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区の世帯と人口（8月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,651（+234）

人

195,650（+310）

口
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10月１日
施行

①客引き行為

（不特定の者の中から相手方を特定して
客となるように誘う行為）
・居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、
ファッションヘルス、児童に対する
物品販売等が対象

②勧誘行為
（路上スカウト）

③客待ち・
勧誘待ち行為

・キャバクラ、ファッションヘルスでの勤務、
アダルトビデオへの出演等の勧誘

事業者に対しては、客引き行為または
勧誘行為を用いた営業を禁止します。

・上記①または②の行為を行う目的で、
相手方を待つこと

区内の路上等公共の場所に
おいて、区民等に不安を与え、
迷惑をかける客引き行為等を
防止するため、
「台東区公共の
場所における客引き行為等の
防止に関する条例」を制定し
ました。
条 例 施 行 後 は、 地 域 や 警 察
と の 連 携 を さ ら に 強 化 し、 客
引き行為等への指導を行って
いきます。

客引き行為等防止特定地区

（上野２・４・６丁目）

区内で特に客引き行為等が多く、対策の必要がある地
域を「特定地区」
（左図赤枠内）として指定します。

●特定地区内での指導を行います
特定地区内で禁止行為を行った者は、①区職員 ②客
引き行為等防止推進員（町会・商店会等の方） ③客引き
行為等防止指導員（区の警備業務委託）から指導されます。

生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

●指導に従わないときは
指導に従わない者には、区職員が警告・勧告を行い、
勧告に従わない悪質な場合は、氏名・住所・店舗名等の
公表・５万円以下の過料を科します。

問合せ

▲客引き行為等防止キャンペーン

【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。
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今年もやります！ したコメのプログラムがもの凄い！
浅草公会堂へ向かって伸びるレッドカーペットに、豪華
なゲストたちが登場します。
「したコメ」ならではの趣向
を凝らした賑やかでアットホームなイベントは必見です。
日時 9月16日㈯午前10時45分ごろ

「め組辰五郎」
。まさに「火事と喧嘩は江戸の華！」を体
現するような芝居小屋が、したコメの大スクリーンに蘇
ります。 ゲストに中村勘九郎氏、中村七之助氏が来場
（予定）します。

メインビジュアルは
「ぼのぼの」でおなじみの
いがらしみきおさんです。

オープニングイベント「レッド
カーペット」
（観覧無料）

インフォメーション・展示

シネマ歌舞伎「め組の喧嘩」in
したコメ

第10回したコメ情報のほか、これまでの映画祭の様子
をご紹介します。 日程 ①9月15日㈮～18日㈷ ②9月
18日㈷まで 場所 ①浅草公会堂1階ロビー ②浅草文
十八世中村勘三郎が江戸の芝居小屋を現代に復活させ 化観光センター※②は6階で映画上映（
「したまちコメ
た『平成中村座』
。浅草で行われた初のロングラン公演 ディ大賞2016」グランプリ・準グランプリ・審査員特別
の最後を飾る公演で、勘三郎氏が渾身の思いで挑んだ 賞作品の上映、7階でプレイバック「したコメ」の展示）

上映スケジュール
浅草公会堂︵浅草1

9月16日㈯

Ⓒ篠山紀信

シネマ歌舞伎
『め組の喧嘩』
inしたコメ
前売2,000円
午後6時 指 当日2,500円

チケッ
ト発売中

― 6
―︶

☎0570
（02）
9999

http://w.pia.jp/t/shitacome/

東京国立博物館
平成館
9
︵上野公園
―︶

場所
Pコード
浅 草 公 会 堂 557-289
東京国立博物館平成館 557-290
不忍池水上音楽堂 557-291
雷5656会館ときわホール 557-292

※前売券は完売することがあります。
あら
かじめご了承ください。

5
6
5
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1

18

〈無料イベント・ワークショップ〉
（1階ロビー）

台東区フィルム・コミッションpresents
クレイアニメをつくろう！

タマフル映画祭inしたコメ
『そろばんずく』
前売2,000円
正午
指 当日2,500円

事前申込制

レッドカーペット 午前10時45分ごろ

9月18日㈷

〈TBSラジオ
「ライムスター宇多丸の
ウィークエンド・シャッフル」
presents〉

午前10時

Ⓒフジテレビジョン／ニッポン放送／ A to Z

※田原小学校の児童による演奏あり
〈映画秘宝presents
「映画秘宝まつり2017」
オープニングセレモニー オープニングに引続き作品を上映 −THE FINAL CHAPTER−〉
※東泉小学校の児童による演奏あり
〈特別招待作品〉

ゲット・アウト

blank13
午後1時

指

前売1,500円

午後3時30分

指

Ⓒ2017 UNIVERSAL STUDIOS AII Rights Reserved

他1本
前売3,000円
当日3,500円

午後3時30分

午後4時30分

自

Ⓒ2017日本テレビ放送網

〈無料イベント〉

前売1,500円
当日1,800円

フジテレビＣＳ放送 日本映画専門
チャンネル「男おばさん!!」公開収録
無料

午後4時

事前申込制

クロージングセレモニー

小松政夫リスペクトライブ

Ⓒ2017
「blank13」
製作委員会

We Love Television?

事前申込制

スクリプトドクター三宅隆太の脚本教室
「よくわかるストーリーづくりの秘訣！」

午後4時

コメディ栄誉賞は
小松政夫さんに決定！

指

前売4,000円
当日4,500円

数々のヒットギャグでお茶の間を沸かし、
テレビ
バラエティの黄金期を支えた小松さんは、
俳優
として、
映画・ドラマでシリアスな演技を披露す
る一方、喜劇人として全国各地の舞台に立ち、
観客に笑いを届け続けています。

Ⓒフジテレビ

〈特別招待作品〉

〈特別招待作品〉

ヨスの夜の海
午前11時30分

シンクロナイズドモンスター

自

前売1,500円
当日1,800円

〈特別招待作品〜 LiLiCoの映画卍固め〜〉

午前11時30分

自

前売1,500円
当日1,800円

〈特別招待作品〉

セントラル・インテリジェンス
午後3時15分

自

Ⓒ2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

前売1,500円
当日1,800円

Ⓒ2016Universal Pictures,Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC

ゆれる人魚
午後3時

自

Ⓒ2015WFDIF,TELEWIZJA POLSKA S.A, PLATIGE IMAGE

〈お笑いライブ〉

前売1,500円
当日1,800円

浅井企画×人力舎×マセキ presents
映画ネタ-1グランプリ
・当日
午後1時30分 自 前売
500円

〈特別招待作品〜ニコケイまつりinしたコメ〜〉

〈無料イベント〉

台東したコメ音楽フェア

（蔵前小学校、
大正小学校、
駒形中学校、
したやウィンドアンサンブル、
東京藝術大学）

午前11時

〈声優口演〉

オレの獲物はビンラディン
したまちコメディ映画祭in台東（略称
「したコメ」）とは
平成20年11月、台東区で誕生した
日本初の本格コメディ映画祭です。
「し
たコメ」は、
「映画」
「したまち」
「笑い」と
いう3つの要素を掛け合わせることで、
映画人、喜劇人、地元の皆さん、
映画
・ 喜劇を愛する皆さんが一体となって
盛り上がれる、これまでの首都圏の映
画祭にはない住民参加型の映画祭を
目指しています。

午後6時

自

Ⓒ2016 AOO Distribution,LLC. AII Rights Reserved

指 全席指定
自 全席自由

前売1,500円
当日1,800円

〈短編コンペティション〉

ⒸFilm Presevation Associatesni ※口演 羽佐間道夫、野沢雅子、山寺宏一 ほか

〈企画上映〉

したまちコメディ大賞2017

自

正午

前売1,500円
当日1,800円

〈台東区フィルム・コミッション支援作品〉

吉田類の「今宵、ほろ酔い酒場で」
with「吉田類と仲間達」inしたコメ
前売1,500円
午後6時 自 当日1,800円

声優口演ライブ「没後40年チャップリン特集」
チャップリンの勇敢／犬の生活
前売3,000円
午後6時 指 当日3,500円

シネマ落語 したコメ亭
『素晴らしき哉、人生！』
シネマ落語「人情医者」
（創作落語）
前売2,000円
午前11時30分 自 当日2,500円

Ⓒ山田雅子 ※上映後、
立川志らくによる創作落語
「シネマ落語」
の上演があります。

問合せ

「したまちコメディ映画祭 台東」
実行委員会事務局（文化振興課内）
☎（５２４６）１３２８

不忍池水上音楽堂
雷
会館
野外ステージ
ときわホール
︵上野公園2 1
―︶ ︵浅草
― ―︶
6

午前9時

ⒸJUNG Hyungsuk

13

3

江戸っ子おじさん西村喜廣監督の特殊メイク
子供ワークショップ モンスター編

▷チケットぴあ

38

9月17日㈰

〈無料イベント・ワークショップ〉
（1階ロビー）

前夜祭
〈企画上映〉

夕暮れの浅草。 楽しげに 「したコメ」
に向かう人々。よく見てみると、あちら
こちらで、いがらしさんが生んだ沢山の
人気キャラクターが、いろいろなことを
しています。ぜひ探してみてください。

