台東区では、ＤＶＤシリーズ「台
東芸能文庫」を制作し、芸能文化
の記録・保存・活用を図っていま

看護師
月額5万円
准看護師
月額3万円

10

23

区役所などの職員が、
「医療費
や保険料の還付金」
「給付金」
「マ
イナンバー」の手続きのために、
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

30

修学金

4月4日㈬～
20日㈮
20万円

申請期間
限度額（※）

種類

20

16

21

▽試験日程等

4月1日㈰～9日㈪

☎（５２１０）９７８７

16

50

500

☎（５２４６）１２３７

26

7月30日㈪（技術系）
8月6日㈪（技術系以外）

11月16日㈮
最終合格発表

11

13

10月29日㈪
7月10日㈫～22日㈰

14

12

（※）貸付額は限度額以内で必要経費を貸付

24

インターネット

20

500

24

就業準備金

21

14

6月22日㈮

10月28日㈰・11月3
10月30日㈫・31日㈬
11月1日㈭・2日㈮
日㈷・4日㈰
2次試験・選考

10月9日㈫
1次合格発表

入学準備金

18

6月21日㈭～7月23日㈪

9月9日㈰
9月2日㈰
9月9日㈰
5月6日㈰

6月21日㈭～7月26日㈭

6月21日㈭
4月1日㈰～5日㈭
申込受付

3月9日㈮
郵送
告示

9月2日㈰
1次試験・選考

30

障害者を対象とする
採用選考
経験者採用試験・選考
Ⅲ類採用試験
Ⅰ類採用試験
（土木・建築新方式）
Ⅰ類採用試験
（一般方式）
項目

※募集する試験区分・採用予定数・
受験資格等、詳しくは告示日以
降に発表する採用試験・選考案
内をご覧ください。
▽問合せ 特別区人事委員会事務
局任用課採用係

平成30（2018）年 3月5日

10月19日㈮

第 1200 号 （2）
広報

【家庭の省エネヒント】給湯する時は、お風呂のふたを閉めましょう。また、なるべく家族で続けて入浴するなど、お湯を冷まさない工夫で追い炊きの回数を減らしましょう。
ふたを閉めた場合、開けたままと比べて年間約1,910円の節約につながります。（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

第 1200 号

所在地

竜泉3－13－4
根岸4－15－13 鳥越2－6－2 （保育所棟）
ほか

対象・定員 0～5歳・90人
運営主体

千束3丁目

0～5歳・90人

0～5歳・52人

1～3歳・60人

0～2歳・19人

0～2歳・19人

0～2歳・5人

(福)檸檬会

㈱ソラスト

ライク
アカデミー㈱

(福)陽だまりの家

㈱Ａｌｐｓ

一般家庭
（預かりは4月2
日㈪開始）

(福)つぼみ会

27

20

19

19

20

環境
リサイクル

まちの美化里親制度で１
団体が認定されました

１月に、新たに左記の１団体が
認定されました。

・おもてなしお掃除隊にゃんそー
じ

この制度は、大江戸清掃隊の中
から、活動が積極的で、まちの美
化への貢献度が高く、今後、地域
の美化活動でリーダー的存在とな
ることが期待される団体を区が認
定するものです。
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２９２

帯は2万5千円、非課税世帯は5万円
障害者給付に関するお知らせ
●自立支援教育訓練給付金 適職に就く
ために必要であると認められる、区が指
●心身障害者医療費助成制度（ ）の資
対象は、ひとり親家庭の父・母で、児 定した教育訓練講座の受講料等の一部を
格がある方は申請してください 3月末日
童扶養手当の支給を受けているか、受け 給付します。 対象講座 厚生労働大臣指
で子ども医療費助成（ ）の助成期間が
定の教育訓練講座 支給額 受講費用の
ている方と同等の所得水準の方です。
終了になる方は、心身障害者医療費助成
60％（1万2千円～20万円）
※いずれも要事前相談
（ ）への切り替え手続きが必要です（対
●高等職業訓練促進給付金 経済的自立 ●自立支援プログラム策定 専門の相談
象者には通知を送付）
。申請した月の初日
に効果的な資格を取得するため、1年以上 員がプログラムを策定し、ハローワーク等
から助成対象になります。※現在受給し
養成機関等で修学し、就業（育児）と修 関係機関と連携して自立・就労を支援します。 ている方は、新たに申請する必要はあり
学の両立が困難な場合に、生活費の負担 ●高等学校卒業程度認定取得支援給付金
ません。 対象 身体障害者手帳1・2級（心
軽減として助成します。 対象資格 看護師、 ひとり親家庭の学び直しを支援するた
臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、 め、受講費用の一部を支給します（20歳
小腸・肝臓・免疫機能障害は3級まで）
、
。 対象講座 民間事
作業療法士、保健師、助産師、言語聴覚士、 未満の子供も対象）
愛の手帳1・2度の方※次の①～⑥の方は
視能訓練士、義肢装具士、臨床工学技士、 業者等が実施する高等学校卒業程度認定
対象外 ①医療保険未加入 ②生活保護
臨床検査技師、診療放射線技師、歯科技 試験の対策講座（通信制も含む）
を受けている ③医療保険の自己負担の
工士、歯科衛生士、柔道整復師、あん摩マッ ①受講修了時給付金 支給時期 対象講座
ない施設に入所している ④本人（20歳
サージ指圧師、はり師、きゅう師、介護福 修了時 支給額 受講費用の30％（4千円
未満の場合は加入している医療保険の世
祉士、社会福祉士、保育士、理容師、美容 ～20万円）
帯主か被保険者）の28年中の所得が右表
師、栄養士、調理師、製菓衛生師、一級建 ②合格時給付金 支給時期 高卒認定試験
の限度額を超えている ⑤65歳以上で初
の全科目合格時 支給額 受講費用の70％
築士、二級建築士、木造建築士
めて身体障害者手帳や愛の手帳の交付を
①修学費助成 支給期間 修学全期間（上 （①との合計で最大30万円）
受けた ⑥後期高齢者医療保険証をお持
限3年） 支給額 住民税課税世帯は月額7
ちで、29年度の住民税が課税されている
子育て・若者支援課給付担当（区
万500円、非課税世帯は月額15万円
申込方法 身体障害者手帳か愛の手帳、健
問合せ
役所6階⑦番）☎（5246）1232
②修了支援給付金 支給額 住民税課税世
康保険証、印鑑を右記問合せ先へ持参

