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区の世帯と人口（9月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,670 （+19）

人

195,655

口

（+5）
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10 月 26 日 木・27日 金

午前

10 時〜午後 5 時

都立産業貿易センター台東館7階、台東区民会館 8 階、花川戸公園

今回は、ビジネス向け展示商談会に加え、
一般の方向けに体験イベントを多数実施します。
区は販路開拓等に取り組む意欲的な事業者を支援し、
台東区ブランドを区内外に発信しています。
ぜひ、お気軽にお越しください。
▷問合せ 産業振興課地場産業担当
☎（5246）1143

〜体験イベント等多数実施！どなたでもご参加ください！〜
伝統工芸実演

ワークショップ、工場見学ツアー

販売コーナー

セミナー（要申込）

伝統工芸品をつくる工房に来たか
のように、間近で作業がご覧いた
だけます。

雑貨等の製作体験ができるワークショッ
プや、浅草周辺の革製品等のショップ・
工房などを巡るツアーなどがあります。

革製品・アクセサリーをはじめとす
る台東区の地場産業企業の製品を
花川戸公園で販売します。

●「新しい市場・顧客づくり～東京・
台東のものづくりの魅力発信法」
（予定）
日時 10月26日㈭
午後3時～4時30分
講師 中村智彦氏（神
戸国際大学経済学部
教授）

●「五輪で飛躍 ジャポニズム産業
の核は下町にあり」
（予定）

※事前予約が必要なプログラムあり。詳しくは、台東
区産業フェア2017ホームページをご覧ください。

日時 10月27日㈮
午後1時～2時30分
講師 西村晃氏（経済
評論家）

同時開催「東京くらしのフェスティバル～ライフデザイン商談会～」

都内中小企業等による、東京生まれのくらしを彩る優れた商品が一堂に集まる展示商談会です。▷主催・問合せ（公財）東京都中小企業振興公社☎（3251）7897

知っておきたい薬の知識

13 たいとう栄養士会

パッククッキングに挑戦しよう！

みんなで築こう 人権世紀

26 台東区選挙管理委員会

選挙について考えてみよう！

27 台東区交通対策課／上野警察署

自転車走行のルールやマナーを学びましょう！

28 台東区危機・災害対策課

見つめなおそう！「我が家の防災計画」

33 台東区建築課構造防災担当

地震に備えましょう！耐震化助成を行っております

34 台東区消費生活サポーター

こんにちは

35 台東区消費生活センター

あなたの生活に潜む危険
～家庭内にある機器類を安全に使いましょう～

日㈯

32 台東保健所生活衛生課愛護動物管理

台東区 命のバトンプロジェクト
～動物の殺処分数の削減を目指して！～

月

ノロウイルス予防はトイレから

問合せ

くらしの相談課消費者担当（区役所9階⑦番）
１１39
☎（５２４６）
１１４４ FAX （５２４６）

私たち「消費生活サポーター」です

各40人程度（先着順）※各回とも定員に余裕がある場合は当日参加可

31 台東保健所生活衛生課食品衛生

申込方法 催し名・住所・氏名・電話（ファックス）番号を電話かファックスで下記問合せ先へ

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

日㈮

25 台東地区人権擁護委員会

月

くらしと行政相談

定員

台東保健所生活衛生課

24 特設行政相談所

出前寄席 落語で学ぶ消費者トラブル 立川平林氏

30 台東保健所生活衛生課医務薬事衛生

10 午前11時30分～ 老化のサインとその予防のお話＆こ 台東区介護予防・地域支援課
正午
ろばぬ先の健康体操
ころばぬ先の健康体操サポーター
13
消費者団体による手作り教室 ①手
①②台東リサイクルネットワーク
午後1時30分～ 拭いでティッシュケース ②アクリ
③みどりの会
ル毛糸でたわし ③古布で根付 ④
2時30分
④コープみらいひろば台東
納豆パックでフレーム

ささえあう 人と社会と 地域の輪

午後1時30分～
2時30分

消費生活サポーター

務所

民話の会 たいとう

23（社福）台東区社会福祉協議会

午前10時30分～
食品香料（フレーバー）の世界
10 11時10分
午前11時30分～
14
消費者クイズ大会
正午

台東区清掃リサイクル課／台東清掃事
字のみ ̲H29
10×
W 240̲ ドコモショップ独自広告正しいごみと資源の分け方・出し方
̲ 浅草橋店 ̲ 広報たいとう

実施団体・講師

内容

ていねいに仕上げてカタチへ
～感性の織り さをりとレザーのコラボ～

回台東区消費生活展

12 (一社)下谷薬剤師会

日時

22 台東つばさ福祉会 すてっぷつばさ

第

職人の技を身近に感じて下さい。「台東区の伝統工
芸品」

午前10時30分～
台東区に伝わる民話の語り
11時15分

シルバー人材センターの取り組みを紹介

「

11 台東区伝統工芸振興会

▲物産販売の様子

21（公社）台東区シルバー人材センター

くらしのちえいっぱい
～発見しよう くらしのヒント～」

知って安心 ガスのある暮らし

気につながる取り組みを推進して

8 東京ガス㈱東部支店

いきます。

知ってほしい！みんなにやさしいおもちゃのヒ・ミ・
ツ

の愛着を一層深めていただけるよ
うな記念事業を展開し、区民の皆

7 ㈱バンダイ プロダクトマネジメント部

はじめに

再生可能エネルギー100%の供給をめざして

▲消費者団体による手作り教室

▽対象 おもちゃ、絵本、児
区内の消費者団体や生活関
童図書（ぬいぐるみ、ゲー
連団体など 団体が参加し、
体験・クイズ等を通し、くら
ムソフト、ＣＤ、ＤＶＤは
しに役立つ情報を発信します。
除く）
姉妹都市の宮城県大崎市・友
※破損や故障しているもの、