各開演30〜60分前開場※内容は変更することがあります。あらかじめご了承ください。

9月15日㈮

日程
場所

15

in

Ⓒ2017
『吉田類の
「今宵、
ほろ酔い酒場で」
』
製作委員会

区内在住・
在学の中高生
を無料招待

区内在住の方400人に抽選で招待券プレゼント

右記プログラムのうち③
⑦〜⑪に無料招待しま
す。※事前申込み不要。
会場で学生証（生徒手
帳）を提示。
（満席時は
入場できない場合あり）

区内在住の方1組4人まで合計400人に「第10回したまちコメディ映画
祭in台東」の招待券をプレゼントします。右記プログラムからお選び
ください。なお、応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
申込方法 往復はがきに希望作品番号（①～⑪、
第2希望まで）
・住所・氏名・
年齢・電話番号・希望人数（4人まで）を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 8月31日㈭（必着）※詳しくは、映画祭公式ホームページを
「したまちコメディ
ご覧ください。 問合せ 〒110−8615 台東区役所
映画祭in台東」実行委員会事務局（文化振興課内）☎（5246）1328

作品番号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

区民招待プログラム
シネマ歌舞伎「め組の喧嘩」
We Love Television?
ヨスの夜の海
セントラル・インテリジェンス
したまちコメディ大賞2017
シンクロナイズドモンスター
ゆれる人魚
浅井企画×人力舎×マセキpresents 映画ネタ-1グランプリ
オレの獲物はビンラディン
シネマ落語 したコメ亭「素晴らしき哉、人生！」
声優口演ライブ「没後40年 チャップリン特集」

28

インターネット上で「歴
史と文化のまち」台東区

広告

29

の多様な文化の魅力を芸
術、建築、デザイン、歴
史などさまざまな視点か
ら紹介しています。 年
７月に世界文化遺産に登

▲2次元コード

録された国立西洋美術館
や、 年２月に国の史跡・
名勝に指定された横山大観記念館

▲平櫛田中「岡倉天心像」

360

を取り上げた記事も公開していま
す。各館のインタビューページで
は、豊富な写真を交え、館の歴史

やゆかりの人物にまつわるエピソ
ードなど、貴重な話を掲載してい
ます。区ホームページの文化・観
光情報、または下記
２次元コードからご
覧ください。
▽最新記事のご紹介
「国際人としての天心」
台東区ゆかりの巨匠たちを紹介
するにあたり、今回は岡倉天心に
スポットを当てました。
岡倉天心は、
東京美術学校（現・
東京藝術大学）の第二代校長に就
任し、後には日本美術院を創設す
るなど、日本美術の普及に努めま
した。
今回の記事では、台東区谷中に
ある、岡倉天心記念公園や、茨城
県天心記念五浦美術館などの写真
を交え、岡倉天心の軌跡を紹介し
ています。

普段は見ることのできない、岡

倉天心記念公園の六角堂内の岡倉
天心像や、茨城県天心記念五浦美

術館周辺の様子を 度回転して見

ることのできるパノラマ映像をご
覧いただけます。

▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１１４６

字のみ ̲H 10× W 240̲ ドコモショップ独自広告 ̲ 浅草橋店 ̲ 広報たいとう
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2017秋 上野の山文化ゾーンフェスティバル

企画展・イベント等
※入場料・休業日・イベントの詳細等は、各施設へ直接お問合せください。
※諸事情により内容が変更になる場合があります。お出かけの際は、各施設にご確認ください。
※美術館・博物館・音楽ホールなどの情報については、9月5日号でお知らせします。

「上野の山」の美術館・博物館・音楽ホールなどで開催される展覧会・コンサートが、
一堂に会するアートフェスティバルです。
「上野の山」の多彩な魅力をお楽しみください。
主催：上野の山文化ゾーン連絡協議会（台東区と上野の山の文化施設などによって組織される協
議会。上野の山を芸術・文化の拠点として発展させることを目的に、平成2年に設立。）

その他の文化施設など

講演会シリーズ
費用 無料（②③④⑪は要入館料） 申込方法 往復はがきに希望の講演番号と演題（1枚1講演）
・参

加人数（1枚2人まで）
・参加者全員の氏名（ふりがな）
・代表者の住所・電話番号を書いて下記問
合せ先へ（抽選）※区ホームページからも申込可※①④⑪は申込不要（当日先着順）※⑥⑧⑨は開
催施設への申込も可。詳しくは各施設へ。 申込締切日（必着）②9月4日㈪、③9月27日㈬、⑤10月
6日㈮、⑥⑦10月12日㈭、⑧⑨⑩10月18日㈬、⑫10月23日㈪、⑬⑭⑮10月26日㈭、⑯11月1日
㈬ 問合せ 〒110−8615 台東区役所文化振興課「上野の山文化ゾーン」担当☎（5246）1153
講演番号・演題・講演者名

日時

①再興第102回院展
田渕俊夫、清水由朗、小田野尚之、宮北千織

場所（定員）

9月10日㈰午後2時 東京都美術館講堂
～3時30分
（230人）

②あの人、こんな字！―歴史上の人物たち―《日本 9月13日㈬午後1時 書道博物館2階会議室
編》中村信宏
30分～3時
（12人）
③講演会・近代建築史シリーズ文化財建造物の保存 10月13日㈮ 午 後3 旧岩崎邸庭園洋館1階
と修復～近代建築を中心に～ 小林裕幸
時～4時30分
（80人）
④月例講演会「甲冑入門」
10月21日 ㈯ 午 後1 東京国立博物館平成館
池田宏
時30分～3時
大講堂（380人）
⑤明治維新の実像
10月25日㈬ 午後2 寛永寺大書院
浦井正明
時～3時30分
（150人）
⑥日本学士院第67回公開講演会
「シェイクスピアのロンドン―過ぎゆくもの、変わら
10月28日㈯午後2 日本学士院会館
ざるもの―」
時～5時10分
（150人）
「幼若ホルモンとフェロモンの話―化学で解き明かさ
れる昆虫のくらし―」 玉泉八州男、森謙治
⑦横山大観の真実
10月28日㈯午前10 上野区民館
横山浩一
時30分～11時30分 （80人）
⑧第51回オープンレクチャー「かたちからの道、か
たちへの道」
東京文化財研究所
海を渡った日本絵画―ライプツィヒ民族学博物館 11月2日㈭午後1時
地下1階 セミナー室
30分～4時30分
所蔵「四条河原遊楽図屏風」の紹介をかねて
(60人)
穢土としての身体―日本中世絵画に描かれた病と
死体 江村知子、山本聡美
⑨第51回オープンレクチャー「かたちからの道、か
東京文化財研究所
たちへの道」
11月3日㈷午後1時
地下1階 セミナー室
写された枇杷図―狩野探幽と江戸の再生
30分～4時30分
(60人)
田楽を作る歌仙―伊藤若冲の歌仙図について
小野真由美、馬渕美帆
⑩企画展「フローラ ヤポニカ」特別講演「キューガー 11月3日㈷午後1時 国立科学博物館日本館
デンと植物画」クリスタベル・キング、山中麻須美 30分～3時
2階講堂（100人）
⑪月例講演会「室町時代のやまと絵」
11月4日㈯午後1時 東京国立博物館平成館大
土屋貴裕
30分～3時
講堂（380人）
国際子ども図書館アー
⑫講演会「江戸の絵本〈草双紙〉の世界」
11月5日㈰午後2時 チ棟1階研修室1
（100人）
木村八重子
～4時
対象 中学生以上の方
⑬レクチャーコンサート「音楽と創造性」
11月11日 ㈯ 午 後1
日本芸術院会館（120人）
堤剛
時30分～3時
⑭世界の動物園事情
11月12日 ㈰ 午 後2 東京都美術館講堂
福田豊
時～3時30分
（230人）
⑮レクチャー・コンサート(仮)「ピアノ音楽のたのしみ」11月13日 ㈪ 午 後7 上野学園 石橋メモリアル
山崎紫乃
時～8時30分
ホール（430人）
⑯横山大観の真実
11月18日㈯午前10 上野区民館
横山浩一
時30分～11時30分（80人）