保険制度改正について説明会を行

10

20

※詳しくは、台東つばさ福祉会ホ

28

30

19

ば（松が谷４丁目）
▽募集人数 ３人
▽応募締切日 ３月 日㈫

28

10

祉会☎（３８４２）２８３８

10

30

ームページをご覧になるか左記
問合せ先へ
▽申込み・問合せ 台東つばさ福

11

います。
※事業者向け説明会は別途開催
▽日時 ①３月 日㈪午後２時
分～３時 分 ② 日㈫午前
時～ 時
▽場所 ①区役所 階会議室
②生涯学習センター３階

10

11

10 30

住宅
まちづくり

10

審 議 会の 傍 聴 者 を 募 集 し
ます

FAX

▽問合せ 介護保険課
☎（５２４６）１２５７
高齢福祉課

18

☎（５２４６）１２２１

リハビリボランティアとし
て活動しませんか

E FAX

☎（５２４６）１２３２

28

月末に送付します。今年度から現
況届の提出が不要となりました。
▽問合せ 子育て・若者支援課

幼児用ヘルメットの申込
みはお済みですか

30

▽対象 区内在住で、
平成 年４月２日～
年４月１日生まれ
の子供

▽申込締切日 ３月
日㈮
※希望する方は、至急

福祉

▽募集施設 グループホームまつ

経済的な事由により児童を高等学校等
（高等学校・専修学校・中等教育学校の
後期課程・特別支援学校の高等部・高等
専門学校・各種学校の一部など）
に進学
させることが困難な方に対して、
入学に
かかる費用の一部を助成します。
※支給
対象者には、
4月下旬に申請書を送付。
公
務員等、
区が児童手当または児童扶養手
当を支給していない方には送付しませ
ん。 支給対象者 4月1日時点において以
下の要件全てを満たしている方 ①29
年度に中学校を卒業し、
30年度中に高
等学校等に進学する児童の保護者 ②
対象児童および保護者が区内に住所を
有する ③保護者全員の29年度の住民
税が非課税※児童扶養手当を受給して
いる場合は課税であっても対象 ④生
活保護を受給していない 申請期限 6月
29日㈮ 支給額（児童１人あたり）①保護
者全員の29年度の住民税が非課税の場
合は8万円 ②児童扶養手当受給者で、
29年度の住民税が課税の場合は4万円
提出書類 ①奨学金支給申請書兼請求書
②在学証明書か生徒手帳の写し ③平
成29年度住民税課税証明書（受給者お
よび配偶者のもの）※平成29年1月1日
現在、
区外に住民登録があった方のみ
問合せ 子育て・若者支援課給付担当（区
役所6階⑦番）
☎（5246）1232

上野5－21

お申込みください。
脳卒中等中途障害者の機能訓練 ●台東区都市計画審議会
▽申込み・問合せ 生活安全推進
や社会参加行事の手伝いをする ▽日時 ３月 日㈪
課☎（５２４６）１０４４
「ひろがりの会」
会員を募集します。 午後３時 分
主な活動は行事や外出時の見守り、 ▽場所 区役所 階会議室
人（先着順）
▽定員
歩行・車いすの介助等です。
（高齢・障害）
▽対象 ボランティア活動に関心 ▽申込締切日時 ３月 日㈪正午
●台東区景観審議会
のある 歳以上の方
障害者福祉施策推進協議
▽申込方法 住所・氏名・年齢を ▽日時 ３月 日㈬
会の委員を募集します
午前 時
電話かファックスまたはメール
▽場所 区役所４階庁議室
で左記問合せ先へ
障害者の福祉施策を計画的に推
人（先着順）
進する協議会を設置しています。 ▽問合せ 障害者自立支援センタ ▽定員
▽申込締切日時 ３月 日㈬
ー（松が谷福祉会館内）
皆さんの意見を広く伺うため、委
午前 時
☎（３８４２）２６７２
員を募集します。
（３８４２）２６７４
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽対象 区内在住３年以上の 歳
メール
▽申込方法 住所・氏名・電話番
以上で、障害者福祉に関心のあ
matugayaziritusie
号を電話かファックスで左記問
る方
n@city.taito.tokyo.jp
合せ先へ
▽募集人数 ２人
知 的 障 害 者 グループホー
▽問合せ 都市計画課
▽任期 ２年
ム入所者（女性）募集
☎（５２４６）１３６３
▽会議回数 年３回程度
（５２４６）１３５９

▽応募方法 履歴書、作文（テー
マ「これからの障害者福祉につ
いて」
、 字程度）を左記問合

せ先へ持参
▽応募締切日 ４月３日㈫
▽選考方法 作文、面接

▽問合せ 障害福祉課施策推進担
当（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０６

第７期 台 東区 高齢 者 保 健
福 祉 計画・介 護 保 険 事 業
計画説明会

計画の内容や、４月からの介護

800

蔵前1－3－33
浅草橋4－14－4
ライオンズ
リブラン今井
フォーシア
1階
蔵前1階

新しい保育施設が開設し
ます

LIFE SCHOOL
かるがもハウス
家庭的保育室
レイモンド
ソラスト
ふくろう保育園
根岸
御徒町保育室 浅草橋
ふわふわ
施設名
鳥越保育園
竜泉保育園
（小規模保育事
こどものいえ
（緊急保育室） （小規模保育事
（家庭的保育事
（認可保育所） （認可保育所）
業所）
（認可保育所）
業所）
業所）

高等学校等の進学者に対し
て入学にかかる費用の一部
を助成します

ひとり親家庭の就業や
学び直しを支援します

▽開設日 ４月１日㈰（予定）

※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ

▽問合せ 児童保育課
☎（５２４６）１３０９

31

小 学 校 に 入 学 する子 ども
の医 療 証 が 切 り 替 わりま
す

小学校入学時の４月に、乳幼児
医療証 （有効期間３月 日㈯ま
で）から子ども医療証（ 医療証）
に切り替わります。 医療証は３

（3） 平成30（2018）年 3月5日

●福祉タクシー券を利用している方へ
福祉タクシー券の受給者に30年度分のタ
クシー券を交付します。事前に登録され
ている受取方法（郵送または窓口受取）
でお渡ししますので、ご不明な方はお問
合せください。 発送日 3月16日㈮
窓口配布開始日 3月22日㈭※30年 度 分 の
タクシー券は、
4月1日㈰から使用できます。
対象 身体障害者手帳の上肢1級、下肢・
体幹・内部機能の1～3級、視覚1・2級、
愛の手帳1・2度のいずれかに該当し、
28年中の所得額が下表の限度額以内の
方※燃料費助成と同時受給は不可
必要な物（窓口受取の場合）身体障害者手帳
または愛の手帳、印鑑※本人や家族以外
が受け取りにくる場合は、事前にお問合
せください。
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
所得限度額（平成28年分所得）
扶養人数
所得限度額
0人
360万4千円
1人
398万4千円
2人目以降
1人につき38万円加算

※世帯状況等に応じて各種控除が受けられる場合あり

問合せ

障害福祉課給付担当（区役所
２階⑩番）☎（5246）1201

【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

150万円（交通傷害）

B

1,700円

350万円（交通傷害）

C

2,900円

600万円（交通傷害）

AJ

1,400円

150万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

12

BJ

2,100円

350万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

CJ

3,300円

600万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

21

22

40

－健康づくりに、肥満や生活習慣病などの予防・改善に－

健康増進センターをご利用ください

健康でいきいきとした生活を送るためには、栄養・運動・休養のバランスをとる
ことが大切です。区内2か所にある健康増進センターでは、利用者一人ひとりのラ
イフスタイルや体力に合わせて運動メニューを提案し、健康づくりのお手伝いをし
ます。

上 野 健康増進センター

千 束 健康増進センター

台東区東上野4－22－8
☎（3847）9475

台東区千束3－28－13 千束保健福祉センター1階
☎（5603）0085

健康センター7・8階

利用時間 火～金曜日は正午～午後9時、土・日曜日・祝日は
午前10時～午後5時30分（月曜日・年末年始は休館）
施設概要 トレーニング室、アクアエクササイズ室、多目的運
動フロア

トレーニング室利用時間 火～金曜日は午後1時～8時30分、土・
日曜日・祝日は午前10時～午後5時30分（月曜日・年末年
始は休館） 集会室・和室利用時間 午前9時～午後9時（月曜日・
年末年始は休館）

方（事前登録が必要） 利用料金 1回
300円（健康度測定は1回3,000円）
利用方法 登録制（下図「利用の流れ」
参照）※登録者以外の方が利用でき
る運動教室もあります。募集は広報
「たいとう」で毎月行います（往復
はがきで要申込み）
。