楊枝でさせる「トレー」資源回収に御注意

6 パルシステム東京台東

今後の区政運営について

5 みどりの会

様、地域の方々とともに、 年の
歳月の中で築き上げてきた強固な

エシカル消費ってどういうこと？

●イベントコーナーの催し

台東区立の文化施設のご紹介

好都市の福島県会津美里町の
持ち帰りが困難なものなど
関係団体による郷土の紹介や
は、受付けられません。
月 日㈫～
特産物の販売、出前寄席や手
▽事前持込
日㈭に下記問合せ先へ
作り教室等の催しがあります。
※事前持込時には、交換でき

4 コープみらいひろば台東

ません。
●小・中学生消費者標語コン
クール
小学４年～中学生を対象に、
お金やインターネットの使い
方などをテーマに募集した消
費者標語のコンクールを開催
します。会場で投票をお願い
します。

うき！うき！米ぬか生活

また、ペットボトルキャップ、
使用済切手の回収も行います。
月 日㈮、 日㈯
▽日時
午前 時～午後４時（ 日
は３時 分まで）
▽場所 区役所 階
●おもちゃの交換会
家で眠っているおもちゃを
別のおもちゃと交換（１人２
点まで）できます。

MOTTAINAIを考える
～食品ロス、半分は家庭から！～

▲会場の様子

20（公財）台東区芸術文化財団

10

10 東京都米穀小売商業組合台東支部

14

3 台東リサイクルネットワーク

14

生ごみをもっと少なくしてみましょう

来年は、江戸から明治へと時代
が変わり、
「東京」が誕生して、
年の節目の年にあたります。
信頼の絆を礎にして、台東区政の
東京２０２０オリンピック・パ
さらなる成長・発展を目指して取
ラリンピック競技大会の開催を控
り組んでいきます。
え、本区には国内外からさらに多
都市交流について
くのお客様が訪れることが予想さ
れます。
本年は、日本・デンマーク外交
「花の心プロジェクト」をさら
関係樹立 周年にあたります。デ に推進し、東京都や地域の商店街
ンマーク・グラズサックセ市と姉 とも連携して、四季折々の花で飾
妹都市提携を結ぶ本区では、浅草 られた、うるおいのあるまちづく
文化観光センターでの「隈研吾小 りを進め、「花の心」で多くの方々
さな建築展」や東京国立博物館平 をお迎えします。
成館での演奏会の開催など、様々
そして、何よりも最大のおもて
な交流推進事業を実施しています。 なしは、だれもが「安全・安心」
また、４月に姉妹区提携 周年 を感じられるまちであることと考
を迎えた墨田区と観光分野での連 えています。
携をさらに深め、東京２０２０オ
観光バス対策では、新たな待合
リンピック・パラリンピック競技 所を整備し、受入環境を充実する
大会に向けた、より効果的な観光 ほか、 月からは「東京都台東区
公共の場所における客引き行為等
振興に努めていきます。
新たな取り組みとして、７月に の防止に関する条例」を施行し、
千束通商店街に開設した「ふるさ 引き続き区民の皆様のご協力をい
と交流ショップ台東」では、
姉妹・ ただきながら、だれもが安全で安

暮らすことができるよう、安全・
安心の確保や、区民福祉の向上を
図り、
「躍進台東 新しい台東区」
の実現に向けて、全力で区政運営
に邁進してまいります。

し、待機児童対策など子育て支援
の充実に努めていきます。
今後も、区民の皆様が健やかに

友好都市や本区と連携する都市が、 心して過ごすことができるまちづ
観光情報のＰＲのほか、それぞれ くりを進めていきます。
また、
「忍岡こども園」や、区
の地域の地酒や銘菓、工芸品等の
有地を活用した緊急保育室を開設
特産品を販売し、多くの来店者で
にぎわっています。
これも、千束通商店街の関係者

をはじめ、地域の皆様の多大なる
ご支援、ご協力の賜物であり、心
より感謝申し上げます。
今後も、これまでの交流事業の
成果を活かしつつ、区民と国内外
の様々な都市の皆様が相互理解を

(一財)関東電気保安協会 電気安全出張
9
電気を正しく安全に使いましょう
相談コーナー

13

2 つくし生活学校

10

10

35

10

10

電力自由化から1年余 電気をどう選びましたか？

台東区には、時代が移り変わる
中でも、人々の心意気によって守
り抜かれた、歴史と伝統に根付い
た有形無形の財産が数多く存在し
ます。昨年、世界文化遺産に登録
された「国立西洋美術館」は、ま
さにその一つであり、将来の世代
に着実に継承していかなければな
りません。
そして、先人達が築き、守り受
け継いできた歴史と文化を区民の
皆様とともに再認識し、まちの魅
力をより一層高めていくことが重
要であると考えています。
私は、区民の皆様が本区への愛
着と誇りを持ち、心豊かにいきい
きと暮らし続けられるまち、多く
の方に訪れてみたいと思っていた
だけるまちの実現を目指してまい
ります。