子供から高齢者まで学べる

曜日 回数

講座名

曜日 回数

アンデスの縦笛ケーナ入門

水

やさしい油絵入門

日

簡単！楽しいマジック入門

月

シニアライフセミナーいきがい

〜これからの自分プランづくり〜

金

松坂屋上野店

☎（3832）1111（代表）

今、モダンキルトの時代展《併設》ハッピーキルトマーケット
この秋、新しくてスタイリッシュなアメリカンキルトがやって
くる！ 日時 9月20日㈬～25日㈪午前10時～午後7時30分（8
時閉場） 会場 松坂屋上野店本館6階催事場※要入場料。詳しく
は松坂屋上野店のホームページをご覧になるか、上記へお問合
せください。

上野観光連盟

☎（3832）0084

第18回 上野不忍華舞台
日時 9月30日㈯昼の部は午後0時30分 、夜の部は午後5時開演
場所 水上音楽堂（上野不忍池畔） 出演 浅野祥、平野啓子、ノ
ブ＆フッキー、花園直道、彩 入場料 3,000円（全席指定）
チケット取扱所 水上音楽堂（8月26日㈯〜）上野観光連盟（8月
29日㈫〜9月22日㈮）※詳しくは上記へお問合せください。

▲和太鼓グループ 彩

熊本地震被災文化財等の修復のための募金について
財団では、熊本地震により被災した文化財の修復や、国内の文化財保護のための募金活動を行っ
ています。詳しくは、文化財保護･芸術研究助成財団ホームページをご覧ください。
問合せ （公財）文化財保護･芸術研究助成財団☎（5685）2311

☎（3874）5450

曜日 回数

☎（3861）5063

日時
対象
10月6日～12月8日
はじめての民謡～腹式呼吸と
金 8 （11月3日、24日は休講） 16歳以上
こぶし～
午後2時～4時
9月27日～11月15日
心をいやすハワイアン・フラ
16歳以上
水 8
午後6時30分～8時30分
～美しく体幹を鍛える～
4～7歳の
親子で体験！五感アート～ビッ
10月15日～11月19日
クリ！わくわく工作～
日 5 （11月5日は休講）
子供と保
（託児あり）
午前10時～正午
護者

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13

☎（3842）5352

日時
9月27日～11月15日
8
午後6時30分～8時30分
10月8日～12月3日
8 （11月26日は休講）
午後2時～4時
10月30日～12月4日
6
午後2時～4時
10月6日～11月17日
6 （11月3日は休講）
午前10時～正午

德川歴代将軍霊廟特別参拝（要申込）
寛永寺では月に2～3回、
德川歴代将軍の霊廟の特別参拝を実施しています。実施日や申込方法等、
詳しくは寛永寺ホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。
問合せ 寛永寺☎（3821）4440（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後4時）

講座名

日時
対象
定員 教材費
10月14日～11月18日
身近な食材で始める薬膳料理
土 5 （11月4日は休講）
16歳以上 16人 4,000円
～秋を楽しむ～
午前11時～午後1時
9月26日～12月12日
16歳以上 20人 2,000円
やさしい中国語会話入門
火 12
午後6時30分～8時30分
10月20日～12月22日
はじめての空手ストレッチ～コ
金 8 (11月3日、24日は休講） 16歳以上 20人 無料
コロとカラダを整える～
午後6時30分～8時30分

●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13

寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり
江戸時代、上野公園一帯は東叡山寛永寺の境内でした。寛永寺
僧侶とともに、上野動物園内の旧寛永寺五重塔など、上野公園
の寛永寺ゆかりの諸堂を巡ります。 日程 第1回10月23日㈪、
第2回11月11日㈯ 時間 午後1時30分～3時30分 定員 各20
人（抽選）※解説を交えながら約2時間歩くイベントです。雨
▲寛永寺根本中堂
天の場合は、屋内中心のコースになる場合があります。
寛永寺根本中堂と德川歴代将軍霊廟 特別公開
寛永寺の本堂である根本中堂と、德川歴代将軍の霊廟を、フェスティバルに合わせて公開します。
また、天璋院篤姫の墓所も特別に公開します。 日時 10月29日㈰午後2時～3時30分 定員 80
人（抽選）
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆以降、上記記事の共通項目◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
※未就学児の参加は事前に要相談。※足元が悪い場所があり、車イスやベビーカーは利用不可。
※当落に関わらず返信します。※当選者には締切日後に参加券を送付します。開催日の7日前に
なっても返信が届かない場合は、下記へご連絡ください。 申込方法 往復はがきの往信裏面に郵
便番号・住所・氏名（ふりがな）･年齢・電話番号・参加人数（1枚2人まで、2人の場合は同伴者
の氏名･年齢も記入）
・参加希望日（各1人〔組〕1枚のみ申込可）を、返信表面に郵便番号･住所･
氏名を書いて下記問合せ先へ※電話･ファックス･電子メールでの申込不可 申込締切日 9月29日
㈮（必着） 問合せ 〒110−8615 台東区役所文化振興課 ｢公園めぐり｣ または ｢特別公開｣ 担
当☎（5246）1153

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2

に該 当する方 申込方法 往 復はがき（1枚1講
座）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学
校）名・所在地・電話番号を書いて各会場へ（抽
選）※親子対象の講座は、保護者と子供の氏
名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください（原
則、1組は保護 者・子 供 各1人）
。親子対象講
座で、ひとり遊びのできる子供の託児を希望
する方は、
「託児希望」
・保護者と子供の氏名（ふ
りがな）・年齢・性別を書いてください。
申込締切日 9月14日㈭（必着） 問合せ 各会場へ

講座名

☎（3821）4440

生涯学習ラーニングスクエア（第2期）

対象 区内在住か在勤・在学で、下表の「対象」

●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8

寛永寺

対象

定員

教材費

16歳以上 20人 2,500円
16歳以上 20人 1,000円
16歳以上 20人 800円
55歳以上 25人

無料

講座名
筆ペン基礎講座～手書きの年賀
状に挑戦しよう！～
やさしい詩吟～みんなで楽しく
詠おう～
来年のあなたの開運法～タロッ
ト中心に占ってみませんか！～

曜日 回数

日時
9月26日～11月14日
火 8
午前10時～正午
10月24日～12月12日
火 8
午後2時～4時
9月27日～11月15日
水 8
午後2時～4時

●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12
講座名

☎（3876）2103

曜日 回数

☎（3873）4140

日時
10月6日～12月1日
着付けと和のマナー
金 8 （11月3日は休講）
午後2時～4時
9月30日～11月18日
ボイストレーニング～気持ちよ
土 8
く歌うためのいろは～
午前10時～正午
10月3日～10月31日
江戸刺しゅう体験講座～桜の刺
火 5
しゅう入り袱紗づくり～
午後1時30分～3時30分
シニアライフセミナーからだ
9月30日～11月18日
〜地域をフル活用！健康ライフ研 土 8
午後2時～4時
究会〜

対象

定員 教材費
26人 200円
30人 500円
15組 1,800円

定員 教材費

16歳以上 20人 1,000円
16歳以上 20人

無料

16歳以上 20人 500円

対象

定員 教材費

16歳以上 20人

無料

16歳以上 25人 500円
16歳以上 20人 4,000円
55歳以上 20人

無料

●谷中区民館

※こちらの申込み・問合せは〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課☎ (5246) 5821

講座名
曜日 回数
日時
対象
定員 教材費
野菜まるごと使い切り～1つの野
10月21日～11月11日、12
土 5
16歳以上 16人 4,000円
菜からいろんな味を～
月2日午前11時～午後2時

【台東区総合戦略進捗検証委員会を開催します（託児あり）
】傍聴希望の方は、事前に電話でお申込みください。 ▷日時 9月7日㈭午後1時30分 ▷申込方法 電
話で右記問合せ先へ ▷託児の申込締切日 8月31日㈭〈台東区企画課☎5246−1013〉