利用の流れ
健康づくり調査票（身体状況など）
の記入
判定
調査票の内容をもとに健康度測定
が必要かどうか判定
不要な方

必要な方
※費用 3,000 円
が必要

利用事前講習会
施設・設備の利
用方法、トレー
ニング方法の説
明

健康度測定
・尿検査、肺機能
検査等
・安静時心電図、
負荷心電図
・保健相談、栄養
相談

個々に合わせた
運動プログラム
を作成・指導

運動不可

運動可

教室名
内容
教室名
内容
たのしいヨガ 初めての人でも簡単に取り組める内容です。肩や腰の筋
初めてのエア 初めての方や慣れていない方を対象とした教室です。基本
ゆったりヨガ 肉を伸ばし、身も心もリラックスさせましょう。
ロビクス
動作をゆっくり行いながら、気持ち良く体を動かします。
筋力トレーニングと音楽に合わせた楽しいステップを交
ラテン・ジャズ・ポップスなどエキサイティングな音楽に合わ
パワーアップ 互に行い、脂肪燃焼効果を高めます。パンチやキックな
せて全身を動かします。特に脂肪燃焼に効果があります。楽
エアロビクス
スリム
どで体幹をひねり、運動強度を高め、筋力向上や引き
しく動いてストレスも発散させましょう。強度により 3 種類
締まった体づくりを目指します。
の教室があります。
音楽に合わせて全身を動かします。上半身・下半身をリ
音楽に合わせて全身を動かす水中運動です。水の特性であ
エアロビクス ズミカルに動かすことで、心肺機能の向上や頭の体操に
る浮力・水圧・抵抗・水温を利用して、膝や腰への負担を少
アクアビクス
もなります。
なく筋肉に心地良い刺激を与えます。初めての方や慣れて
やさしいエア エアロビクスの基本動作を行います。運動を始めたい方、
いない方でも楽しめます。
ロビクス
体力に自信の無い方でも楽しめます。
生活習慣病の予防を目的とした教室です。有酸素運動・筋
さわやかリズ 音楽に合わせ、リズム体操や筋力トレーニングなどを行
リズム体操
力トレーニング・柔軟運動を分かりやすく説明しながら楽し
ム体操
い、楽しみながら体力の維持、増進ができます。
く体を動かします。
ゆっくりした動きの柔軟運動や呼吸法、体の軸になる筋
気分はアロハ！初めてでも十分楽しめます。美しいハワイア
ボディーバラ
フラダンス
肉を優先的に動かすことで、姿勢の改善や腰痛、肩こり
ンに合わせてゆったりと体を動かして、
心も体も癒しましょう。 ンス
などの予防に役立ちます。
簡単なエアロビクスで脂肪を燃焼させ、ダンベルやチューブ
音楽に合わせた体操、ボールやフラフープ、ダンベルな
シェイプ・THE
などを使った筋力トレーニングでメリハリのある体を目指しま
熟年体操
どを用いたゲーム、筋力トレーニング、柔軟運動など盛
・ボディ
す。体力向上にもお勧めです。
りだくさんです。
やさしい太極 中国古来の武術をもとに、ゆっくりとした動きで呼吸を整え
椅子に座ったり、立ったり、マットに横になったりしな
生き生きリフ
拳
健康増進につなげます。
がらゲームや簡単な体操を行います。ほとんど運動をし
レッシュ体操
リラックスヨガ リラクゼーションを目的とした、初歩的なヨガを行います。
たことのない方でも、楽しめる内容です。
高齢者のため
簡単な運動用具を利用して、下肢筋力 ･ バランス感覚 ･ 柔軟性を向上させるための運動を行います。手・指等の簡単な体操や柔軟運
の足腰元気体
動等も組み込んだ楽しい運動です。転倒予防・筋力向上と仲間づくりに役立ちます。
操

利用案内

対象 区内在住か在勤の18歳以上の

かかりつけ
医に相談

トレーニング開始（1年更新）

【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

対象者と届出人の個人番号（マ

12

30

イナンバー）が確認できる物（通
知カード等）
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課資格係（区役所２階⑫番）
☎（５２４６）１２５２

13

11

健康

65

28

笑って元気教室
「漫才と体操」

10

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（全 回） ①火曜日コー
スは４月 日～６月 日 ②金
曜日コースは４月 日～６月
日（５月４日を除く）
▽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
10 10

※詳しくは、左記の引受保険会社
か問合せ先へ
▽引受保険会社 損害保険ジャパ

34 12

認できる書類（通知カード等）
※代理人（住民票上、別世帯の方）
が届出をする場合は、委任状が
必要です。
▽届出場所 区役所２階⑫番国民
健康保険課、区民事務所・同分

11

30

ン日本興亜㈱東京公務開発部営
業開発課
☎（３３４９）９６６６

33

14

室（地区センターでは受付不可）

32

●届出は 日以内に 届出が遅れ
ると、資格が発生したとき（加

31

入の届出日ではない）まで最長
２年間さかのぼって保険料がか
かります。なお、さかのぼって

65

加入した期間の医療費は全額自
▽日時 ４月 日㈬
己負担になります。
午後２時～３時 分
※加入手続きは職場の健康保険を
脱退してから（資格喪失日以降） ▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
行ってください。脱退前は、国
人（先着順）
民健康保険証を発行できません。 ▽定員
▽出演 ２世代ターボ、レトロ＆
▽問合せ 国民健康保険課資格係
モダン
☎（５２４６）１２５２
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

23

30

会 社 都 合 等 によ り 離 職 さ
れ た 方 は国 民 健 康 保 険 料
が 軽 減 さ れ るこ と が あ り
ます

22

☎（５８２８）６４４６

ジェネリック 医 薬 品 差 額
通知を送付します

希望する場合は、医師や薬剤師

☎（５２４６）１２５１

12

にご相談ください。
▽問合せ 国民健康保険課庶務係

100

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）

▽申込方法 はがきに希望コース
（①か②）
・住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて左記問合せ先
へ
（必着）
▽申込締切日 ３月 日㈫
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５
20

10

リストラなどで職を失い、離職
時点で 歳未満の方は、届出によ
り国民健康保険料が軽減されるこ
とがあります。
▽対象 雇用保険受給資格者証の
離職理由コード 、 、 、
、 、 、 、 、 に該当
する方
※特例受給資格者「特」
・高年齢
受給資格者「高」は除く
▽軽減の内容 前年の給与所得を
分の として保険料を計算
※就職後すぐに離職し、雇用保険

の受給資格が発生しない方につ
いて、前回の離職が軽減対象の
離職理由コードに該当し、前回
の雇用保険の残日数分を受給す
る方についても、軽減の対象と
なる場合があります。詳しくは、
左記へお問合せください。
▽必要な物 雇用保険受給資格者
証（原本）
、本人（届出人）確
認できる物（運転免許証等）
、
110

27

(SJNK17-15584 平成29年12月12日）

国 民 健 康 保 険の 加 入 手 続
きをお忘れなく

退職等で職場の健康保険を脱退
する方は、国民健康保険の加入手
続きが必要です。
▽必要な物 健康保険資格喪失証
明書、本人（届出人）確認でき
る物（運転免許証・パスポート・
在留カード等）
、加入する方全

員と届出人のマイナンバーが確

－

300

30

保険・年金

1,000円

第 1200 号 （4）

年 度区民 交 通 傷 害 保 険
加入者募集

A

31

23 30

最高保険金額

（土・日曜日・祝日を除く午前
加入者が交通事故に遭った場合、 ９時～午後５時）
入院や通院治療日数・期間に応じ ▽問合せ 台東区区民課区民係

コース 年間保険料

た保険金を支払います。
また、国内で自転車または身体
障害者用車いすの所有・使用・管

31

理に起因して、他人にけがを負わ
ジェネリック医薬品は、先発医
せたり、他人の財物を壊したこと
等によって発生した法律上の損害 薬品の特許が切れた後に製造・販
賠償等を補償する「自転車賠償責 売され、先発医薬品と有効成分が
任プラン」セットコースもありま 同じで、同等の効果が得られると
国が認めた医薬品です。先発医薬
す。
※自転車事故に備えた保険に加入 品より安価のため、薬代の自己負
する努力義務等が定められた区 担が軽減でき、増え続ける医療費
条例を 年 月に施行しました。 を節減できます。現在処方されて
自転車を利用する方は、自転車 いる先発医薬品をジェネリック医
賠償責任プランセットコースへ 薬品に切り替えた場合、薬代がど
のご加入をおすすめします。
れくらい軽減できるのかをお知ら
年４月１日現在、区内 せする「ジェネリック医薬品差額
▽対象
に住民登録のある方（年齢不問） 通知」を３月上旬に送付します。
▽コース等
▽対象 次の全てに該当する方
①国民健康保険加入者 ②生活
習慣病等の医薬品を処方されて
いる ③ジェネリック医薬品に
切り替えることで一定額以上の
軽減が見込まれる
※ジェネリック医薬品への変更を