台東区発足 周年記念
事業について
本区は、区議会や区民の皆様と
手を携え、ご支援、ご協力をいた
だきながら、区制発足 周年を迎
えました。
月 日には、浅草公会堂にお
きまして、
「台東区発足 周年記
念式典」を行い、地域の発展と福
祉向上に多大なご貢献をいただい
た方々に敬意を表し、その功績を
称え、感謝を申し上げたいと思い
ます。

宮城県大崎市の安全安心な特産品をどうぞ！

17 姉妹都市 宮城県大崎市

金融トラブルに巻き込まれないで！悪質な投資勧誘
にご用心！

15 財務省関東財務局東京財務事務所

10

42
テーマ
団体名

30

1 新日本婦人の会台東支部

70

40

深める機会を創出するとともに、
さらなる地域の活性化、まちの元

広告

70

150

29

70

70

12
NPO法人つなぐ台東 たいとう第四福
「つなぐパン」プチパンセットの販売
祉作業所
14

22

今後も、区民の皆様に、本区へ

●参加団体一覧

平成 年第３回区議会
定例会 区長発言 〈要旨〉

平成29（2017）年 9月20日

150

10
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16 東京都産業労働局金融部貸金業対策課 ヤミ金融は犯罪です！！

友好都市 福島県会津美里町（21八木
18
安全で美味しい会津の農産物販売
沢生産組合）

（公財）台東区産業振興事業団（産業
19
皮革産業の振興
研修センター）

広報

お知らせ

▽記念品交換場所 浅草文化観光
センター、産業観光プラザすみ
だまち処（墨田区押上１ １
２）
、吾妻橋観光案内所（墨田
区役所２階）
※全 作品を撮影した方には、台
東区立文化施設４館（下町風俗

で、マッサージ（ 分程度）
・はり
・きゅういずれかの施術を受けら

れる利用券を差し上げます。
▽対象 ９月 日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年９月 日
以前生まれ）の方
▽配布枚数 １人年間２枚

歳以上高齢者世帯生活
調査を実施します

給付担当（区役所２階⑤番）
☎（５２４６）１２２２

（健康保険証等）
、印鑑を左記問
合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課総合相談・

資料館・一葉記念館・朝倉彫塑 ▽利用場所 台東区三療師連合会
に所属する利用券取扱場所
館・書道博物館）共通入館券と
年 月 日㈯
墨田区の循環バス１日乗車券 ▽利用期限
（先着 人）
もプレゼントします。 ▽申込方法 本人確認できる物
※詳しくは、区役所１階台東アー
トギャラリー、浅草文化観光セ
ンター、区民事務所・同分室、
地区センター、図書館等で配布
するチラシかＧＴＳ観光アート
プロジェクトホームページをご
覧になるか左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１１５３

高齢運転手の皆様へ
～ 免 許 返 納を考えてみま
せんか～

高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられるよう、３年
に１回、民生委員の協力により実
態調査を行っています。
調査結果は、個人情報として秘
密を厳守し、高齢者福祉施策推進
の目的以外に利用することはあり
ません。調査へのご協力をお願い
します。
月〜 年２月
▽調査期間
歳以上で介護サービス
▽対象
を利用していない方
▽調査方法 担当地区の民生委員
が訪問か電話で、生活状況や緊
急連絡先等を調査
▽問合せ 介護予防・地域支援課
地域支援担当
☎（５２４６）１２２５

介護サービスの利用料の
一部が軽減されます

住費（滞在費）を全額免除します。 ▽対象 区内在住でストマ用装具
▽対象 次の全てに該当し、区が
を使用している方
生計困難と認めた方 ①世帯全 ▽費用
年度の特別区民税の所
得割額に応じて自己負担あり。

員の住民税が非課税 ②世帯の
前年の収入（仕送りや手当、非
課税年金等を含む）が、単身世

帯で 万円以下（世帯員が１人

増えるごとに 万円加算） ③
世帯の預貯金等の額が、単身世

帯で 万円以下（世帯員が１人
増えるごとに 万円加算） ④
自宅以外に活用できる資産（土

地や家屋等）がない ⑤負担能
力のある親族等に扶養されてい
ない ⑥介護保険料を滞納して

いない
▽対象サービス 訪問介護・通所
介護・短期入所生活介護、特別
養護老人ホームにおける施設サ
ービス等
▽申込み・問合せ 介護保険課給
付担当（区役所２階③番）
☎（５２４６）１２４９

介 護 慰 労マッサー ジ券 ま
たは食 事 券 を支 給してい
ます

▽対象 区内在住で、要介護４ま
たは５の寝たきりの高齢者を、
常時在宅で介護している家族等
▽支給内容 マッサージ券、食事
券（いずれも３千円相当、どち
らかを選択）
▽申込方法 介護保険証を左記問
合せ先へ持参
※支給は年度に１回