福祉
コード）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）

フォン・携帯電話（左記２次元

燥・消毒サービスを行っています。 報などを配信しています。
▽登録方法 パソコンかスマート
▽対象 区内在住の、住民税非課

・一人暮らしで、病弱等の理由に
より、自力で布団を干すことが
できない

（高齢・障害）
高 齢 者 の 皆 さんに 公 衆 浴
場を無料開放します
・高齢者のみの世帯で寝たきり状
態の方が同居している
▽費用 実費の１割相当額

※本人（ 歳未満の場合は世帯主
等）の 年中の所得（総収入か
ら諸控除を差し引いた額）が左
表の限度額を超える方、生活保
護受給中の方、特定の施設に入
所中の方、 歳以上で重度の障
害になった方、後期高齢者医療
制度に加入し住民税が課税され
ている方は除く
▽所得限度額

用ください。経験者向きの求人も
随時募集しています。
▽対象 区内・隣接区の事業所
▽申込み・問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１５２

産 業 情 報 誌「 ネットワー
クたいとう 」に広 告 を掲
載しませんか

▽発行日
月 日㈬（予定）
▽発行部数 ５万９千部

優れた技術や新しいデザイン・
機能を取り入れた生活提案商品を
募集します。入賞者は、賞金と東
京ギフトショーに出品する権利が

得られます。
▽応募資格 ＴＡＳＫ５区（台東
・荒川・足立・墨田・葛飾）の

事業者（企業もしくは個人）が
主たる製作者である製品
年 月～ 年 月
▽対象製品
に開発した（試作・改良品も可）
生活提案商品
▽申込方法 応募用紙（下記問合
せ先で配布、ＴＡＳＫホームペ
ージからダウンロード可）に記

▽問合せ 産業振興課（区役所９

階⑤番）☎（５２４６）１４１５

住宅
まちづくり

住 居 表 示の戸 番 票 を お 渡
しします

法律により、建物
には住居表示を表示

することが義務付け
られています。戸番
票が破損・汚損等し
ている場合は、左記
へお問合せください。
戸番票を無償で送付
しますので、自身で
貼付してください（表札等により
表示している場合は、戸番票が貼
付されているものと同様の取り扱
いです）
。
▽対象 区内建物の所有者または
管理者、使用者
▽問合せ 建築課管理担当
☎（５２４６）１３３２

台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

済していない

500

80

▽融資あっせん額 工事費の ％
以内で、 万円以上 万円以内
※返済期間は金額により異なる
年度契約利率０・ ％
▽利率
（本人負担０・ ％、区負担０・
％）
▽申込期限 工事着手１ヶ月前

45

「多重債務 番」を開設し
ます

（その他）

お知らせ

ページをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１２１７

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか、区ホーム

50

入し、製品（試作品可）の写真

を添えて郵送か持参
▽申込締切日
月７日㈫
（必着）

11

多重債務でお困りの方は、電話
か直接お越しの上、ご相談くださ
い。相談は無料、秘密は厳守しま
す。
▽日時 ９月４日㈪・５日㈫
午前９時～午後４時
▽場所・問合せ 消費生活センタ
ー（区役所９階⑦番）
☎（５２４６）１１３３

ふるさと交流ショップ
台東
出店自治体が変わります

▽出店自治体
北海道鹿追町

居住するための住宅で、居住部
（特定分野にお
分の床面積が 平方メートル以
ける連携に関
下の物
する協定
〈環境、
▽主な申込資格 ①区内に１年以
産業〉締結）
上住所を有する 歳以上の方で、 北海道十勝地方の西北部に位置
返済完了時の年齢が 歳未満
しており、自然が豊かで農業・
②世帯全員が住民税を滞納して
酪農が盛んです。
いない ③融資金の返済および ▽日程 ８月 日㈭～９月 日㈫
利子の支払いに十分な能力があ ▽場所 浅草４
５（千束通
り、金融機関の定める保証を受
商店街内）
ける 保証料は申込者負担）
▽
問
合せ 台東区都市交流課
(
④現在この制度で融資を受け返
☎（５２４６）１０１６

区が住宅リフォーム資金の融資
を指定の金融機関にあっせんし、
利子の一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が

10

29

税世帯の 歳以上で、次のいず
れかに該当する方

▽無料開放日 老人の日・老人週
間（９月 ～ 日）を中心とし
た２日間
※登録は無料、通信料は利用者が
負担

▽配布方法 新聞折込（朝日・読
売・毎日・産経・東京・日本経
済）
、区内施設で配布
58

※浴場ごとに異なるため、各浴場
に掲示するポスターや区ホーム
ページでご確認ください。

環境
リサイクル

119

▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２２５

※世帯状況等に応じて各
種控除が受けられる場
合があります。
※以前、
所得超過等で資
格がなくなり、
今回該当
する方は、
9月29日㈮ま
でに申請してください。

貼ってください。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１

241

▽申込方法 対象者の印鑑（朱肉
で押せる物）
、身分証明書（介
護保険証等）を左記問合せ先へ
持参

認 知 症 高 齢 者 等早 期 発見
ステッカーの配布

398万4千円

▽規格・掲載料
・１号 縦 ×横 ミリメートル
（４色カラー）４万円
▽問合せ 障害福祉課給付担当
・２号 縦 ×横 ミリメートル
☎（５２４６）１２０１
（４色カラー）８万円
・５号 縦 ×横 ミリメートル
（白黒）１万円
▽申込方法 申込書（左記問合せ
先で配布、区ホームページから
一斗缶（ リットル缶）は
ダウンロード可）に原稿案を添
燃 や さ ない ご み の 収 集 日
えて郵送か持参
に
▽申込締切日 ９月 日㈮（消印
有効）
一斗缶を捨てる際は、燃やさな
いごみの収集日に出してください。 ▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）
会社や店舗で使用したものを出
☎（５２４６）１４１５
す場合は有料になりますので「有
料ごみ処理券」を貼ってください。
「ＴＡＳＫものづくり大賞」
※１缶（潰したものは５缶）につ
製品募集
き、 リットル
のごみ処理券を
1人

産業

60

22

▽問合せ 高齢福祉課総合相談・
給付担当（区役所２階⑤番）
☎（５２４６）１２２２
認知症で行方不明になるおそれ
のある区内在住の高齢者へ、靴に
貼る「通し番号入りステッカー」
を配布しています。警察等に保護
された際、すぐに身元を確認する
ことができます。
▽申込方法 対象者の介護保険証
等本人確認できる物・本人の写
真（できるかぎり）を左記申込
場所へ持参
※申込みの際、体の特徴や緊急連
絡先等を記入します。
※申込内容は、地域包括支援セン
ター、区内警察で情報共有しま
すので、ご了承ください。
▽申込場所 区役所２階⑥番介護
予防・地域支援課、地域包括支
援センター
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２２５

360万4千円

引続き該当する方には、８月末
にお送りします。申請は不要です。
内 職の 求 人 事 業 者 を 募 集
▽対象 区内在住で、身体障害者
しています
手帳１ ２級（内部機能障害の
現在、未経験でもできる仕事や
方は３級も含む）
、または愛の
手帳１ ２度で、国民健康保険 高年齢の方向けの仕事が不足して
や社会保険、後期高齢者医療制 います。簡易な作業の求人を希望
している事業者の方は、ぜひご利
度に加入している方

11

心身障害者医療証（○
障医
療証）を更新します

扶養人数 所得限度額

95

26

15

65

2人目以降
38万円加算
1人につき

18

高 齢 者見 守りメールマガ
ジン

利用できる
サービス

29

280

20

11

28 20

0人

10

▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽利用方法 住所・年齢を証明で

調査員による訪問調査の実施 ・ 医師による主治医意見書

60

12

高齢者等が行方不明になった際
の捜索協力依頼情報、見守りや認
知症に関する講座やイベントの情

サービスの
申込みや
相談

（※1）非該当の方も、身体状況等を確認する基本チェックリストの判定結果によって、介護予防・
生活支援サービス事業を利用することが可能です。（※2）要介護度によっては利用できないサー
ビスがありますので、区・地域包括支援センター・ケアマネジャーにご相談ください。

きるものを公衆浴場に提示
▽問合せ 高齢福祉課
☎（５２４６）１２２２

介護保険の要介護（要支援）認定の申請から、サービス利用までの流れは原則下図のとおり
です。詳しくは右記へご相談ください。 問合せ 介護保険課介護認定担当（区役所2階④番）
☎（5246）1245 地域包括支援センター あさくさ☎（3873）8088
やなか☎（3822）1556 みのわ☎（3874）9861 くらまえ☎（3862）2175
まつがや☎（3845）6505 たいとう☎（5846）4510 ほうらい☎（5824）5626

