広報

子育て・教育
私 立 認 定こ ども園 を開 設
します

月に忍岡こども園（池之端２
１
）を開設します。
・短時間保育

と預かってくださる方
（提供会員）
を登録し、依頼に応じて提供会員
を紹介しています。活動終了後、
依頼会員から提供会員に謝礼と実
費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯

幼 児 食へのステッ プアッ
プ教室（予約制）
▽日時 ９月 日㈮
午前 時～正午
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 区内在住の平成 年３～
８月生まれの子供の保護者（原
則第１子、初めて参加する方優

育 児 相 談・ と こ と こ 育 児
相談

子育て心理相談（予約制）
「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「出産後、気分が落
ち込みがち」など、保護者の方の
相談に専門カウンセラーが応じま
す。
▽日程・場所
日㈬・浅草保健相談セン
日㈫・台東保健所
午前９時 分～ 時 分
分程度）
区内在住で、就学前の子

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保健
指導担当
☎（３８４７）９４９７

健康
街かど健康教室

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
ター（東上野３ ３ ３ プラ
チナビル２階、土・日曜日・祝
日を除く午前 時～午後４時
分）☎（３８３３）８４０７
・鶯谷健診センター（根岸２
、土・日曜日・祝日を除く
午前９時～午後５時）

☎（３８７３）９１９０
５
・区立台東病院（千束３
土・日曜日・祝日を除く午後１
時 分～４時 分）
☎（５８２４）３５４０
、日
・浅草病院（今戸２
曜日・祝日を除く午前９時～午
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
ス課母子成人保健担当
☎（３８４７）９４８１

パーキンソン病 患 者 さん
のための体操教室（予約制）

ふれあい介護予防教室
「健口習慣でお口元気に！
カラダ丈夫に！」

「歯磨きや入れ歯の手入れはし
ているから大丈夫」と思われがち

※教室の前半は、１時間程度の座
ってできる筋力アップ体操を行
います。
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５

９月は健康増進普及月間
キャンペーンです

生活習慣改善の重要性について
理解を深め、自分や家族の健康を
見つめ直しましょう。
▽期間 ９月１日㈮～ 日㈮
▽場所 台東保健所、生涯学習セ
ンター１階 ほか
▽内容 パネル展示、リーフレッ
ト等の配布
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７

【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。

扇風機をつける。

・のどが渇いていなくても、水分
と適度な塩分を補給する。
・外出時には日傘や帽子を使い、
こまめに休憩をする。

※具合が悪くなったときは、涼し

響があります。口腔ケアの必要性
と老化の予防方法を学び、健康な
状態を保ちましょう。
歳以上の方および、介
▽対象
護予防に関心のある方

い場所へ移動して体を冷やし、 ですが、口の中では、加齢などに
水分をとりましょう。体調が改 よりトラブルや変化が起こってお
善されない場合や重症のときは、 り、毎日の食生活にさまざまな影
医療機関を受診したり、救急車
（ 番）を呼びましょう。
▽問合せ 介護予防・地域支援課

☎（５２４６）１２２５

女 性 医 師 による 女 性 のた
めの健康相談
「婦人科」（予
約制）

▽日時 ９月 日㈬午後２時 分
～４時 分（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽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
健サービス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７

区民 向け 説 明 会「 通いの
場 でみ ん な が 元 気 に な る
ワケ 」～ み ん なで！元 気
に！通いの場づくり！～

いつまでもイキイキと元気でい
るための通いの場について、その
魅力や立ち上げ方を紹介します。

10月19日㈭午後1時30分～3時 環境ふれあい館ひまわり
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学習センターこども室 一般開
先）
①９月
(
人（先着順）
放日のみ な)どの児童関係施設 ▽定員
ター
▽内容 離乳食から幼児食へステ ②９月
を利用することもできます。
ップアップするころのポイント、 ▽時間
※ お 泊 り サ ポ ート 宿 泊 預 か り
(
)
（１人
も行っています（利用条件あり）
。 試食（保護者のみ）
・依頼会員入会説明会（予約制）
▽対象
▽持ち物 母子健康手帳
▽申込開始日時 ８月 日㈮
午前９時
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課栄養担当
☎（３８４７）９４４０