▽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

非課税世帯は無料。
※前年度所得超過で助成を受けて
いない方でも、 年度の税額に
より対象となる場合があります。

※障害者紙おむつ購入補助券の更
新申請は 月から受付けます。
▽申請方法 身体障害者手帳、印

鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）

☎（５２４６）１２０１

心身 障 害 者 福 祉タクシー
券・燃料費（ガソリン代）
助成をご利用ください

▽対象 身体障害者手帳上肢１級、
下肢・体幹・内部機能障害１～
３級、視覚１ ２級、愛の手帳
１ ２度の方
▽所得限度額 左表のとおり（
歳以上の方は本人所得、 歳未
満の方は扶養義務者の所得）

※現在、所得超過でタクシー券、
燃料費助成を受けていない方は、
年中の所得が限度額以内であ
れば、 月から申請できます。
▽助成額 タクシー券は月額３千

円、燃料費は月額２千 円
（タクシー券か燃料費のどちら
かを選択）

▽申込方法 障害者手帳、印鑑を
左記問合せ先へ持参
※燃料費助成は必要書類が複数あ
るため、事前に左記へお問合せ
ください。
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）

☎（５２４６）１２０３

【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。

清水充子氏
☎（３８３１）７５９８
・特設行政相談所を開設します

～４時（受付は３時まで）

中央図書館浅草橋分室か
らのお知らせ
空調機改修工事に伴い左記の期
間は、図書館３階の立入りができ
なくなります。工事期間中は騒音
や振動で、ご不便をおかけします
が、ご理解・ご協力をお願いしま
す。
※詳細が決まり次第、図書館ホー
ムページでお知らせします。
月上旬～ 月中旬
▽期間
▽問合せ 中央図書館分室担当
☎（５２４６）５９１１

ＧＴＳ 観 光 ア ー ト ラ イ ン
を 巡 る フォト ラ リ ー ２ ０
１７

区内在住の満 歳以上で、運転
免許証を自主返納した方に、左記
の記念品を差し上げます。
▽記念品
・台東区循環バス「めぐりん」専
用回数券（ 回分の乗車券）
・区立文化施設４館共通入館券
▽申請方法 東京都公安委員会発
行の「申請による運転免許の取
消通知書」か「運転経歴証明書」
を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 交通対策課（区役所５
階②番）
☎（５２４６）１２８８

ス トマ 用 装 具（ 蓄 便 袋・
蓄 尿 袋・紙 おむつ）給 付
券の更 新 申 請 を 受 付 けま
す

月～ 年３月分の申請を９月
下旬から受付けます。
継続して利用する方は、申請が
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東京五輪音頭 ２０２０
の 楽 曲 Ｃ Ｄ を 貸 出 し てい
ます

０大会に向けて機運を醸成でき
る団体等
▽貸出しする物 楽曲ＣＤ（歌詞

▽対象 地域のお祭り、イベント
等でＣＤを活用し、東京２０２

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
カード含）
、振り付けシート
▽申込方法 ＣＤ貸出し希望申込
書（区ホームページからダウン

「協働事業提案制度」
公開プレゼンテーション

▽対象 区内在住か在勤の方
・定例行政相談
▽日時 第２ ４木曜日午後１時

なる基本構想を策定しています。
策定にあたり、第２ ３回基本
構想策定審議会を開催します。

▽問合せ 東京オリンピック・パ
ラリンピック担当
☎（５２４６）１２５９
（５２４６）１０１９

傍聴希望の方は、電話で左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児

台 東区 基本 構 想 策 定 審 議
会を開催します

▽日時
月 日㈮・ 日㈯午前
時～午後４時（ 日は３時
分まで）
▽場所 区役所 階会議室（消費
生活展会場内）
30

▽場所 区役所１階区民相談室
ロード可）に必要事項を記入の
※東京行政評価事務所「行政苦情
上、ファックスで左記問合せ先
番」でも相談に応じます。
へ
※貸出し枚数には限りがあります。 ☎０５７０（０９）０１１０
▽問合せ くらしの相談課区民相
談室☎（５２４６）１０２５

・各５人）
▽日時 ①第２回 月 日㈮午後
７時 ②第３回 月 日㈬午後
７時
▽場所 ①生涯学習センター 研
修室 ②台東保健所３階大会議
室
▽申込締切日 ① 月 日㈬（託

月 日㈪～ 日㈰は行
政相談週間です

年金・保険・福祉など、国や特
殊法人の仕事に関する苦情や意見
は、行政相談委員にご相談くださ

福祉
（高齢・障害）

生活保護受給者で特別養護老人

軽減制度に協力する事業所のサ
ービスを利用した場合、介護サー
ビス費の利用者負担および食費・
居住費（滞在費）の４分の１（老
齢福祉年金受給者は２分の１）を
軽減します。