10

28

介護保険（※2）
介護予防サービス
介護サービス
施設サービス
訪問介護・訪問看護・通所介護・ショー 特別養護老人ホーム、
トステイ・福祉用具購入費支給・住宅改 老人保健施設、介護
修費支給・地域密着型サービス（例グルー 療養型医療施設
プホーム）など
総合事業
一般介護予防 介護予防・生
事業
活支援サービ
ス事業
詳しくは、地域包括支援セ
ンターにご相談ください。

21

高 齢 者の寝具 乾 燥・消 毒
を実施しています

介護保険サービスの利用手続きをご存じですか

▲2次元コード

65

一人ひとりに合ったケアプラン
（※1）

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）に相談
地域包括支援センター
（区内7か所）に相談

65

本人・家族などによる申請
（区または地域包括支援センターで受付）

申請から
要介護認定まで

75

介護認定審査会で要介護（支援）度を判定
要支援 1・2
要介護 1 〜 5
非該当

15

布団を自力で干すことが困難な
高齢者に対し、月１回、寝具の乾

平成29（2017）年 8月20日
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－
36
－

・

・

第 1187 号 （4）
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

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

29

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

30

−
19

▽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

30

−

−
20
−

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

11

28

25

11

・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

13

30

−
19

30

・暑いと感じなくてもエアコンや

30

20

26

▽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

30

29

65

21

−

−
26
−
15

30

30 21

30

11

▽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

20

30

301

30

21

30

30 10

15

27

11

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

15

▽対象 区内在住か在勤・在学の

30

15

21

16

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
111

−

40

50

11

10

−
22

30

25

●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

10

12

25

45

25

45

・

−

第 1187 号
（5） 平成29（2017）年 8月20日
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（7） 平成29（2017）年 8月20日

催 し も の など
台東区暴力団追放キャンペーン

第 1187 号
機構、日本ブラインドサッカー協会

リサイクル

申込方法 催し名・氏名・年齢・電話番号を

●リサイクル活動室出前講座「ふろしきを
楽しく使ってみよう」 レジ袋の代わりに

電話かファックスで下記問合せ先へ（電子
申請可） 申込締切日時 9月21日㈭午後5

ふろしきをおしゃれに使います。 日時 9

時 問合せ スポーツ振興課

月23日㈷午前10時～正午 場所 台東一丁

☎（5246）5853

FAX （5246）5814

産業研修センターの催し
●ファッション・マーケティング講座「20
18年春夏ヨーロッパ見本市の傾向とシュー
ズ・マーケットの行方」 日時 9月28日㈭

日時 9月16日㈯午後2時 場所 JR上野駅
コンコース（ガレリア） 内容 第1部式典、

目区民館第3集会室 定員 10人（先着順）

第2部警視庁音楽隊による演奏ほか

☎（3866）8050

問合せ 生活安全推進課☎（5246）1044

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①9

日時（全6回）①10月5日～11月9日の木

月17日㈰ ②24日㈰ 時間 ①午前10時～

曜日午後2時～4時 ②10月6日～11月

名（ふりがな）・年代・電話番号、在勤

午後4時 ②午前9時～午後5時

場所 花川

17日の金曜日（11月3日を除く）午前11

（学）の方は勤務先（学校）名・所在地を

戸公園※車での来場不可、天候により中止

時30分～午後1時30分 対象 区内在住か

はがきかファックスで下記問合せ先へ

青少年育成地区委員会と中高生が楽しい催

の場合あり

在勤・在学の高校生以上の方

し物を用意しています。

20店

申込締切日 9月21日㈭（必着）
●日常英会話教室 日時 10月3日～30年3

青少年フェスティバル
～下町っ子祭り～
日時 9月10日

㈰午前10時～午後3時ごろ※屋台・ゲー

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

出店数（予定）①40店

②

出店料 ①2,000円（事前支払いし

定員（抽選）①50人

②90人 費用 各500

対象 区内在住か在
勤・在学の方 定員 30人（先着順）
講師 大谷知子氏（靴ジャーナリスト）
費用 1,000円

申込方法 講座名・住所・氏

申込み・問合せ ①リサイクル推進友の会

教室1枚）に教室名（①か②）
・住所・氏名

月6日の火曜日（全20回）午後6時30分
～8時30分 対象 区内在住か在勤・在学の

切れ次第終了 場所 上野公園（さくら通
りおよびその周辺） 内容 屋台、ゲーム、

（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後

（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号・泳力

方 定員 20人（抽選） 費用 6,000円（20

レベル（①のみ）を書いて下記問合せ先へ

回分・教材費別途） 申込方法 往復はがき

ステージでの催し物 ほか 問合せ 子育て・

②里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝

申込締切日 9月16日㈯（消印有効）

に教室名・住所・氏名（ふりがな）
・年代

若者支援課青少年担当☎（5246）1341

日を除く午前10時～午後7時）

場所・問合せ 〒110－0015

・電話番号・在勤（学）の方は勤務先（学

4時）☎（3412）6857

円（保険料含む） 申込方法 往復はがき（1

午後6時30分～8時

ムコーナーは開会式終了後開始予定、売り

ひとり親家庭「秋の日帰りバス
ハイク」～マザー牧場とさつま
いもほり～

た区内在住の方は1,500円） ②1,500円

清島温水プール①初心者水泳教
室 ②ウオーターエクササイズ

☎090（3068）3534

野6－16－8 清島温水プール

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（3842）5353

台東区東上

申込締切日 9月12日㈫（必着）

●第4回革小物手作り教室「ヌメ革で作る

☎（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

校）名・所在地を書いて下記問合せ先へ

区民体育祭

キーホルダー」

日時 10月28日㈯午前7時45分区役所集

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

合、午後5時帰着予定※雨天決行、荒天時

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しく

行先変更の場合あり

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

は、
大会要項（下記問合せ先で配布、
区ホー

とり親家庭の子供（4～15歳）と保護者（親
子で参加できる方） 定員 18組（定員を超

パネルに掲示しています。
ご利用ください。

ムページからダウンロード可）をご覧くだ

住か在勤の小学5

ゆずります テーブル、ベビーベッド、冷

さい。

年生以上の方※小

えた場合、過去の参加回数の少ない方を優

蔵庫

先） 費用 無料（昼食代は自己負担）※台

ゆずってください 一輪車、子供用自転車

対象 区内在住のひ

東区母子寡婦福祉協議会（年会費500円）

（男の子用16インチ）
、ポータブルミシン

への入会をお願いしています。
申込方法 はがきに催し名・参加者全員の住

詳しくは、下記へお問合せください。

所・氏名（ふりがな）
・生年月日・年齢・

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

学校名・学年・電話番号（自宅と携帯）
・

ルショップ☎（3866）8361

問合せ先へ郵送か持参

申込締切日 9月

15日㈮（必着） 問合せ 〒110－8615

台東区発足70周年記念事業
第40回台東区美術展

台東区役所子育て・若者支援課（区役所6

日時 9月8日㈮～13日㈬午前10時～午後5

階⑦番）☎（5246）1237

時（最終日は3時まで） 場所 隅田公園リ

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこフェスティバル」
日ごろの様子をお父さんやご家族の方も体
験してみませんか。
10時～午後3時

バーサイドギャラリー 問合せ 生涯学習課
☎（5246）5815

工作教室「木工」

日時 9月30日㈯午前

対象 0〜3歳の子供と保

日時 9月24日㈰午後1時30分～3時30分

護者 内容 スタンプカードづくり、造形遊

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

び、ゲームコーナー等※歌あそび、パパの

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

体操などの「お楽しみタイム」も行います

年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材
料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「9

（要予約）
。

場所・問合せ 日本堤子ども家

庭支援センター☎（5824）2535

第8回したまち演劇祭in台東
「中高生ステージ」
日時 9月3日㈰午前10時

場所 生涯学習セ

ンターミレニアムホール

参加校 駒形中学

校、柏葉中学校、都立白鷗高校附属中学校、
都立白鷗高校、都立忍岡高校、都立上野高校
問合せ 「したまち演劇祭in台東」実行委員

（東京打刃物）
、
23日㈷・24日㈰石田一郎（江
かんざし

戸つまみ簪）
、30日㈯長尾次朗（江戸木版
画） 実演時間 午前11時～午後5時

第37回 浅 草JAZZコ ン テ スト
参加者募集
日程 本選大会12月9日㈯

場所 浅草公会堂

場所 生涯学習センターミレニアム

ホール※入場整理券を9月1日㈮から生涯
学習センター1階受付（第1・3・5月曜日
休館）で配布 曲目 オーケストラ・交響曲
第1番（J.ブラームス）ほか 指揮 宮崎進
問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