▽日時 ９月 日㈪、 月 日㈯
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
▽日時 ９月 日㈪、 月 日㈯
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 生涯学習センター３階
研修室
※託児あり（要予約）
※車での来場不可
▽申込締切日 各開催日の前日
※土・日曜日を除く
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８

▽日時 ９月６日㈬
午後３時～４時
▽テーマ 不眠症とその対応
▽講師 小林聡史（診療部）
▽場所・問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

▽日程 ①９月 日㈬ ② 日㈮
▽時間 午後２時 分～４時（２
時受付開始）

10月16日㈪午後1時30分～3時 根岸社会教育館
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▽日時 ９月 日㈭
午後１時 分～３時 分
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 区内在住か在勤・在学の
方
人（先着順）
▽定員
▽内容 マットを使用した体操、
情報交換会
▽持ち物 運動できる服装、飲み
物
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課精神保健担当
☎（３８４７）９４０５

9月22日㈮午後1時30分～3時 福祉プラザ台東清峰会

▽対象 ３ ４歳児
▽申込先 （社福）東京児童協会
☎（５３４１）４６６１
・長時間保育
▽対象 ０～４歳児
▽申込期間 ８月 日㈪〜９月
日㈪
▽申込先 台東区児童保育課（区
役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４
※申込期間・申込方法等詳しくは
各申込先へ
▽開設に関する問合せ 台東区学
務課こども園担当
☎（５２４６）１４１４

ファミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター 依 頼・提 供 会 員
募集
子供を預けたい方（依頼会員）

階
▽主な活動 演奏会（９・ ・３

台東区上野の森ジュニア合唱団
団員募集面接（９月期）
▽日時 ９月 日㈯午後４時
▽場所 生涯学習センター３階

１ 年 に １ 度、 胃・ 肺・ 大
腸 が ん 検 診 を 受 診 しまし
ょう（予約制）

9月15日㈮午後1時30分～3時 谷中区民館

65

9月13日㈬午後1時30分～3時 台東一丁目区民館
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熱中症にご注意ください

▽場所 ①台東一丁目区民館
②東上野区民館
▽対象 区内在住でおおむね 歳
以上で元気になりたい方、また
は地域で元気になれる場づくり
に関心のある方
▽申込締切日 各開催日の前日
（土・日曜日・祝日を除く）
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課

9月12日㈫午後2時～3時30分 ケアハウス松が谷

119

☎（５２４６）１２９５

場所

日時
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・高齢者は特に注意が必要です
高齢になると、暑さやのどの渇
きに気付きにくくなる特徴があり
ます。そのため、自覚がないのに
熱中症になることがあります。
・予防方法
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・暑いと感じなくてもエアコンや
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▽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、
医療機関の空き状況により、受
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▽内容 身体測定・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
ス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
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月）
、夏期合宿（８月）

FAX

10月13日㈮午後1時30分～3時 特別養護老人ホーム浅草
※要上履き
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▽対象 区内在住か在勤・在学の
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小学２年～中学生
▽申込方法 左記問合せ先へ電話
▽費用 月１千円
か、申込書（生涯学習センター
※楽譜代等自己負担あり
１階、区役所６階⑨番庶務課で
▽面接内容 学校で歌っている歌
配布）に記入し、郵送かファッ
を１曲歌唱
クスまたは持参
▽練習日時 水・土曜日午後４時 ▽申込締切日 ９月 日㈮
分～７時
８６２１ 生涯
▽問合せ 〒
※入団後しばらくは入門期間とし
学習センター５階生涯学習課
て土曜日午後３時 分～５時
☎（５２４６）５８５１
（５２４６）５８１４
▽練習場所 生涯学習センター３
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●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
9月5日㈫午前10時～11時
谷中区民館
9月7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）
9月8日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
9月13日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
9月15日㈮午前10時～11時
今戸児童館
9月21日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●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
9月20日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
9月26日㈫午前10時～11時30分 台東保健所
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