20

−

高 齢 者マッサー ジサー ビ
ス 利 用 券の 申 込みを 受 付
けています

20

※世帯状況に応じて各
種控除が受けられる
場合があります。

200

（託
児は 日㈮） ② 月 日㈪
地域活動団体等から協働事業の
児は 日㈫）
提案を募集し、提案団体によるプ
▽申込み・問合せ 企画課
レゼンテーションを開催します。
☎（５２４６）１０１２
見学希望の方は、左記問合せ先へ
お申込み（区ホームページからも
今年 月に自動交付機の
申込可）ください。
稼働が終了します
月 日㈬午後１時 分
▽日時
自動交付機稼働終了後、住民票 ▽場所 台東区社会福祉協議会
の写しと印鑑登録証明書は、区役 ▽定員
人（先着順）
所、区民事務所・同分室の窓口か、 ▽問合せ 区民課協働・多文化共
マイナンバーカードを使用して全
生係☎（５２４６）１１２６
国の主なコンビニエンスストアで
取得できます。特に土・日曜日や
夜間のご利用が見込まれる方は、
コンビニエンスストアでの取得が
便利です。ぜひマイナンバーカー
ドの申請をご検討ください。

※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
ールセンター（通話料無料、土

い。
・行政相談委員
麻生勝重氏
☎（３８３１）３２９４
安井高明氏
☎（３８３１）８８５８
深井喜代子氏

必要です。

398万4千円

15

ホームの個室を利用する方は、居

1人

・

2人目以降
38万円加算
1人につき

−

利用券１枚につき１千円の負担

360万4千円

31

29

10

0人

10

50

100

30

19

3

30

150

15

30

10

10

東京スカイツリーと浅草を環境
アート作品で結ぶ「ＧＴＳ（藝大
・台東・墨田）観光アートライ
ン」を巡り、 作品のうち４作品
以上を撮影した方に、藝大デザイ
ンオリジナルランチトートバッグ
をプレゼント（先着１千人）しま
す。
月７日㈯～ 月５日㈰
▽期間
午前 時～午後５時
※ランチトートバッグがなくなり
次第終了

扶養人数 所得限度額

・

28

500

75

10

110

73

75

−

30

350

30

301

12

−

22

☎（３８２１）５３１９

10

20

65

11

13

10

14

14

11

11

18

1 20

・

12

10

11 10

10 10
30 18

15

10

10

10

FAX

10

・

20

−

16

24 13

12

・日曜日・祝日を除く午前８時
分～午後５時 分、水曜日は
午後７時まで、第２日曜日は午
前９時～午後５時）
☎０１２０ ００２３５１
30

100
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住宅
まちづくり
年 度 高 齢 者 住 宅（ シ ル
バーピア）入居者 募 集

環境
リサイクル
びんの出し方に注意して
ください

公園ビオトープで育てている、無
農薬田んぼの稲の成長なども紹介
しています。
▽ツイッタ―アカウント
＠ mawarunn
▽問合せ 環境ふれあい館ひまわ
り☎（３８６６）２０１１

子育て・教育

▽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

相談に専門カウンセラーが応じま
す。
▽日程・場所 ① 月 日㈬・浅
草保健相談センター ② 月
日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 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

▽対象 区内に住民登録があり、
年４月に中学校に入学する児
童と保護者
▽選択できる学校 区立中学校全
７校
月上旬に対象者へ
▽選択方法
学校選択票を郵送します。必要
事項を記入し、左記問合せ先へ
郵送か持参してください。
※期限内に学校選択票が未提出・
希望校が未記入の場合は、通学
区域の学校を指定します。
▽選択状況 中間選択状況は 月
上旬、最終選択状況は 月中旬
に、小学校を通じて通知および
区ホームページと左記問合せ先
で公表します。
月上旬～中旬
▽選択校の変更
の変更受付期間内に限り変更可

年４月に中学生になる
皆さんへ
月上旬に学
校選択票を郵送します

☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

24

※最終選択状況で入学可能者数を
上回る見込みとなる学校は、
月上旬に抽選を実施する場合が
あります。
年１月上旬に就
▽就学通知書
学通知書を郵送します。必要事
項を記入し、指定された中学校
に提出してください。
▽問合せ 学務課（区役所６階②
番）
☎（５２４６）１４１２

健康

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。
▽日程 ① 月 日㈫ ② 日㈭
③ 日㈫
▽時間 午後２時 分～４時
▽場所 ①金杉区民館下谷分館
②上野区民館 ③福祉プラザ台
東清峰会
▽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
域支援課介護予防担当
☎（５２４６）１２９５

日本脳炎の予防接種はお
済みですか

月 日㈫～ 日㈪「く
すりと健康の週間」に合
わせて無料薬事相談を行
います

●薬局・薬店による相談期間・場
月 日㈫～ 日㈪・
「無料
所
薬事相談」のポスターが掲示さ

10

れている区内の薬局・薬店
▽対象 国民健康保険または後期
高齢者医療制度の加入者

▽相談内容 使用中の薬や家庭常
備薬、救急医薬品等の使用・取
り扱い方法など

●街頭相談日時・場所
・ 月 日㈮午後１時～３時、
日㈯午後１時～３時 分
区役所 階
・ 月 日㈯午後２時～４時 分
生涯学習センター１階アトリウ
ム
※薬の相談のほか、健康チェック
なども行います。
▽協力 下谷・浅草薬剤師会
▽問合せ 国民健康保険課庶務係
☎（５２４６）１２５１

