▽日時 ９月 日㈫、 月 日㈬
午後７時～９時
▽場所 ＡＰ東京丸の内日本生命
丸の内ガーデンタワー３階会議
室
（千代田区丸の内１ １ ３）
▽問合せ ＪＩＣＡ青年海外協力
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隊事務局
☎（５２２６）９８１３

会 員 募 集
●カラオケ「パラダイス会」
（初
心者・高齢者歓迎）
▽日時 火曜日（月３回）
午後１時 分～４時
▽場所 清川区民館ほか
▽会費 月額３千 円
入会金３千円
▽問合せ 宇佐見
☎０９０（２６２１）５１０３
わ ん す て っ ぷ
」
●カントリーダンス「 one-step
▽日時 木曜日（月１～２回）
午後２時～４時
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額１千円
▽問合せ 西本
☎０９０（８６４６）２３３８

▽特設電話
☎（３５０２）８２３９
▽問合せ 東京公証人会
☎（３５０２）８０５０
●オープンデータアイデアソンの
参加者募集
台東区は保有する情報をオープ
ンデータとして、区のホームペー
ジに公開しています。これを活用
し、テーマについてグループで意
見を出し合い、区の課題を解決す
るアイデアを発掘するイベントを
開催します。優れたアイデアをま
とめたグループには、記念品を差
し上げます。
▽日時
月 日㈯
午前９時～午後６時
▽場所 区役所 階会議室
▽定員
人（先着順）
▽テーマ ①全家族が「幸せな育
児生活」を選択できる ②元気
な地域産業と商店街の創造 ③
言葉のバリアフリーや異文化理
解による「おもてなし」
▽申込方法 「東京都オープンデ
ータカタログサイト」ホームペ
ージから申込み
月 日㈮午後
▽申込締切日時
５時
▽問合せ 東京都オープンデータ
アイデアソンキャラバン事務局
☎（５７７６）１２６６（土・
日曜日・祝日を除く午前９時～
午後５時）
東京都総務局情報通信企画部企
画課☎（５３８８）２５１８
28

10

●全国一斉！法務局休日相談所
月１日㈰午前 時～午
▽日時
後４時（受付は３時まで・予約
優先）
※講演会あり「遺言と相続につい
て」午前 時 分～ 時 分、
「未来につなぐ相続登記」午後
１時 分～３時
▽場所 九段第３合同庁舎 階
（千代田区九段南１ ２ １）
▽申込み・問合せ 東京法務局民
事行政調査官室
☎（５２１３）１３１９
●公証電話相談所を開設します
遺言や契約等の相談に応じます。
月１日㈰～７日㈯午前
▽日時
９時 分～正午、午後１時～４
時 分

10月の区役所 制作番組案内
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特別編成 15～17日
●台東区ジュニアオーケストラ 第37回定期演奏
C
会（20分）
特別編成 18～21日
●台東区上野の森ジュニア合唱団 第27回定期演
C
奏会（20分）
B

限らず、全ての事業者に関係のあ
る制度です。ぜひお越しください。
月 日㈪、 月１日㈬
▽日程
▽時間 午前 時～ 時 分
午後１時～２時 分
▽場所 台東区民会館９階ホール
※混雑状況により受講できない場
▽問合せ 浅草税務署法人課税第
合あり
一部門
※車での来場不可
☎（３８６２）７１１１㈹

●消費税軽減税率制度説明会（事
業者対象）
飲食料品等を取り扱う事業者に

15～21日※特別編成あり
●第10回 したまちコメディ映画祭in台東（20分）

22～28日
●第71回 台東区中学校連合陸上競技大会part1
B
（40分）

8～31日、11月1～4日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
29日～11月4日※特別編成あり
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●第71回 台東区中学校連合陸上競技大会part2
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ
B
（40分）
8～14日
特別編成 11月4日 正午～午後7時
B ●台東区議会 平成29年 決算特別委員会 総括質問
●第38回 台東薪（たきぎ）能（40分）

◇番組に対するご要望・ご感想を
○ 放送時間のご案内
お待ちしています。
A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時40分
▷問合せ 広報課CATV担当
《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
☎（5246）1041

※自動音声案内に従って②を選択

東京上野税務署法人課税第一部
門☎（３８２１）９００１㈹

10月1～7日※特別編成あり
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
B
●台東区産業フェア（20分）
●見たい知りたい文化財② 横山大観記念館（6分）C
●旧作品 皮革産業資料館紹介番組（14分）
午前9時46分
特別編成 6日 再 7日 午後1時～5時
●台東区議会 平成29年 第3回定例会 一般質問

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

療センター長）
▽場所・問合せ 三井記念病院
（千代田区神田和泉町１）
☎（３８６２）９１１１㈹
●ＪＩＣＡボランティア（青年海
外協力隊・シニア海外ボランティ
ア）募集
▽募集期間 ９月 日㈮～ 月１
日㈬
・体験談＆説明会

13

11

30

催しものなど

▽問合せ 東京藝術大学
☎（５７７７）８６００（ハロ
ーダイヤル）
●区民健康無料相談
月１日㈰
▽日時
正午～午後４時
▽場所 生涯学習センター１階
▽内容 身体の痛み相談、体力測
定、骨密度測定、足裏バランス
測定
▽問合せ 東京都柔道整復師会台
東支部 有賀

☎（３８７１）３９９３

30

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
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●第 回台東区合唱祭
月 日㈰午前 時 分
▽日時
▽場所 東京藝術大学奏楽堂（上
台東区町会連合会（黒田収会長）
８）
野公園
の定例会が９月７日に開催され、 ▽問合せ 高岩
次の件について区役所の担当課か
☎（３８５１）８６６９
ら説明があり、協力していくこと
●根岸社会教育館指定管理者主催
になりました。
「台東”まるごと体験“ ウオーク
台東区発足 周年記念式典につ
ラリー～下谷七福神めぐり～」
いて ほか６件
月 日㈰
▽日時
午前 時～午後０時 分
歳以上の方
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽費用
円
●東京藝術大学・台湾文化部主催
▽講師 台東区観光ボランティア
「台湾文化を後世に伝える 日
ガイド
-本
との違い」
▽場所・申込み・問合せ 根岸社会
▽日時 展覧会は９月 日㈬～
教育館☎（３８７６）２１０３
月４日㈬午前 時～午後５時
●福祉バザー（日用雑貨・食料品
、シンポ ・手芸品など）
（入館は４時 分まで）
ジウムは 月１日㈰午後０時
月 日㈰
▽日時
分～５時 分
正午～午後２時
▽場所 展覧会は東京藝術大学大 ▽場所・問合せ 浅草聖ヨハネ教
学美術館陳列館（上野公園
会（蔵前２ ７ ６）
８）
、シンポジウムは東京藝術
☎（３８５１）９５２１
ケ ア
大学美術学部中央棟第三講義室
●認知症を介護する
月 日㈯午後１時 分
▽日時
～２時 分（１時から受付）
▽講師 中嶋義文（認知症疾患医

平成29（2017）年 9月20日
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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。

