広報

平成30（2018）年 1月1日
住宅宿泊事業法の施行に伴う区
の考え方へのご意見を募集しま
す（パブリックコメント）
住宅宿泊事業法の施行に伴う適正な運営を
確保するための考え方を公表し、ご意見を
募集しています。 対象 区内在住か在勤・
在学の方、区内に事務所または事業所を有

第 1196 号 （4）

元旦号
げ

た

文化の香りを下駄履きで
（講座編）
内容
日程
江戸城跡を辿
1月30日㈫
る
赤穂浪士の討
ち入りの真相 2月7日㈬
について

場所・問合せ
三筋老人福祉館
☎（3866）2417
入谷老人福祉館
☎（3873）9036
橋場老人福祉館
☎（3876）2365

日時 2月4日㈰午後2時～3時

住か在学の小・中学生と家族

対象 区内在
定員 70人

（先着順） 講師 今井雄仁氏（㈱発明デザ

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 1月24

日㈬午前10時15分、11時

対象 区内在

住の平成28年7月24日～29年7月23日生
まれの子供と保護者

定員 各10組（先着

イン研究所設立者） 場所・問合せ 生涯学

順）※子供1人につき1回まで、いずれの回

習課☎（5246）5815

・会場とも同内容

申込開始日 1月10日㈬

する個人または法人その他団体、計画等に

隅田川

利害関係を有する個人または法人その他団

老人福祉センター
江戸城外堀を
2月27日㈫
☎（3833）6541
辿る

●美容カラーコーディネイト 日時 2月8

谷中分室☎（3824）4041

⑦番区政情報コーナー、台東保健所、浅草

時間 午後1時30分

日・15日・22日の木曜日（全3回）午前

●根岸図書館えいがとおはなし会「ファ

保健相談センター、区民事務所・同分室※

対象 区内在住の60歳以上の方

10時30分～正午 講師 水谷千恵氏（学習

ーブル昆虫記 モンシロチョウとカメムシ」

支援ボランティア） 申込締切日 1月27日

日時 1月24日㈬午前10時45分、午後3時

㈯（必着）

30分（各45分） 場所 根岸社会教育館ホー

●英会話（実用） 日時 2月10日・17日・

ル

齢者医療制度加入者、生活保護受給者が対

24日の土曜日（全3回）午後1時30分～3時

着順） 問合せ 根岸図書館

象の総合健康診査を行っています。

講師 ユエン亜紀子氏（学習支援ボランティ

☎（3876）2101

－0015 台東区東上野4－22－8 台東

受診期限 1月31日㈬※期限を過ぎると受

ア） 申込締切日 1月24日㈬（必着）

保健所生活衛生課庶務担当

診できません。

☎（3847）9401

サービス課☎（3847）9481

体

閲覧・意見提出用紙配布場所 区役所3階

区ホームページからも閲覧可

応募方法 意

見提出用紙に記入し、配布場所に提出する
（閉庁日を除く）か、下記問合せ先へ郵送
かファックスまたは持参
日㈭正午～25日㈭（必着） 問合せ 〒110

募集期間 1月11

下町風俗資料館特別展「下町の
思い出 今年迎える周年記念展」
期間 2月25日㈰まで

分～午後4時30分
中高生100円

開館時間 午前9時30
入館料 一般300円、小

休館日 月曜日（祝日の場合

は翌日）
、1月1日㈷

場所・問合せ 下町風

旧東京音楽学校奏楽堂木曜コン
サート「指揮（オーケストラ）
」
日時 2月15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
出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

生ほか

総合健康診査はお済みですか
40歳以上の台東区国民健康保険・後期高

求職者向け施設めぐりん

入場券 500円※当日会場で午後1

時30分から販売、未就学児の入場不可

☎（5246）5812

☎（3876）0854

人ホーム谷中 ②特別養護老人ホーム三ノ
輪

対象 4月1日採用の新卒者（高齢者部
申込方法 希望日（①か

②）
・氏名・電話番号を電話かメールで下
記問合せ先へ

申込締切日 各開催日の2日

前 問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228
Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp

浅草北部地域建替え相談会
（清川区民館）
場所 清川区民館

時間 午後4時～4時30分

草5丁目、千束3・4丁目、今戸2丁目、東

☎（5826）7125

2丁目、日本堤1・2丁目に木造建築物を所
有している方

相談時間 30分程度

申込み・問合せ 地区整備課

マンション管理セミナー
日時 2月3日㈯午後1時30分～3時

役所10階会議室
ション所有者

場所 区

対象 区内の分譲マン

テーマ 「マンション管理規

約の改正の仕方（民泊対応編）
」 講師 東京
都マンション管理士会城東支部台東部会※

出

今回、グループ相談会はありません。

問合せ 障害福

団体

対象 地域で活動する非営利

☎（5246）1468

FAX （5246）1359

マンション理事長等連絡会
区からの情報提供や、分譲マンション同士

望日・団体名・参加者全員の氏名・電話番

の意見交換や交流の場です。マンション管

号を電話かファックスまたはメールで下記

理士も立ち会います。 テーマ 「民泊への
対応」
「修繕工事」について 日時 2月3日

問合せ先へ
前

申込締切日 各開催日の1週間

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

FAX （3847）0190

会議室

場所 区役所10階

対象 区内の分譲マンションの理

事長・理事

申込方法 登録書（区ホーム

ページからダウンロード可）を下記問合せ

ほのぼの寄席

先へ郵送かファックスまたは持参（電子申

日時 １月30日㈫午後1時30分～3時

請可）
※要事前登録。既に登録済みの場合、

対象 区内在住の60歳以上の方

別途案内を郵送。

治、桂伸べえ、桂しん乃

出演 桂伸

場所・問合せ 橋

場老人福祉館☎（3876）2365

申込締切日 1月31日

㈬（必着） 問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
☎（5246）1468

FAX （5246）1359

月 日

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

㈯午後3時15分～5時

月 日

定員 各2組（先着順） 申込方法 希

月 日

（会計・税務）
、20日㈫（法律） 時間 午前

月 日

子申請可） 問合せ 住宅課

日程（内容）2月14日㈬（労務）
、15日㈭

10時～正午

申込方法 住所・氏名・電話番号・参加人数

を電話かファックスで下記問合せ先へ（電

NPOのための個別相談

・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.l .jp/m/
●台東区準夜間・休日こどもクリニック
場所
永寿総合病院内 東上野2－23－16 ☎（3833）8381
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。
診療日・受付時間 月～土曜日午後6時45分～9時45分、日曜日･ 祝日･ 年始（1月1〜3日）午前8時45分～午後9時45分
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。お薬は原則1日分の
あたって
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。
●休日診療当番
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
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 くろす内科クリニック
清川2－8－11
（3872）0298
1
内科 飯山医院
入谷1－7－7
（3872）7873
1 歯科 渡辺歯科医院
浅草4－27－3
（3872）4664
薬局 清川薬局
清川2－8－10
（6240）6801
内科 行徳内科医院
蔵前4－3－7
（3851）9000
1
内科 谷中クリニック
谷中3－13－10
（3823）1261
2 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 みなと薬局
谷中3－13－8
（3824）9325
内科 磯野外科内科
駒形1－5－17
（3843）5631
1 内科 桜木内科クリニック
上野桜木1－10－11 地下1階 （3827）8401
西浅草3－29－9
（3845）3545
3 歯科 えづれ歯科医院
薬局 コトブキ永生堂薬局
寿3－15－17
（3844）5527
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11
（5842）1454
内科 浅草二天門クリニック
浅草2－34－7 2階
（5830）0121
1
内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761
7 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
蔵前1－8－6
（3864）8998
1 内科 蔵前内科クリニック
内科
藤本クリニック
上野桜木1－10－22
1階
（5685）2151
8
歯科 土田歯科医院
千束2－32－7 1階
（3873）6198
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384
1
内科 上野なかのクリニック
北上野1－9－13 1階
（5828）3007
14 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680
内科 蔵前協立診療所
三筋2－13－3
（3865）0139
1 内科 竜泉協立診療所
竜泉3－1－2
（3873）4373
（5824）9494
21 歯科 西浅草デンタルクリニック 浅草3－12－5 1階
薬局 みすじ薬局
三筋2－18－12
（5825）0970
薬局 ドテのクスリヤ森田薬局
千束4－38－10
（3875）5381
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
1 内科 谷口内科
竜泉1－10－6
（3872）1369
歯科
台東区歯科医師会歯科診療所
根岸4－1－28
（3874）6433
28
薬局 モリタ薬局
日本堤1－5－8
（3871）4107
薬局 Smile調剤 入谷薬局
竜泉1－10－2
（6458）1616
内科 菊嶋クリニック
蔵前3－13－13 3階
（3851）3281
2
内科 同善会クリニック
三ノ輪2－12－12
（3801）6180
4 歯科 山口よしのぶ歯科医院
千束1－8－1 1階
（5808）9418
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
月 日

申込方法 応

募用紙（下記問合せ先で配布）に記入し提
申込締切日 2月2日㈮

1・2月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

月 日

通訳者として区内で活動できる18歳以上
の方

場所・問合せ 石浜図書館

月 日

☎（5246）1365

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

月 日

浅草1・2丁目、橋場1・2丁目、清川1・

生涯学習セ

申込開始日 1月19日㈮

月 日

問合せ 〒110－0004

対象 竜泉3丁目、浅

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

祉課 (区役所2階⑩番）☎（5246）1058

定員 10組（先着順）

受付しません。

の専門家が相談に応じます。 時間 午後4

社会福祉に関する問題、面接

れの子供と保護者

ふりがな

ンター生涯学習課学習館

時40分～8時30分

選考方法 手話表現、
読み取り（筆記）
、

の平成28年8月1日～29年7月31日生ま

定員 各15人（抽選） 申込方法 往復

場所・問合せ 〒111－8621

場所 ①特別養護老

申込締切日 1月22日㈪（必着）

度あるか各種手話講習会等を修了し、手話

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の

方

時間 午前10時～正午

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

祉に理解と熱意を持ち、手話経験が3年程

日時 2月1日
対象 区内在住

ます。 日程 ①1月20日㈯ ②2月17日㈯

・建替え相談会（予約優先） 建築や資金

対象 障害福

●あかちゃんえほんタイム
㈭午前11時～11時30分

会場とも同内容

・講演会

場所 松が谷福祉会館

定員 各60人（先

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

30分

対象 幼児～小学生

はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を書

往復はがきに「指揮」
・希望人数（2人ま

日時 2月25日㈰午前9時30分～午後5時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所・問合せ 中央図書館

いて下記問合せ先へ

日程 2月2日㈮

区登録手話通訳者認定試験

受付しません。

高齢施設、児童施設で従事する方を募集し

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

台東区下谷1－2－

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

たいとうやまびこ塾

問合せ 台東保健所保健

門）
、中途採用者

俗資料館☎（3823）7451

ル

2月21日㈬

台東区少年少女発明クラブ主催
発明教室

医療
情報

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/qq/qq13tomnlt.asp
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

費用の記載のないものは「無料」です。