９月 日㈰～ 日㈯は結
核予防週間です

上続く場合は、早めに内科や呼

か条 ①年に１回、健康診断等で
胸部レントゲン検査を受ける
②咳・たん等の症状が２週間以

りますが、早期発見すれば、通院
で治すことができます。
・結核予防・早期発見のための４

の咳等で飛散した結核菌を、周り
の方が吸い込むことで感染、発病
します。誰もがかかる可能性があ

た都内では働き盛りの世代の患者
が多いのが特徴的です。会社や学
校・保育園等において集団感染の
報告もみられています。結核患者

結核は過去の病気と思われがち
平成 ～ 年度にかけて、国か ですが、現在でも都内では年間約
らの通知により予診票の郵送を中 ２千 人、台東区内では年間約
止していたため、平成 年４月１ 人の方が新たに発病しています。
日までに生まれた 歳未満の方は、 日本では高齢の患者が多く、ま
接種回数（全４回）が不足してい

る可能性があります。
対象年齢に該当し不足分のある
方には、予防接種予診票を発行し

ます。
▽申込方法 次のいずれかで申込
み ①台東保健所保健予防課か
浅草保健相談センターへ母子健
康手帳を持参 ②電話で左記問
合せ先へ（母子健康手帳の接種
記録を確認します。
）
区内協力医療機関
▽実施場所
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

吸器科を受診する ③日ごろか

らバランスの良い食事をとり、
規則正しい生活を心掛ける ④
乳幼児はＢＣＧ予防接種で結核
の重症化予防をする（定期予防
接種の期間中〈１歳の誕生日の

前日まで〉は、無料で接種でき

ます。生後５～８か月の間の接
種がお勧めです。
）
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７６

インフルエンザ予防接種
費用の一部を助成します

・高齢者
▽対象 区内在住で次のいずれか
に該当する方 ① 月 日現在、
満 歳以上（予診票は満 歳の
誕生日を過ぎないと使えませ
ん） ②接種日現在、満 歳以
上 歳未満で、心臓・腎臓・呼
吸器障害またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能障害があ
り、身体障害者手帳１級
月１日㈰～ 年１
▽接種期間
月 日㈬
区内協力医療機関
▽接種場所
（要予約）
▽自己負担額 ２千 円（生活保
護受給世帯・住民税非課税世帯
の方は無料）
・子供
▽対象 区内在住で平成 年４月
２日～ 年７月１日生まれの子
供（予診票は生後６か月以上に

ならないと使えません）
月１日㈰～ 年２
▽接種期間
月 日㈬
▽接種場所 区内協力医療機関

29

▽募集戸数 単身用 戸、２人世
びんは週１回の資源回収日に収
帯用４戸
集しています。びんを出す際はキ
▽間取り １ＤＫ～２ＤＫ、浴室、 ャップをはずし、中を水洗いして
トイレ、台所
から出してください。
▽予定使用料（月額） １万７千
はずした金属製のキャップ、洗
っても汚れの落ちないびん、哺乳
瓶、グラス類等は「燃やさないご
み」に出してください。

白熱電球とＬＥＤ電球を
交換できます

▽問合せ クール・ネット東京コ
ールセンター
☎０５７０（０６６）７００

浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

子育て心理相談
「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

65

育児相談・とことこ育児
相談

円～４万７千 円（居室面積
・収入額等で異なる）
▽共益費（月額） １千円

東京都では家庭で使用中の白熱
電球２個以上と、ＬＥＤ電球１個
を参加協力店で交換するとともに、
省エネのアドバイスを行う事業を
実施しています。
歳以上の都民
（１人１回）
▽対象
▽交換方法 本人確認書類を持参
のうえ、参加協力店へ
※詳しくは、クール・ネット東京
ホームページをご覧になるか左 ▽内容 身体測定・保健師等によ
る相談
記へ

※会社やお店から出るびんで、排
出量が少量の場合は、区の収集
に出すことができます。袋に入
れ、容量に応じたごみ処理券を
貼って出してください。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８

▽敷金 使用料の３か月分
▽主な申込資格 次の全てに該当
する方 ①区内に継続して３年
以上居住する 歳以上のひとり
暮らし、または 歳以上のみの
２人暮らしで、被扶養者になっ
ていない ②独立して日常生活
を営むことができる ③本人名
義で賃貸借契約を締結している
（持ち家の方は除く） ④立ち退
き要求を受けている、収入の半
分以上か、単身で月額５万円以
上、２人世帯で８万５千円以上
の家賃を払っている、または保
安上危険な住宅や衛生上有害な
住宅に居住している等 ⑤ 年
中の所得が単身で 万８千円以
内、２人世帯で 万８千円以内
⑥暴力団員でない
▽選考 有資格者対象の公開抽選
▽募集のしおり・申込書配布場所
区役所５階⑩番住宅課・１階戸
籍住民サービス課、区民事務所
・同分室、地区センター、老人

環境ふれあい館公式ツ
イ ッ タ ー「 ま わ る ん 」 を
ご利用ください

台東区環境課普及啓発・みどり
担当☎（５２４６）１２８１

年間を通してさまざまな公募型
イベントや、日常プログラムのお
知らせをしています。また、精華

31

65

60

14

30

80

30

10

23

23

30

30

17

17

13

10

14

26

65

10

30

18

11

11

10

24

30

14

（要予約・予診票は区内協力医
療機関でのみ使用可）
▽助成額 １回２千 円（２回ま
で・接種料は医療機関によって
異なり、差額は自己負担）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※対象者には予診票を送付します。
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