▽保険期間 ４月１日午前０時～
年３月 日午後 時
▽申込方法 申込書に保険料を添
えて左記申込場所へ
▽申込書配布・申込場所・申込締
切日
・区役所３階③番区民課、区民事
務所・同分室は３月 日㈮
・区内金融機関は３月 日㈮

平成30（2018）年 3月5日

広報

調剤薬局 車坂薬局 東上野3−11−3 ☎（5812）2067

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。65

10
30

80
85
90

60

−
19

▽対象 ４月１日以降に定期予
防接種する予定の方

▽助成額 予防接種にかかる費
用︵上限あり︶
※事前申請が必要です︒詳しく
は左記へお問合せください︒

おたふくかぜ予防接種

︵費用の一部・ 月１日から︶

▽対象 区内在住の１歳以上の
未就学児
▽助成額 １回３千 円
▽実施場所 区内協力医療機関
※すでにおたふくかぜ予防接種
を受けた方・り患したことが
ある方は対象外
※対象の方には９月末頃に案内
を郵送します︒

日

台東保健所保健予防課
☎︵３８４７︶９４７１

月

10

30

▽対象 区内在住の方

日

−
20
−

95

・肺︶
︑喀たん検査︵一定条件
予防接種費用を助成します
者・肺︶
︑便潜血検査︵検便・
大腸︶
※大腸がん︵便潜血検査︶検診は︑ 里帰り等で 区外で受ける
定期予防接種︵４月１日から︶
医療機関の空き状況により︑受

月

17日午後1時〜1時45分
☎ (3847) 9447
10 ･ 24日（個別）午前9時〜
10時30分、26日（集団）午 18日（個別）
発達相談（予約制）
午前9時30分〜10時30分
前9時30分〜11時
☎（3847）9497
産婦歯科健康診査
4日午前9時〜10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
3･ 25日午後1時30分〜2時 5 ･ 19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
4日午後1時30分〜3時
こころの健康相談
11日午前10時30分〜正午 9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
18日午前9時30〜11時
(予約制・前日までに)
☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
16日午後2時30分〜4時30分 11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・採血）
☎ (3843) 5751
6 ･ 16日午前10時〜午後3
栄養相談（予約制） 時30分、26日午前10時〜正
午☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区の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

−

75

▽定員 ６人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
☎︵３８４７︶９４９２

日

−
26
−
15

70

65

診できない場合があります︒
▽場所・申込み・問合せ
・永寿総合健診・予防医療センタ

月

11 −

30

浅草保健相談センター☎（3844）8171
20 ･ 25日
午後1時〜１時45分
18日
午後1時〜１時45分
13日午後1時〜2時
☎ (3847) 9449
11日
午後1時〜1時45分

10

−
19

30

問合せ

10

医療マップ 台
｢ 東区の身
近なお医者さん﹂改訂版
を発行しました

日

10･26日午後１時〜１時45分
☎（3847) 9447
12日午後１時〜１時45分
☎ (3847) 9447

30 30

▽自己負担 ４千円︵生活保護受
給・非課税世帯は無料︶
▽問合せ 台東保健所保健予防課

月

台東保健所

11

ー︵東上野３ ３ ３ プラチ
区内の医療機関・保険薬局の案
ナビル２階︑土・日曜日・祝日
内・かかりつけ医・歯科医・薬剤
を除く午前 時〜午後４時
分︶
師︵薬局︶に関する情報等が掲載
☎︵３８３３︶８４０７
されています︒
▽配布場所 区役所︑区民事務所 ・鶯谷健診センター︵根岸２
︑土・日曜日・祝日を除く
・同分室︑地区センター︑台東
保健所︑浅草保健相談センター︑ 午前９時〜午後５時︶
☎︵３８７３︶９１９０
地域包括支援センター︑生涯学
５︑
・区立台東病院︵千束３
習センターほか
土・日曜日・祝日を除く午後１
▽問合せ 健康課
時 分〜４時 分︶
☎︵５２４６︶１２１５
☎︵５８２４︶３５４０
１ 年 に １ 度︑ 胃・ 肺・ 大
︑日
・浅草病院︵今戸２
腸がん検診を受けましょ
曜日・祝日を除く午前９時〜午
う︵予約制︶
後５時︑土曜日は正午まで︶
☎︵３８７６︶１７１１
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎︵３８４７︶９４８１

日

▽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

月

40

23

4月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

4月の保健所・保健相談センターの事業案内
事業名
3・4か月児健康診査
（平成29年12月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年9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3月生）

14

☎︵３８４７︶９４７１

日

50

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/
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）

実施会場

知って得する！
在宅ケア教室

月

医療
情報

27

▽日時 ３月 日㈬
午後３時〜４時
▽講師 齋藤雄︵理学療法士︶
▽テーマ 自宅でできる予防リハ
ビリ︵腰痛予防︶
▽問合せ 台東病院
☎︵３８７６︶１００１㈹

日

30

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

月

▽日時 ４月 日㈮
午後１時 分〜４時
▽場所 台東保健所６階研修室

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
当番医・薬局
所在地
電話番号
浅草橋1−25−5
内科 小川こどもクリニック
（3861）2429
小川ハイム201
3
内科 吉田産婦人科医院
池之端2−5−44 （3821）3915
4
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28
薬局 マザーズファーマシー
浅草橋1−25−5 （5809）3698
雷門2−11−8
内科 あさくさ雷門前クリニック
（5827）2700
冨山ビル1階
根岸3−12−14 （5603）7161
3 内科 かとう医院
雷門1−8−1
11 歯科 ヒグチデンタルクリニック
（5827）0118
1階
薬局 朝日調剤薬局
雷門2−3−3
（5806）4707
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3−9−18
（3872）5349
浅草橋1−10−6
内科 吉岡整形外科クリニック
（5822）5563
富田ビル1階
3
上野桜木1−10−11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
18
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28
薬局 コーセイ浅草橋薬局
浅草橋1−25−10 （3865）5322
薬局 オーラム薬局
上野桜木1−10−11（5842）1454
内科 浅草ハートクリニック
花川戸1−13−15 （6231）7581
内科 武内クリニック
根岸5−16−8
（3873）1202
3
歯科 タチバナ歯科医院
浅草3−30−5
（3875）0648
21
花川戸1−13−16
薬局 浅草わかば薬局
（6231）7066
濱松ビル1階
薬局 平和堂薬局
根岸5−22−11 （3874）4750
寿3−16−14
内科 島田クリニック
（3843）5356
原ビル2階
3
上野2−11−10
内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
25
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28
薬局 コトブキ永生堂薬局
寿3−15−17
（3844）5527
内科 塩川内科医院
千束1−4−11
（3872）0153
4 内科 谷中クリニック
谷中3−13−10 （3823）1261
浅草4−44−9
1 歯科 田歯科医院
（3874）4565
2階
薬局 みなと薬局
谷中3−13−8
（3824）9325
今戸1−3−13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
上野桜木1−10−11
4
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
8
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1−3−13
薬局 オーラム薬局
上野桜木1−10−11（5842）1454