スポーツボランティア育成講習
会
日時 9月22日㈮午後7時～9時

場所 台東

（勤労者サービスセンター会員は500円）
申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

（ふりがな）
・年代・電話番号、在勤（学）
の方は勤務先（学校）名・所在地、会員の
方は会員番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 9月16日㈯（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

FAX （3871）9525

イザ！カエルキャラバン！ in上
野
子供も楽しく学べる防災体験プログラム
です。水消火器的当てゲームや紙食器作
りのほか、使わなくなったおもちゃの交
換会もあります。 日時 9月30日㈯午後1
時30分～3時30分（おもちゃの受付は午

部門 ボーカル部門、バンド部門

後1時から） 場所・問合せ 台東区社会福
祉協議会☎（3847）7065

1日㈮から下記問合せ先で配布、台東区芸

日時 10月22日㈰午後1時30分開場、2時

野保（銅器）
、16日㈯～18日㈷大河原享幸

テニス
駅伝
相撲
種目
（ロードレース） （硬式）
10月1日㈰～
日程 10月8日㈰
10月22㈰
22日㈰
皇居内堀周 台東リバーサイドスポー
場所
回コース
ツセンター
シングルス
（18歳以上）
2,000円・
ダブルス
参加費
無料
（1組）
無料
高校生以上
2,000円、
中学生
1,000円
8月21日㈪ 9月1日㈮～
9月29日㈮ ～9月1日㈮ 22日㈮（必
申込締
午後5時（必 ※台東区テ 着）※台東
切日時
着）
ニス協会で 区相撲連盟
申込可
で申込可

下記問合せ先へ 申込締切日 9月11日㈪
（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習

開演

代隆久（村山大島紬）
、9日㈯・10日㈰星

穂氏（浅草ものづくり工房） 費用 1,000円

審査料 3,000円

会事務局（文化振興課内）

日程・実演者（業種） 9月2日㈯・3日㈰田

☎（5246）5853

振込※振込希望者には応募用紙提出後に別

台東区ジュニアオーケストラ
アンサンブル部第31回定期演
奏会

学生は保護者同伴 定員 10人（抽選）
講師 鈴木智氏（クスグルデザイン）
、山崎美

月工作教室」希望・住所・氏名（ふりがな）

センター生涯学習課☎（5246）5815

後1時30分～3時
30分 対象 区内在

日を除く午前9時～午後5時）

・電話番号・学校（園）名・学年を書いて、

☎（5246）1328

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

申込み・問合せ スポーツ振興課

（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝

※上記の情報は7月1日現在の内容です。

今までのバスハイク参加回数を書いて下記

日時 10月7日㈯午

支払方法 現金書留、持参、

途連絡します。

申込方法 応募用紙（9月

術文化財団ホームページからもダウンロー

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

児童館合同
「第5回下町こどもまつり」

ド可）に記入し、審査料・応募曲2曲（各5

日時 10月1日㈰午前10時～午後3時

分以内）を録音したCD・写真（メンバー全

場所 入谷南公園※小雨決行、荒天時は駒形

員）を添えて下記問合せ先へ郵送か持参

中学校体育館

申込期間 9月1日㈮～10月13日㈮午後5時

護者 内容 ゲームコーナー、
「あそび」や

（必着） 問合せ 〒110－0004 台東区下

「工作」の出前、
乳幼児親子も楽しめるブー

対象 0～18歳の子供と保

谷1－2－11 (公財)台東区芸術文化財団

ス ほか

☎（5828）7591

祉事業団児童課☎（5603）2229

一葉記念館ミニ企画展③
「一葉と草花」
一葉や萩の舎の門人たちが詠んだ和歌を中
心に展示します。美しいことばと四季折々
の草花をお楽しみください。 期間 9月20
日㈬～10月25日㈬

開館時間 午前9時〜

午後4時30分（入館は4時まで）

問合せ 各児童館か台東区社会福

講 座・相 談 会 など
ひきこもりに関するお悩みのあ
る方へ
ひきこもりに関するお悩みをお持ちの方向
けの①講演会 ②個別相談会 ③茶話会で

リバーサイドスポーツセンター 対象 区内

入館料 一般300円、小中高生100円

す。講演会では、当事者が語る「ひきこも

☎（3842）1990

在住か在勤・在学の方 定員 30人（先着

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

りと発達障害」～家族に望むこと～をテー

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

順） 講師 （公財）日本ケアフィット共育

場所・問合せ 一葉記念館☎（3873）0004

マにお話しします。 日時 10月7日㈯①午

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

【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。
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後1時～2時30分（0時30分開場） ②午前

めて間もない方・経験の浅い方で、全日程

所へ提出（1人1教室・抽選） 必要な物 本

10時～正午、午後2時45分～4時45分

参加できる方※子供を連れての参加は不可

人確認できる物（老人福祉館施設使用登録

③午後2時45分～4時45分

②

定員 20人（先着順） 講師 児玉ひろ美氏
（JPIC読書アドバイザー） 申込方法 中央

各4組（1組1時間程度） ③20人※区内在

図書館こどもとしょしつで配布する申込用

住の方優先 講師 ①高森明氏 ②③臨床心

紙で申込むか電話で下記問合せ先へ※申込

理士

みは本人に限る

10階会議室

場所 区役所

定員（先着順）①100人

申込方法 催し名（①～③）
・希望時

問合せ 中央図書館児童担当

年齢・電話番号を電話かファックスで下記

☎（5246）5911

問合せ先へ

申込締切日 9月29日㈮（必着）

問合せ 子育て・若者支援課青少年担当

☎（5246）1341

FAX （5246）1289

再就職準備セミナー
「65歳までの働き方と知って得
する年金セミナー」
日時 9月16日㈯午後1時～5時

場所 区役

所10階会議室 対象 おおむね55～60歳の
方 定員 30人（先着順） 内容 シニアの再
就職について、ライフプランと年金につい
て※雇用保険受給中の方は、受給資格者証
を持参

申込方法 催し名・住所・氏名・年

齢・電話番号を電話かファックスで下記問
合せ先へ（区ホームページから申込可）
問合せ 産業振興課☎（5246）1152
FAX （5246）1139

日時
10月10日～24日の火曜日
B-3
（全3回）午前10時～正午
11月11日～25日の土曜日
B-4
（全3回）午前10時～正午
10月10日～24日の火曜日
N-3
（全3回）午後2時～4時

②インタ
ーネット
「SNSの活
用とセキュ N-4 11月11日～25日の土曜日
（全3回）午後2時～4時
リティ」
③ワード W-3 10月12日～11月2日の 木曜
日（全4回）午後7時～9時
「ポストカ
ードを作っ
10月15日～11月5日の日曜日
てみよう」W-4（全4回）午後2時～4時
10月15日～11月5日の日曜日
④エクセ
E-3
（全4回）午前10時～正午
ル「健康
管理シー
トを作っ E-4 11月9日～30日の木曜日
（全4回）午後7時～9時
てみよう」
場所 生涯学習センター

無料の建替え相談会
（清川区民館）

場所・問合せ 教室名 定員
日時（※）
カラオケ 30人 第1・3土曜日 午前
初心者麻雀 24人 第2・4木曜日 午前
茶道
20人 第2・4木曜日 午後
ヨガ
20人 第1・3木曜日 午前
老人福祉
センター 書道
20人 第1・3木曜日 午後
☎
（3833）スマートフォン 20人 第2・4土曜日 午前
6541
コーラス 30人 第1・3土曜日 午前
フラワーアレ
20人 第1・3金曜日 午後
ンジメント
新フラダンス 20人 第2・4土曜日 午前
新舞踊 20人 第1・3火曜日 午前
初心者麻雀
20人 第1・3木曜日 午後
入谷老人
福祉館 背骨コンディ
16人 第2・4火曜日 午後
☎
（3873）ショニング
9036
30人 第2・4金曜日 午後
民謡
絵手紙 20人 第2・4木曜日 午後
初心者麻雀 20人 第2・4木曜日 午後
橋場老人 シャンソン 24人 第2・4土曜日 午前
福祉館
ヨガ
20人 第1・3木曜日 午前
☎
（3876）
書道
20人 第1・3土曜日 午前
2365
囲碁
20人 第2・4木曜日 午前
カラオケ 30人 第2・4土曜日 午前
三筋老人 スマートフォン 20人 第2・4金曜日 午前
福祉館 ストレッチ 20人 第1・3金曜日 午前
☎
（3866）初心者麻雀 20人 第1・3木曜日 午前
2417
フラワーアレ
20人 第2・4木曜日 午後
ンジメント
※日時の午前は午前10時～正午、午後は午後
1時30分～3時30分