30

19

12

500

300

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
10月3日㈫午前10時～11時
谷中区民館
10月5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）
10月11日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
10月13日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
10月19日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
10月20日㈮午前10時～11時
今戸児童館
●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
10月18日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
10月24日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

30

10

11

24

30

20

10

23

10

31

17

65

31

28

18

10

10

500

10

21

23

28

11

11
12

256

11

10

30

23

900

65

294

10

30

30

200

福祉センター、老人福祉館、地
域包括支援センター（区ホーム
ページからダウンロード可）
月２日㈪～ 日㈬
▽申込方法
に配布する申込書に記入し郵送
月 日㈬までの
▽申込締切日
消印で、 日㈮到着分まで有効
▽問合せ 住宅課
☎（５２４６）１２１３
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65

10

13

30

第 1189 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

30

11

5階

3階

※NO LIMITS CHALLENGE
（車いすテニス・陸上競技）

※東京都主催の障害者スポーツ体験会

2階

午前9時30分～正午

午後0時30分～3時30分

硬式テニス

ソフトテニス

1階

弓道

アーチェリー

ビーチボール

バレーボール

テコンドー

バウンドテニス

フェンシング

親子ビクス

柔道

少林寺拳法

ダンススポーツ

太極拳
フラダンス
簡単エクササイズ

空手道

剣道

バドミントン

バスケットボール

トレーニング場の無料開放（高校生以上）

地下1階

卓球
相撲

30

40

スポーツひろば

▽出演 ビックボーイズ、中津川弦

輪投げ

午後0時30分～3時30分

28

▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

4階

ストラックアウト

午前9時30分～正午

午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）

午後0時30分～3時30分

▽定員

●無料開放
水深80センチメートル
午前9時～11時30分
プール
水深120センチメートル
正午～午後9時
プール

笑 っ て 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

月 日㈬

●体育館
時間・種目
場所

応急手当救急法
（応急手当や救急法の実演や指導）
※NO LIMITS CHALLENGE
（車いすテニス・陸上競技）

▽日時
10

ⓒBANDAI

簡易体力測定（握力、上体起こし、長
座体前屈、反復横とび、立ち幅跳び）
50メートル走記録測定
ウオーキング講習

女性医師による女性のた
めの健康相談 「婦 人 科 」
（予約制）

午前9時30分～正午

庭球場

11

台東くんも
遊びにきます
！

台東リバーサイドスポーツセンター

●テニスコート
時間・種目
場所

10

ご持参ください！
！

●オリンピアンイベント（要予約）
アテネオリンピック 200メートル個人メドレー 6位入賞の森隆弘氏が水泳指導・お
手本泳を行います。 日時 10月9日㈷午前9時～午後4時 対象 区内在住か在勤・在学
で①子供レッスンは小中学生、②大人レッスンは高校生以上の方 内容 お手本泳、
子供泳法レッスン（クロール、平泳ぎ・各50人〈先着順〉
）
、大人レッスン（クロール、
背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ・各30人〈先着順〉
）※時間・レッスン等、詳しくは区
ホームページをご覧ください。 講師 森隆弘氏、台東区水泳協会、野村不動産ライフ
＆スポーツ 場所・申込み・問合せ 清島温水プール☎（3842）5353（10月2日㈪は休
▲森隆弘氏
館日のため受付けできません。
）

フィールド

30

ます。 日時 10月9日㈷午前9時10分（開 変更する場合あり 持ち物 運動できる服
会式）～午後3時30分 場所 台東リバー 装、運動靴（体育館利用時は室内履き）
サイドスポーツセンター、清島温水プ 問合せ スポーツ振興課
体育館は室内履きを
ール※天候等により、内容は予告なく ☎（5246）5853

清島温水プール

トラック

▽日時
月 日㈬
午後２時 分～４時 分（１人
分程度）
▽場所 台東保健所４階

30

▽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

10

第 1189 号

20

たいとうスポーツフェスタ2017 ～今年も！来て見てふれて体育の日！～

子供から高齢者まで楽しめるさまざま
なスポーツを無料で体験できます。今
年もスタンプラリーを開催します。5種
目以上参加した方に記念品を差し上げ

●陸上競技場
時間・種目
場所

▽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

40

10

献血にご協力を

10

病気やけがで血液を必要とする
多くの方のために、献血への温か
いご理解とご協力をお願いします。
月 日㈪
▽日時
午前 時～午後４時
▽場所 区役所正面玄関前
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

11

乳がん検診を受けましょ
う

台東区発足70周年記念事業

対象者には受診チケットを送付
しました。
（４～ 月生まれの方
には４月末、 ～３月生まれの方
には８月中旬に送付しました。
）
▽対象 今年度偶数年齢になる
歳以上の女性
▽検診内容 問診およびマンモグ

ラフィ
▽受診場所 永寿総合健診・予防
医療センター、鶯谷健診センタ
ー、浅草病院、検診車（区役所

正面玄関前、台東リバーサイド
スポーツセンター前）
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４８１