月日

23

・ ・ ・ ・ ・ ・ 歳
あなたの体の健康 度 ︑
になる ②接種日現在満 歳以
チェックしてみませんか
上 歳未満で心臓・腎臓・呼吸
︵予約制︶
器障害またはヒト免疫不全ウイ
▽日時 ４月 日㈫・５月８日㈫
ルスによる免疫機能障害で︑身
午前９時 分︑ 時︑ 時 分︑ 体障害者手帳１級を持っている
時︵各 分程度︶
※接種したことがある方を除く
▽場所 台東保健所３階大会議室

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

第 1200 号

▽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︶

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。

23

10

▽内容 血圧︑握力︑骨密度︵素
足で測定︶
︑血管年齢︑物忘れ
度の測定およびその結果説明と

永寿総合病院内 東上野２−23−16 ☎（3833）8381

助言
▽申込開始日時 ３月 日㈮
午前 時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課☎︵５２４６︶１２５１

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所

31

高齢者用肺炎球菌予防接
種はお済みですか

3・4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）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・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/

今年度の定期予防接種の対象者
は︑３月 日を過ぎると︑公費負
担での接種はできなくなります︒
区協力医療機関
▽実施場所
▽対象 区内在住で次のいずれか
に該当する方 ①今年度に ・
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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4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4回）
午後3時〜4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4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4回）
午後2時〜3時
毎週火曜日（全4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 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①4月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、3月20日㈫（必着）までに各センターへ（1人1
15人 教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【犬のトイレマナーについて】犬のトイレマナーを守りましょう。ふんは飼い主が必ず持ち帰り自宅で処分し、尿は水で流すなどの配慮をしましょう。〈台東保
健所生活衛生課☎3847−9437〉

広報
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催 し も の など
｢新成人を祝う会」実行委員募集

第 1200 号
●企画展「みんなが見たい優品展 パート

入館料 一般300円、小中高生100円

14 中村不折コレクションから 1か月

場所・問合せ 一葉記念館

限り！書道博物館の名品ずらり」 14回目

うんどう教室指導ボランティア
（地域指導員）養成講座

☎（3873）0004

を迎える恒例のリクエスト展。休館前のス

山谷堀公園に設置予定の健康遊具で行う、

朝倉彫塑館から

ペシャル企画として、書道博物館の名品等

高齢者を対象とした運動教室の指導者にな

を1か月限りで特別公開します。 日時 3

31年1月14日㈷に開催する「新成人を祝う

るための講座です。※山谷堀公園は改修工

月16日㈮～4月15日㈰午前9時30分～午

●特集展示「時代を創った人物5 島津の

事中のため、遊具の供用開始は4月初旬以

後4時30分（入館は4時まで）

気風」 期間 3月9日㈮～6月6日㈬※常設

降の予定です。

●ワークショップ「ステキな字に挑戦！」

展示内に「西郷どんのお殿様」島津氏の肖

午後2時～4時（事前説明会）
、4月18日㈬

色紙に書を書きます。 日時 4月1日㈰午

像彫刻を特集展示します。

開館時間 午

午前10時～午後4時（養成講座） 場所 台

前9時30分～午後4時 費用 100円（別途

前9時30分～午後4時30分（入館は4時ま

東リバーサイドスポーツセンター第1・2会

入館料が必要）

で） 入館料 一般500円、小中高生250円

議室 対象 区内在住でボランティアに関心

●ギャラリートーク 展示作品の解説をし

※入館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・

のある方 定員 20人（先着順）

日時（内容） 4月11日㈬

会」の企画・司会進行・運営等を行う実行

ます。 日時 ①3月25日㈰午前10時 ②

木曜日（祝日の場合は翌日）※3月26日㈪

申込締切日 3月30日㈮

委員を募集します。成人の日の思い出に応

4月1日㈰午前10時、午後1時30分

と4月2日㈪は臨時開館

申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

募してみませんか。 対象 区内在住の平成

定員 各20人（先着順） 申込方法 往復はが

10年4月2日～11年4月1日生まれの方

き（1人1枚）に希望日時・住所・氏名・

企画内容 記念品の選定、アトラクションの

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

企画、式典運営等

会議日程 月1～2回程

度（4月下旬開始予定） 申込方法 住所・
ふりがな

倉彫塑館☎（3821）4549

ふりがな

申込締切日 ①3月19日㈪

②3月26日㈪

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

高齢施設で従事する方を募集します。

します。

日時 4月14日㈯午前10時～正午

臨時開館日 3月26日㈪・4月2

入館料 一般500円、小中高生250円

日㈪

せ先へ

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）※3月

☎（3823）7451

問合せ 子

育て・若者支援課青少年担当
☎（5246）1341

台東区芸術文化支援制度対象企
画「居間さいきょうし
theater×地理人企画
台東区・西 京市同時開催芸術祭
『Fiction』
」キックオフイベント

場所・問合せ 〒110－0003

場所 特

別養護老人ホーム三ノ輪 対象 4月1日採

場所・問合せ 下町風俗資料館

用の新卒者、中途採用者

26日㈪、4月2日㈪は臨時開館

FAX （5246）1289

求職者向け施設めぐりん

花見の季節に合わせ、下記の期間臨時開館

ルアドレスを電話かファックスで下記問合
申込締切日 4月6日㈮

☎（5246）1295

下町風俗資料館が臨時開館しま
す

（必着）

氏名・生年月日・性別・電話番号・メー

場所・問合せ 朝

申込方法 住所・

氏名・電話番号を電話かメールで下記問合

産業研修センターの催し

台東区根岸

せ先へ

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

申込締切日 4月12日㈭

問合せ 台東区社会福祉事業団

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「ピアノ」

●工作機械等個別技術講習 靴、バッグ、

☎（5603）2228

ベルトなどを製作するための工作機械等の

u@bz03.plala.or.jp

Eメール taitojd-som

技術講習です。 日時 毎週日曜日午後1時

日時 4月19日㈭午後1時30分開場、2時開

30分～4時30分、第2・4水曜日午後6時

老人福祉センターの催し

台東区と架空の都市「西京市」を舞台に作

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

～9時 対象 区内在住か在勤の方 定員 各

られた空想の芸術祭『Fiction』
。西京市の

ル

10人程度（先着順） 講師 稲川實氏（皮革

●介護予防教室 日程 4～6月（各全10回）

地図を地理人が、芸術祭の音声作品を居間

生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

産業資料館副館長） 費用 1回600円

時間 ①②③午前10時～11時30分

前10時～11時

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

theaterが制作しました。そのお披露目会を

時30分から販売、未就学児の入場不可

申込方法 電話で下記問合せ先へ※随時登

行います。※詳しくは、
「居間 theater」ホー

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

録受付

ムページをご覧ください。 日時 3月20日㈫

往復はがきに「ピアノ」
・希望人数（2人

●中国語教室（初級） 日時 4月25日～7

午後5時～10時

まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方

月6日の水・金曜日（全20回）午後6時30

は勤務先名を書いて下記問合せ先へ

分～8時30分

場所 TAYORI（谷中3－

12－4） 参加アーティスト 今和泉隆行（地
理人）
、居間 theater

問合せ 居間 theater

宮武☎090（9991）7065
Eメール imatheater@chirijin.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

書道博物館から
●書道博物館は空調機器更新等工事のため

申込締切日 3月19日㈪（必着）

対象 区内在住か在勤・在
学の方 定員 20人（先着順）

問合せ 〒110－0004

費用 6,000円（20回分）※教材費別途

台東区下谷1－2

ふりがな

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

☎（5826）7125

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ

一葉記念館 春のコーナー展示
「樋口一葉の妹くに」展

先へ

申込締切日 4月4日㈬（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

教室名

曜日

④午

場所

①橋場老人
面白脳トレ（ゲーム、 水 福祉館
文学などを通じて脳
②老人福祉
トレ）
火
センター
セラバンドで筋力アッ
③三筋老人
プ（ 筋 力 や バ ラ ン ス 水
福祉館
感覚を整える体操）
お口元気度アップ（口
④入谷老人
の健康度のチェックと 水
福祉館
体操）