コース 記号
①初心者
「マウス・
キーボー
ド操作」

対象 区内在住か在

勤の15歳以上（学生を除く）で①パソコン
を使用した経験のない方 ②～④初心者

浅草北部地域の防災性の向上のため、一級

コースを受講済み、またはパソコンの文字

建築士、ファイナンシャルプランナー等に

入力やマウス操作ができる方

よる建替え相談会と講演会を実施します。

定員（抽選）①10人 ②～④各22人

今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2

申込締切日 10月2日㈪（必着）

丁目、清川1・2丁目、日本堤1・2丁目

申込み・問合せ 〒111－0032

する相談会です。 日時 9月1日㈮午前10
時～午後4時 場所 区役所1階ロビー
問合せ 建築課構造防災担当

☎（5246）1335

見学もあります。 対象 30年4月1日採用

会)、午後3時15分～4時30分（相談会）

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か電

場所 区役所10階1002会議室

子メールで下記問合せ先へ

申込締切日 9月28日㈭
申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

Eメール taitojd-som

ことぶき教室（後期）

講する方で、健康状態に不安のある場合は

耐震診断・家の建替えやリフォーム・建物

事前にご相談ください。 費用 実費（教材

の共同化など、建築に関する相談に月1回、

費） 申込方法 老人福祉センター・老人福

実務経験豊かな建築士が応じます。

祉館で配布する申込用紙に記入し各開催場

日時 9月7日㈭・10月5日㈭午後1時～4時

☎（5246）1468

読み聞かせ講習会（初級フォロ
ーアップ）
日時 9月12日㈫・26日㈫（全2回）午前9

時30分～11時30分

寿児童館
（寿1－4－5）
☎（3844）8602

内在住の60歳以上の方※体操系教室を受

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

場所 生涯学習セン

ター504教育研修室 対象 読み聞かせを始

15～18日

第10回したまちコメディ映画

児童館幼児タイム

申込み・問合せ 各児童館または台東区社会福祉事業団児童課

今戸児童館
（今戸1－3－6）
☎（3876）1656

期間 10月～30年3月（全10回） 対象 区

無料建築相談室

巳成金大祭（不忍池弁天堂）

祭in台東（上野地区・浅草地区）

実施場所

クラス名

曜日

対象

よちよち

木

0～1歳

ぐんぐん

金

2～3歳

金杉区民館下谷分館1階多目的ホール すくすくしたや

木

0～3歳

石浜公園（雨天時は玉姫児童館）

そらそら

水

0～3歳

玉姫児童館2階遊戯室

プチたま

金

0～3歳

台東児童館3階遊戯室

のびのび

火

0～3歳

浅草橋区民館4階多目的ホール

すくすく

木

0～3歳

水

0～1歳

金

2～3歳

千束児童館4階遊戯室

※改修中のため左記へお問合せくだ スマイルベイビー
さい。
ハッピーキッズ

松が谷児童館
松が谷児童館3階遊戯室
（松が谷4－15－11）
☎（3841）6734
生涯学習センター4階こども室

場所・問合せ 台東区社会福祉事業団

u@bz03.plala.or.jp

15日

たきぎ

台東薪能（浅草寺境内）

人形供養（清水観音堂）

池之端児童館
☎（3823）6644

申込締切日 9月14日㈭

相談員 東京都マンション管理士会城東支部

5日

上野不忍華舞台（不忍池水上音楽堂）

台東児童館
（台東1－11－5）
☎（3832）8493

午※うえの高齢者在宅サービスセンターの

☎（5603）2228

<9月>

30日

玉姫児童館
（清川2－24－9）
☎（3874）6571

日時 9月16日㈯午前10時～正

営、建物管理、日常生活上のトラブルなど

務課☎（5603）2228

（先着順）※演習・体験・試食あり、動きや

千束児童館
（千束3－20－6）
☎（3874）1714

求職者向け説明会＆施設めぐり
ん

の新卒者（高齢者部門のみ）
、中途採用者

マンション所有者 交流会 建物に関するこ
と、管理組合運営ほか 相談会 管理組合運

し）とともに提出 申込締切日 9月22日㈮
（必着） 問合せ 台東区社会福祉事業団総

25日

施設名・問合せ

日時 9月30日㈯午後1時30分～3時(交流
対象 区内の

申込書を下記問合せ先へ請求し、本人確認
できる物（運転免許証・健康保険証等の写

☎（5603）2229

☎（5246）5821

します。

定員 24人（先着順） 費用 78,900円（う
ちテキスト代6,900円） 申込方法 電話で

神社）

分～11時30分

高齢施設、児童施設で従事する職員を募集

マンション交流会・なんでも相
談会

対象 全日程参

定員 10人

問合せ 台東区生涯学習課

建築士による住宅の耐震化や建物全般に関

場所 三ノ輪福祉センター

加可能な方※区内在住・在勤の方優先

出かける出前幼児タイムも行っています。※年度の途中からも参加可 時間 午前10時30

Eメール taito@fortynet.co.jp

耐震相談会

午後6時30分～7
時30分

児童館では、乳幼児親子で楽しめる遊びや季節の行事を行うほか、児童館が無い地域にも

台東区浅

☎（3842）6453

☎（5246）1365

修了式 30年2月1日㈭

対象 ボランティア

乳幼児親子のみなさん、
あつまれ！

草2－2－1 森田ビル2階 ㈲フォーティ

申込み・問合せ 地区整備課

12月11日 ㈪ ～30
午前8時30分～午
実習 年1月19日㈮のう
後5時30分
ち指定する1日

足利学校・雅楽の夕べ（小野照崎

や介護の仕事に関心のある方

在地・電話番号を往復はがきか電子メール

10月12日㈭～30 午 後6時30分 ～9
講義
年1月26日 ㈮ の 時30分 (8時30分
演習
までの日もあり)
うち44日間

開山会香湯加持会（待乳山聖天）

名・コース・記号・住所・氏名（ふりがな）
・

で下記申込先へ※各コース1通のみ

時間

23日

（1人30分程度、予約優先）※講演会は午

年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・所

日程

20日

場所 老人福祉センター

方 竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、

内容

日時 9月29日㈮午前10時～午後3時45分

費用 各1,000円（教材費） 申込方法 講座

対象 次の地区に木造建築物を所有している

介護職員初任者研修

ボランティア育成講座「高齢者
福祉を支えるボランティア」

日時 9月22日㈮午後4時30分～8時30分

後4時〜4時30分 場所 清川区民館

課☎（5603）2228

申込締切日 9月20日㈬

生涯学習センターパソコン講座
第2期

申込締切日 9月28日㈭

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団総務

証、健康保険証等）
、82円切手

申込開始日 8月29日㈫

間（②のみ）
・参加者全員の住所・氏名・

すい服装で参加

谷中児童館
（谷中5－6－5）
☎（3824）4043

今戸児童館1階遊戯室
今戸児童館2階図書室
寿児童館地下1階遊戯室
寿児童館2階小遊戯室
小島公園（雨天時は寿児童館）
谷中児童館遊戯室

りんご

水

0歳

ぶどう

木

2～3歳

バナナ

金

1歳

さくらんぼ

金

0歳

とことこ

木

2～3歳

てくてく

金

1歳

ぷちてく

金

0歳

ひよこ

水

2～3歳

コアラ

木

1歳

ラッコ

木

0歳

サンサン

金

0～3歳

パンダ

水

2～3歳

うさぎ

木

1歳

いちご

金

0歳

子ども家庭支援センターの催し
催し名

日時

9月11日㈪
つなが れ！ふれあい
①午前10時15分～11時
遊び
②午前11時15分～正午

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①0歳〜よ
20組 8月26日 日本堤子ども家庭支援センター「に
ちよち歩き ②しっか
（先着順） ㈯
こにこひろば」☎（5824）2535
り歩行〜3歳の子供