休館します ご迷惑をおかけしますが、ご

期間 4月8日㈰まで

理解・ご協力をお願いします。

午後4時30分（入館は4時まで）

1－36－2 産業研修センター

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日)

☎（3872）6780

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

期間 4月

16日㈪～9月25日㈫

台東区上野の森
ジュニア合唱団
●ミニコンサート 日時 3月25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 曲目 桜の下で、
さくら（星野富弘詩）
、アリラン、花はい
ろ、新しい童謡、花

入場整理券 生涯学

習センター1階受付（第1・3・5月曜日休
館）
、区役所6階⑨番庶務課で配布中
●団員募集面接（4月期） 日時 4月14日
㈯午後4時 場所 生涯学習センター3階
対象 区内在住か在学の小学2年～中学生
費用 月1,000円※楽譜代等自己負担あり
面接内容 学校で歌っている歌を1曲歌唱
練習日時 水・土曜日午後4時30分～7時

※入団後しばらくは入門期間として土曜日
午後3時30分～5時

練習場所 生涯学習セ

ンター
夏期合宿（8月） 申込方法 下記問合せ先

主な活動 演奏会（9・12・3月）
、

へ電話か、申込書（生涯学習センター1階、
区役所6階⑨番庶務課で配布）に記入し、
郵送かファックスまたは持参
申込締切日 4月13日㈮（必着）

開館時間 午前9時～

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

台東区ジュニアオーケストラ
●第35回ファミリーコンサート 日時 3月

入場整理券 生涯学習センター1階受付（第

25日㈰午後1時開場、1時30分開演

1・3・5月曜日休館）
、区役所6階⑨番庶

場所 浅草公会堂

務課、区民事務所・同分室、地区センター

曲目 青少年のための管弦

楽入門（ブリテン）
、第六の幸福をもたら で配布中

団員

初級教室

養成教室

毎週土曜日午後1時30分～3時30分
※夏・冬・春季休みも練習あり

浅草小学校音楽室（コミュニティ側の出入口から2階へ）

対象
区内在住か在学の小学4 区内在住か在学の小学3 区内在住か在学の小学3
（30年4月 年～中学生で、演奏技能 ～6年生で、多少楽器が ～6年生で、多少楽器が
1日現在） のある方
弾け、合奏経験のある方 弾ける方
パート

弦、木管、金管、打楽器

弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）
、コントラバス（初
級教室のみ）

募集人数

若干名

4月14日㈯午後2時集合 4月14日㈯午後1時20分集
4月 8日㈰午後１時 30分（養成教室終了後随時開 合、1時30分 開 始※保 護
オーディシ
集合、2時開始（課題の 始）※保護者同伴
者同伴
ョン
演奏・面接）
自由曲の演奏（学校で演奏している曲等）・面接
申込方法
申込締切日

●脳の健康教室 東北大学の川島隆太教授
の研究成果を活用した教室です。簡単な読
み・書き・計算などを行います。
日時 4～9月の水曜日（全20回）午前中の
40分程度 場所 老人福祉センター

日10分程度の自宅学習が可能な方

●団員・初級教室生・養成教室生募集

練習場所

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

対象 区内在住のおおむね65歳以上で、毎

す宿（アーノルド）ほか

毎週土曜日午後4時～6
時30分、第3日曜日午後
練習日時
1時 ～5時 ※ 夏・ 冬・ 春
季休みに強化練習あり

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

下記問合せ先へ電話するか、申込用紙（生涯学習センター5階生涯学習課、
区役所6階⑨番庶務課、区立小・中学校で配布）に記入し、郵送か持参
4月5日㈭（必着）

問合せ 〒111－8621 生涯学習センター生涯学習課☎（5246）5851

4月12日㈭（必着）
FAX （5246）5814

定員 30人（抽選） 費用 月額1,500円
申込締切日 4月7日㈯

●学習ボランティアサポーター募集 脳の
健康教室で、地域の元気な高齢者に対して
学習支援（助言や援助）を行うボランティ
アスタッフを募集します。
活動日時（全20回） ①4～9月

月の水曜日午前9時～正午

②10～3

活動場所 ①老

人福祉センター ②三筋老人福祉館
対象 区内在住のおおむね60歳までの方
定員 若干名

謝礼 1日1,000円

申込締切日 3月30日㈮（必着）

◆ 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持参するか
ファックスで下記問合せ先へ
問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541
FAX （3839）5159

【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。

広報

平成30（2018）年 3月5日
～花の心プロジェクト～
園芸講習会「ハンギングバスケッ
トを作ってみよう！」

第 1200 号 （6）
池波正太郎記念文庫 自筆原稿展

スポーツひろば

シルバー人材センターの催し

●田原小・太極拳教室 日時 4月25日～7

ます。 期間 3月16日㈮～5月16日㈬※4

●パソコン講座①「初めてのワード」 ②
「初めてのエクセル」 日程（全3回）①4月

壁などに掛けて、空中

月11日の水曜日（全12回）午後7時15分

月20日㈮から展示する原稿が変わりま

3日㈫・6日㈮・10日㈫ ②4月9日㈪・

を花で飾る立体的な寄

～8時30分（7時受付） 場所 田原小学校3

す。

12日㈭・16日㈪

せ植えです。

階体育室 講師 水野冨士氏（陳式太極拳）

日時 4

月28日㈯①午前10時

「鬼平犯科帳」
「剣客商売」などをご紹介し

場所・問合せ 池波正太郎記念文庫

（中央図書館内）☎（5246）5915

時間 午前10時～正午

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回
分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

費用 3,000円（12回分・保険料含む）

図書館のこども室から

②午後1時30分

申込方法 費用を添えて次の①か②へ

場所 区役所10階1001

月28日㈬午後7時15分～8時15分・田原

会議室 対象 区内在住

小学校3階体育室 ②3月29日㈭～4月20

●根岸図書館影絵劇「三匹のこぶた」

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 4

か在勤の方

定員 各20人（抽選） 講師 樺

日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課

日時 3月28日㈬午前10時45分～11時30

月5日㈭・25日㈬午前10時～11時、午前

澤智江氏（日本ハンギングバスケット協会

（生涯学習センター５階、土・日曜日・祝

分、午後3時30分～4時15分※各15分前

11時～正午 定員 各5人（抽選）

①3

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話
番号を書いて下記問合せ先へ

公認講師） 費用 3,000円（材料費）

日を除く）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

●大正小・リズム体操教室

・希望時間（①か②）
・住所・氏名・年齢・

日㈮・25日㈮、6月22日㈮・29日㈮（全

60人※3月14日㈬から根岸図書館でチケッ

電話番号を書いて下記問合せへ（電子申請

4回）午後7時15分～8時30分（7時受付）

ト配布（先着順・家族単位で配布）

可） 申込締切日 4月9日㈪（必着）

場所 大正小学校地下体育館 講師 田中美
緒氏 費用 1,000円（4回分・保険料含む）

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

●石浜図書館にんぎょうげき「どうぞのい

申込締切日 3月20日㈫（必着）※募集数

問合せ 〒110−8615

台東区役所環境課

普及啓発・みどり担当☎（5246）1323

フリーマーケット出店者募集
日時 4月7日㈯午前10時～午後3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
店

出店料 2,000円

出店数（予定）20

から入場開始 場所 根岸社会教育館
日時 5月18

に達しない場合、3月22日㈭以降に電話
で受付

小学校地下体育館 ②4月2日㈪～5月11

ホール 対象 幼児～小学校低学年

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課

定員 各100人※3月6日㈫から石浜図書館

センター☎（3864）3338

（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝

で整理券を配布（先着順・家族単位で配布)

日を除く）

場所 石浜橋場こども園

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日を除く午前10時～午後5時）

により変更・中止の場合あり 定員 各30

☎050（3616）3300

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室
内履き、飲み物、タオル

講 座・相 談 会 など

問合せ スポー

子供のための水泳ワンポイント
レッスン

相談受付団体・問合せ ITボランティア虹の

順） 講師 飯田亮瑠氏（ダイビーノン代表）

日時 3月16日㈮～22日㈭午前9時

時間 Aクラスは午前9時～10時、Bクラス

☎（5246）1116

～午後5時（最終日は1時まで） 場所 生涯

は午前10時～11時 対象 区内在住か在学

学習センター1階アトリウム

の3歳～小学3年生※未就学児は保護者同
伴 定員 各30人（先着順） 講師 野村不動

学クラブ〈たんQ〉
、なぜなぜクラブ

で参加可

●台東区少年少女発明クラブのクラブ員を
募集します 木工・電気工作を通してもの
づくりへの関心を高め、さまざまな作品を
完成させます。

活動期間 4月21日㈯の開

講式～31年3月

コース名 ①土曜日コース

②日曜日コース

活動日時 ①第1・3土曜

☎（3842）5353

順） 費用 1日100円

小学3年～中学生 定員 各48人（抽選）

所・氏名・年齢・性別・電話番号を電話か

費用 3,000円（教材費・保険料）※施設

ファックスで下記申込先へ

見学等は実費

月23日㈮

申込方法 往復はがきに
ふりがな

月からの学校名・学年・新規もしくは継続

スポーツ振興課☎（5246）5853

の別・保護者氏名（要押印）を書いて下記
問合せ先へ
申込締切日 3月30日㈮（消印有効）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

たなかスポーツまつり
「たなかクラブ」スポーツ体験会
日時 3月25日㈰午前10時～午後3時
場所 たなかスポーツプラザ

体育館は卓球・バドミントン・太極拳・ボッ
チャ・ビーチボール・フラダンス・ピラティ
ス 問合せ たなかクラブ（木曜日午後1時
30分～5時、金曜日午後5時～8時）
☎（3875）2860
スポーツ振興課☎（5246）5853

☎（3866）8094

日時

対象

定員

費用

区内在住か在学・在園・
ステンドグラス風☆リメイ 3月25日㈰
10組
4歳以上の親子（大人1
無料
クガラスポット
午後1時30分～3時
（先着順）
人につき子供2人まで）
区内在住か在学の小学
太陽の力で夜もキラキラ★ 3月29日㈭
20人
生（3年生以下は保護者
100円
ソーラーランタン作り
午後2時～3時30分
（先着順）
同伴）

場所 台東リバー

※上記の他に申込不要のプログラムもあります。
場所 環境ふれあい館ひまわり7階集会室

在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

の袋等※汚れても良い服装で参加

申込方法 催し名・氏名・年齢・電話番号を

持ち物 筆記用具、
飲み物、
タオル、
持ち帰り用

申込方法 催し名・希望日時・参加者全員の氏名・4

月からの学年（年齢）
・電話番号・同伴者の有無を電話かファックスまたは直接下記問

電話かファックスで下記問合せ先へ（電子

合せ先へ 問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室（月曜日を除く午前10時〜午後

申請可） 問合せ スポーツ振興課

6時）☎（3866）2011

FAX （5246）5814

種目 グラウン

ドはティーボール・ターゲットバードゴルフ、

問合せ 台東区

サイドスポーツセンター 対象 区内在住か

☎（5246）5853

対象 小学3年～高校生

区内在住か在勤・在学
のぞいてワクワク☆万華鏡 3月24日㈯
20人
の方（未就学児は保護
100円
作り
午後2時～3時30分
（先着順）
者同伴）

スポーツボランティア
育成講習会
日時 3月29日㈭午後7時

7人（先着順）

区内在住か在勤・在学・
太陽の光で色が変わる！？
3月21日㈷
在園の4歳以上の方（未 20人
UVビーズでストラップを
100円
午後2時～3時30分 就学児は保護者同伴、（先着順）
作ろう★
3歳以下は入室不可）

申込締切日 3

高校温水プール（今戸1－8－13）

3月29日㈭午前10時～正午

催し名

場所・申込み・問合せ 都立浅草

☎・ FAX （3874）3019

どこでもポケットづくり

各7人（先着順）

●春のさくらまつり（要申込）

申込方法 催し名・住

20日現在の年齢・生年月日・電話番号・4

3月28日㈬～31日㈯午後2時～4時

問合せ 環境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

対象 区内在住か

コース名・住所・氏名・性別・30年4月

定員

さき布織り体験

場所 環境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

日時 3月24日㈯・25日㈰（全2回）午前11

対象 区内在住か在学の、30年4月現在で

日時

※上記の他の講座もあります。
詳しくは区ホームページをご覧ください。

都立浅草高校温水プール
小・中学生2日間連続水泳教室

在学の小学4年～中学生 定員 30人（先着

☎（5246）5821

FAX （5246）1139

催し名

場所・問合せ 清島温水プール

時～正午 場所 生涯学習センターほか

Eメール itniji@yahoo.co.jp

申込み・問合せ 台東区生涯学習課

●春のエコまつり（要申込）

申込方法 当日現地で申込み

時40分～午後0時30分

会

環境ふれあい館ひまわりの催し

費用 プール利用料

日午後2時～4時 ②第1・3日曜日午前10

申込方法 氏名・電話番号・相談内容を電話

かメールで下記申込先へ
※予約優先。相談利用月の前月から受付

す。

産ライフ＆スポーツ

の方は持参

定員 50人（先着

ラブの1年間の活動成果や作品を展示しま

ラブ、どきどき歴史・文化探検隊、台東科

涯学習センター※ノートパソコンをお持ち

場所 区役所10階研修室

問合せ 人権・男女共同参画課

くわく国語クラブ、のびのび算数・数学ク

時間 午前10時、11時（各50分） 場所 生

日時 3月19日㈪午後6時30分～8時

日程 4月8日～6月10日の日曜日（全10回）

クラブ名 わ

台

日程 4月14日㈯・5月12日㈯・6月9日㈯

性別で見る多様性と人権
～性別とか恋愛ってこんなに広
いの!?～

ツ振興課☎（5246）5853

場所・問合せ 〒111－0056

初心者のためのパソコン相談会

問合せ 石浜図書館☎（3876）0854

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

●子供たちの活動成果を展示します 各ク

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

す」 日時 3月27日㈫午前10時～11時、

①3

方※子供を連れての参加不可、学校行事等

自主学習支援事業について

相談内容を書いて下記問合せ先へ

午後3時～4時

申込方法 費用を添えて次の①か②へ

申込み・問合せ タ

掃リサイクル課☎（5246）1291

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

定員 各

月30日㈮午後7時15分～8時15分・大正

イムマシーンカンパニー（土・日曜日・祝
問合せ 台東区清

対象 幼児～小学生の子供と保護者

FAX （3866）8099

子ども家庭支援センターの催し
催し名
にこにこジャンプリト
ミック
赤ちゃんとの絆作り講
座～ベビーマッサージ
を用いて～

日時

対象（保護者同伴） 定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
4月3日㈫
区内在住の1～3歳 15組 3月20日㈫ 日本堤子ども家庭支援センター「に
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535
4月5日㈭
区内在住の0～8か 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
午前10時30分～11時30分 月の子供
（先着順）3月20日㈫ くわくひろば」☎（3834）4577