3B体操

9月7日㈭
区内在住の9か月～1歳 25組 8月21日 台東子ども家庭支援センター「わ
午前10時45分～11時30分 5か月の子供
(先着順)
㈪
くわくひろば」☎（3834）4577

健康講座

9月14日㈭
午後2時～2時45分

区内在 住の0～3歳の 30組 8月26日 寿子ども家庭支援センター「のび
子供
(先着順)
㈯
のびひろば」☎（3841）4631

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。

▽費用 １千 円（教材費）
を持参）

※再講習の方は１千 円（認定証

▽内容 小島社会教育館で活動し
ているサークルの作品展示・舞
台発表・活動の体験会（①ブー
ケ作り ②コサージュ作り ③
折り紙 ④親子群舞）
※①②は定員各８人（先着順・８
月 日㈰から予約可）
※材料費① 円 ② 円が必要
▽場所・問合せ 小島社会教育館
☎（３８６１）５０６３
●浅草アマチュアバンドフェステ
ィバル〜 バンドが出演！〜
▽日時 ９月 日㈰午前 時〜午
後８時（午前 時 分開場）
▽場所 浅草六区ゆめまち劇場
ＲＯＸ１階
（浅草１
専用入口）
▽問合せ 伊東
☎０９０（４０５３）４０４３
とうろうさい
●第 回浅草燈籠祭出展者募集
▽日時 ９月 日㈯～ 日㈯
日没～午後９時 分
▽場所 浅草神社～花やしき、浅
草六区ブロードウェイ、すしや
通り
▽募集数
基
▽費用 制作１プレートにつき１
千円（燈籠４面のうちの１面）
▽申込締切日 ９月 日㈯
※申込方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 浅草燈籠祭実行委員会
☎０８０（１１５３）９２６４
●秋のチャペルコンサート
「サルーキ＝ 神山みさゴスペル

程度
▽内容 ①小中学生と四元氏・藤
沼氏の交流・ふれあい・指導（運
動靴、ラケットを持参） ②リ
オ・オリンピック公式卓球台製
作者の講演 ③パネル展 ほか
※①は要申込。
「卓球教室参加希
望」
・参加者全員の氏名・電話
番号（携帯）をファックスで北
部区民事務所清川分室へ
▽申込締切日 ９月８日㈮
▽問合せ わくわくふれあい卓球
教室事務局 中川

11

12

29

会 員 募 集

☎０９０（５７５４）８９２５

●上野カンフークラブ
▽日時 毎週日曜日
午後１時 分〜２時 分
▽場所 台東リバーサイドスポー
ツセンターほか
▽会費 月額４千円、入会金４千円
▽問合せ 長塚

学看護学科（自衛官候補看護学生）
入校者募集
年４月１日現在、
▽応募資格
歳以上 歳未満の高卒者（見
込含む）または高専３年次修了
者（見込含む）
▽試験日
・１次試験 ① 月４日㈯・５日
㈰ ② 月 日㈯・ 日㈰ ③
月 日㈯

☎０９０（６１０５）０９７８
北部区民事務所清川分室
（５６０３）７０００
●講演「自分という人生の長距離
ランナー」
月 日㈫
▽日時
午後２時 分～４時 分
▽場所 なかのＺＥＲＯ小ホール
（中野区中野２ ９ ７）
▽対象 都内在住の方
▽定員
人（抽選）
▽講師 増田明美氏（スポーツジ （４歳以上の初心者親子歓迎・見 ・２次試験 ① 月５日㈫～９日
学・体験可）
㈯ ② 月 日㈬～ 日㈮ ③
ャーナリスト ）
月 日㈯・ 日㈰
▽申込方法 往復はがきに参加人 ▽日時 毎週火・金曜日
午後７時～９時
▽申込期間 ９月５日㈫～ 日㈮
数（２人まで）
・代表者の住所・
ふりがな
▽場所 駒形中学校体育館ほか
※航空学生、一般曹候補生、自衛
氏名・年齢・電話番号を書いて
▽会費 月額３千円（保険料含む）
左記問合せ先へ（東京税務協会
官候補生は引続き受付中。資料
入会金５千円
ホームページから申込可）
請求は左記へ。
（必着） ▽問合せ 藤田
▽申込締切日 ８月 日㈭
▽申込み・問合せ 自衛隊台東出
☎０９０（８６８６）６３３８
０００１ 中野
▽問合せ 〒
張所☎（３８３１）３５５５
（公財）東
区中野４ ６
●身元不明・行方不明者相談所を
京税務協会
開設します
☎（３２２８）７９９４
▽日程 ９月１日㈮～ 日㈯
▽時間 ①午前９時～午後４時

15

②午前９時～午後４時 分
▽場所 ①巣鴨とげぬき地蔵尊高

30

岩寺会館（豊島区巣鴨３
１） ②警視庁本部１階身元不
明相談室生活安全対策第２係
（千代田区霞が関２ １ １）
※右記の他、各警察署でも相談可
▽問合せ 警視庁身元不明相談室
☎（３５９２）２４４０
生活安全対策第２係
☎（３５９２）１６４０

−

11

コンサート」
▽日時 ９月 日㈰午後２時
▽定員
人（先着順）

●①防衛大学（一般前期） ②防
衛医科大学医学科 ③防衛医科大

12

13

26

台東区上野 2−12−11 宝丹ビ ル
TEL ：
03-3831-0539
10:30 〜 16:30（土日祝日除く）
FAX

咳に 立効丸 胃には 宝丹 ( 守田宝丹 1680 年創業 )

広告

50

25

30

−

31

24

−

164

− −
15

10

●空手クラブ「拳昌会空手道連盟」

29

30

−
36
−

−

29

11

28

21

10

14

18

10

FAX

500

30

30

16

400

700

10

10

30

200

31

30

○ 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

13

FAX

11

24～30日
●革とモノづくりの祭典 浅草
●UENO JAZZ INN '17 part1 エーラウンド2017（14分） B
B
（40分）
●台東区の伝統工芸②（6分）
10～30日
午前9時34分
●ニュースたいとう（20分） Ａ ●台東芸能文庫 浪曲 東家浦
①台東かわらばん～区の行事や 太郎氏（20分）
C 10
地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定
10
や官公庁からのお知らせ

30

500

−

15

30

17～23日
●たいとう音頭ダンスコンテス
B
ト（40分）

20

▽場所・問合せ ウェスレアンホ
ーリネス教団浅草橋教会（柳橋
）
２
☎（３８５１）３７４６
●清川地区町会連合会わくわくふ
れあい卓球教室～当日は卓球選手
の四元奈生美氏・元オリンピック選
手の藤沼亜衣氏が参加します！～
▽日時 ９月 日㈷午後１時
▽場所 たなかスポーツプラザ
▽定員 ① 人（抽選） ② 人

300

11

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

11ch

16

&

17

催しものなど

9月の区役所 制作番組案内

▽持ち物 筆記用具、タオル
●東京スカイツリー定点観測写真
※動きやすい服装・履物で参加
展２０１７
▽申込締切日 ８月 日㈭
▽日時 ９月１日㈮～３日㈰午前
▽申込み・問合せ 馬道地区健康
９時～午後５時（初日は午前
時から、
最終日は午後４時まで）
推進委員リーダー 堀内直人
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
☎０９０（３５７０）００７０
ャラリー
●竹町地区健康推進委員主催健康
▽問合せ 齊藤
学習会「 第 回 みんなで歌お
う！音楽会」
☎０８０（４１２８）６５２５
▽日時 ９月９日㈯午後１時
●馬道地区健康推進委員主催健康
学習会
「救命技能講習会」（要申込） ▽場所 台東一丁目区民館
▽問合せ 竹町地区健康推進委員
講習終了後、普通救命技能認定
リーダー 長谷川丈夫
証（自動体外式除細動器業務従事
☎（３８３３）５９５７
者）を授与します。
▽日時 ９月３日㈰午前９時～午 ●小島社会教育館指定管理者主催
後０時 分（午前８時 分から 「小島サークルフェスタ～あ！あの
さいさい
受付）
人が！下町っこは多士彩々 ～
▽場所 台東病院１階ホール
▽日時 ９月 日㈰
人（先着順）
▽定員
午前 時～午後３時 分

平成29（2017）年 8月20日
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!!

◇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

300

250

30

30

9月3～9日
10～16日
50
●こんにちは区長です（5分）Ａ ●UENO JAZZ INN '17 part2
B
●ニュースたいとう（15分） （40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

11

−
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−
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第 1187 号 （8）
広報

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。