大きくなったかな

4月2日㈪
区 内 在 住 の0～3
午前10時30分～11時30分 歳の子供

なし

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。

なし

寿子ども家庭支援センター「のび
のびひろば」☎（3841）4631

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

▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー

▽場所 旧坂本小学校（下谷１

●ブルーファイターズＳＣ（ＢＦ
キッズ、体験・見学可）
▽日程 日曜日（月２回程度）

はありません
台東区の方の確定申告書作成会
場は、３月 日㈭まで、東京上野
）に開
税務署（池之端１ ２
設しています。会場が混雑してい

る場合には、受付を早めに締め切
ることがありますので、なるべく
午後４時までにお越しください。

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

子歓迎、見学・体験可）
くための、はじめの一歩」
●所得税及び復興特別所得税・贈
▽日時 毎週火・金曜日
▽日時 ３月 日㈭
与税の申告と納税はお済みですか
午後７時～９時
年分の所得税及び復興特別所
午後２時～４時
得税、贈与税の申告と納税は３月
▽対象 区内在住か在勤・在学で、 ▽場所 駒形中学校体育館ほか
▽会費 月額３千円（保険料含む）
日㈭までです。
子育て中の女性
入会金５千円
人（先着順）
・浅草税務署内に申告書作成会場
▽定員
▽問合せ 藤田
▽講師 倉辻七美氏（マザーズハ
☎０９０（８６８６）６３３８
ローワーク日暮里就職支援ナビ
ゲーター）
▽場所・申込み・問合せ 小島社
会教育館
☎（３８６１）５０６３
●皮革手芸講習会（小銭・小物・

８）ほか
▽対象 幼稚園部、新年長・年中

（先着順）
▽会費 年額６千円
▽問合せ 小坂
☎０９０（２３３７）７６３６

●「子育て応援とうきょうパスポ
ート」のアプリ配信がスタートし
ました
都では、中学生以下の子供や妊
娠中の方がいる世帯に対して、企
業や店舗等が商品の割引や粉ミル
クのお湯など、さまざまなサービ
スを善意で提供する「子育て応援
とうきょうパスポート事業」を実
施しています。
アプリでは都内の２千店を超え
る協賛店のほか、
「赤ちゃん・ふ

22

期限間際になると会場は大変な混
雑が予想されますので、申告書は
早めに提出してください。また、
納税には便利な振替納税をご利用
ください。
・消費税の申告と納税もお早めに
年分の個人事業者の消費税及
び地方消費税の申告と納税は４月
２日㈪までです。
年分の課税売上高が１千万円
を超えている方は、 年分は課税
事業者となり、期限までに申告と
納税が必要です。
・申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」を利用する
と、税額などが自動計算された、
所得税及び復興特別所得税、贈与
税、個人事業者の消費税及び地方
消費税の申告書等の作成ができま
す。作成した申告書等は、印刷し

18

らっと事業」登録施設や小児救急

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）

▽講座名・日時
・書類作成セミナー ４月４日

㈬・ 日㈬午前 時
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
以下で全日程参加できる方）
４月 日㈪・ 日㈫・ 日㈬
（全３回）午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎（３８４７）８６０９

10

17

次のいずれかに該当する方①

歳以上 歳未満 ②大学を卒業
した 歳以上 歳未満（見込含
む） ③ 歳未満で修士課程を
修了（見込含む）
▽申込締切日 ５月１日㈫
▽１次試験日 ５月 日㈯、 日
㈰
※入隊は 年３月下旬～４月上旬
▽申込み・問合せ 自衛隊台東出
張所

☎（３８３１）３５５５

18

16

−

年４月１日現在、

22

13

29

▽応募資格

12

カード入れ、室内装飾品等）
▽日時 ４～９月の火・土曜日
（ど
ちらかの曜日）午後１時～４時
かばん
▽場所 東京鞄会館（蔵前４
３）
▽定員（先着順） 火曜日 人、
土曜日 人
▽費用 月額４千円（共用費）
※材料・工具代は実費
▽申込み・問合せ 全国皮革振興
会☎（３８６５）７４５７
●ＮＰＯ法人ＡＰＬ・パラカウン
セリング研究所「傾聴カウンセリ
ング研修説明会」
▽日時 ４月 日㈯
午後１時～３時
▽場所 生涯学習センター 会議
室
～ 歳の女性
▽対象
▽内容 子育て・引きこもり・介
護・発達障害児などを援助する
立場にある方を支えるカウンセ

会 員 募 集

☎（５３２０）４１１５

22

−

リング研修の説明会
医療機関、自転車の一時駐輪場な て郵送等で提出できるほか、ｅ Ｔ※研修には教材費が必要です。研 どの、外出に役立つさまざまな場 ａｘ（国税電子申告 ・ 納税システ
ム）で自宅等から送信することも
修修了後に、当団体認定の傾聴 所を検索できます。
カウンセラーの資格が取れます。 運営サイトに掲載されているア できます。詳しくは、国税庁ホー
「国税
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人Ａ
プリページへのリンクをクリック ムページをご覧ください（
。
ＰＬ・パラカウンセリング研究 していただくか、
「
Google
Play 庁」で検索）
ストア」
「
」から「子 ▽問合せ 東京上野税務署
所 柳澤
App
Store
育て応援とうきょうパスポートア
☎（３８２１）９００１㈹
☎（３８７６）１５３０
プリ」と検索し、ダウンロードし
浅草税務署
てください。
☎（３８６２）７１１１㈹
▽問合せ 東京都福祉保健局計画 ●自衛官募集（陸・海・空 一般
課子育て応援事業担当
幹部候補生）
●空手クラブ 「拳昌会空手道連
盟」
（４歳以上の初心者から、親

34

41

20

26

28

31

12
−

−

29

催しものなど

30

15

31

▽問合せ 野間
☎（５２４６）５３４５
●脳梗塞にならない生活習慣「コ

40

15

29

27

−
16

30

403

●千束社会教育館指定管理者主催
「千束フェスタ～見つけた！楽し ーヒーを飲む習慣の観点から」
い事 嬉しい事 やりたい事～」 ▽日時 ３月 日㈯午後１時 分
～２時 分（受付は１時から）
▽日時 ３月 日㈰
午前 時～午後３時
▽講師 中口博（脳神経外科部長）
▽内容 千束社会教育館で活動し ▽場所・問合せ 三井記念病院
ているサークルによる作品展
（千代田区神田和泉町１）
示・パフォーマンス等
☎（３８６２）９１１１㈹
▽場所・問合せ 千束社会教育館 ●交通安全パレード・キャンペー
☎（３８７４）５４５０
ン～アニマル浜口夫妻を一日蔵前
●遺言・相続 番（弁護士による 警察署長に迎えます～
無料電話相談会）
▽日時 ３月 日㈰
午前 時～正午頃
▽日時 ３月 日㈭
午前 時～午後３時
▽場所 江戸通り須賀橋交番～柳
▽問合せ 第一東京弁護士会遺言
橋２丁目交差点
センター
▽内容 警視庁カラーガード・地
☎（３５９５）１１５４
元小学生による演奏行進、トー
●自分のコト・大切な人のコトは
クショー、パトカー・白バイ乗
手に聴こう
車体験 ほか
※雨天時は、浅草中学校体育館で
「ＨＡＳＴＡ祭２０１８」
キャンペーンのみ実施
～親子で楽しめる癒しイベント～
▽問合せ 蔵前警察署交通総務係
▽日時 ３月 日㈯
正午～午後５時
☎（３８６４）０１１０㈹
▽場所 浅草公会堂３階
●シニアのための優しい旅行英会
第一集会室
話体験会
※セラピーアート等の、各メニュ ▽日時 ３月 日㈬・４月４日㈬
午後３時 分～４時 分
▽場所 生涯学習センター
歳以上の英会話初心者
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽申込み・問合せ 橋本
☎０７０（２１５５）５２３９
●小島社会教育館指定管理者主催
「おかあさんの学校 私らしく働
28

29

14

60

24

25

28

18

ーは有料
▽問合せ （一社）ＨＡＳＴＡ手
相学研究所
☎（５８１２）４９４７
●彩光会・土曜会「絵画展」
▽日時 ３月 日㈯～ 日㈬
午前 時～午後５時（最終日は
２時まで）
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