（5） 平成29（2017）年 9月20日

●金竜小・ソフトテニス初心者教室
学生以上の方 持ち物 運動できる服装、厚手のバスタオル、室内履き、飲み物、
3回）午後4時～6時（4時受付）
日時 11月6日 ㈪・9日 ㈭（ 全2回 ） 午 場所 上野小学校2階校庭 対象 区内在 室内履き、飲み物、タオル※更衣室なし、タオル※子供を連れての参加不可、更
保険は各自任意で加入 申込方法 当日 衣室なし 申込方法 参加費を添えて①
後7時20分～8時40分（7時10分受付） 住か在勤・在学の高校生以上の方
場所 金竜小学校校庭 対象 区内在住か 定員 15人（先着順） 持ち物 運動できる 現地で申込み
か②へ ①10月11日㈬午後7時15分～
在勤・在学の中学生以上の方
服装、飲み物、タオル、ラケット（貸出 ●田原小・ヨガ教室 日時 11月15日～ 8時15分・ 田原小学校3階体育室 ②
持ち物 運動できる服装、
運動靴、タオル、あり）※更衣室なし、保険は各自任意 12月20日の水曜日（全6回）午後7時 10月12日㈭～11月10日㈮・スポーツ
飲み物、ラケット（貸出あり）※保険 で加入 申込方法 電話か直接右記問合 15分～8時30分（7時受付） 場所 田原 振興課（生涯学習センター5階、土・
は各自任意で加入 申込方法 電話か直 せ先へ 申込期間 10月2日㈪～27日㈮
小学校3階体育室 対象 区内在住か在 日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）
申込期間
接右記問合せ先へ
勤・在学の中学生以上の方 定員 30人 ◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
10月2日 ●浅草中・バレーボール体験教室
日時 10月16日㈪午後7時～8時45分（6 （先着順） 講師 伊藤純子氏
※学校行事により変更･中止になる場
㈪～27日㈮
合あり 問合せ スポーツ振興課
●上野小・硬式テニス初心者教室
時50分開場） 場所 浅草中学校 4階体 費用 1,500円（6回分・保険料含む）
日時 11月11日㈯・18日㈯・25日㈯（全 育館 対象 区内在住か在勤・在学の中 持ち物 運動できる服装、ヨガマットか ☎（5246）5853

区民体育祭
対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しくは、大会要項（下記問合せ先で

配布、区ホームページからダウンロード可）をご覧ください。
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
日を除く午前9時～午後5時）☎（5246）5853
種目
ライフ
ル射撃

日程
10月22日
㈰
11月5日
㈰
10月29日
㈰
10月29日
㈰
11月12日
㈰

場所
費用
申込締切日時
埼玉県長瀞
総合射撃場 LB6,000円、SB2,500 9月20日㈬～10月19日㈭※台東
円、AR1,500円
区ライフル射撃協会への申込可

少林寺
拳法
アーチ
ェリー
ハンド
ボール
バウン
11月19日
ドテニ
㈰
ス

9月25日㈪～10月13日㈮※台東
区少林寺拳法連盟への申込可
当日現地で申込み※台東区アー
500円
チェリー協会へ申込み
台東リバー 1チーム一般5,000円、10月2日㈪～20日㈮午後6時※
サイドスポ 高校生1,000円
台東区ハンドボール部へ申込み
ーツセンタ
ー
11月4日㈯（必着）※台東区バ
1,000円
ウンドテニス協会へ申込可

11月26日
㈰

シングルス高校生以
上1,000円・中学生以 9月22日㈮ ～10月27日㈮ 午 後
下500円、ダブルス高 10時（必着）※台東区卓球連
校生以上2,000円・中 盟へ申込み
学生以下1,000円

卓球

1,000円

台東区体育協会シニアスポーツ振興事業
「楽らく健康体操教室」
（ゴムバンドを利用したストレッチ）
日時 10月28日㈯午前9時～正午

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み
物、タオル
申込締切日時 10月20日㈮午後5時
対象 区内在住か在勤の60歳以上の方
定員 40人（先着順） 講師 桜田敬子氏（フ
申込み・問合せ スポーツ振興課
ィジカルプロデューサー）
☎（5246）5853
場所 たなかスポーツプラザ3階体育館

清島温水プール水泳教室

①障害者水泳教室第2期 日程 11月17日
㈮・24日㈮、12月1日㈮（全3回） 時間
Aクラスは午後4時15分～5時15分、Bク
ラスは午後5時30分～6時30分 対象 心
身に障害がある小学生以上で、排せつの
意思表示と着替えが1人でできるか介助
者を同伴できる方 定員 各5組（抽選）
申込締切日 10月20日㈮（必着）
②親子で幼児水泳教室第4期 日程 11月
5日㈰・12日㈰・19日㈰（全3回） 時間 A
クラスは午前9時～10時、Bクラスは午前
10時～11時 対象 3歳以上の未就学児と
保護者 定員 各15組（抽選） 費用 3,750

円（3回分・保険料含む）※レッスン前
後の利用は延長料金が必要
申込締切日 10月17日㈫（必着）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
講師 野村不動産ライフ＆スポーツ
申込方法 往復はがきに教室名（①か②）
・
希望クラス（AかB）
・住所・氏名・年齢・
電話番号・泳力レベルを書いて下記問合
せ先へ※往復はがき返信後、指定日まで
に下記問合せ先で申込み・チケット購入
場所・問合せ 〒110−0015 台東区東上
野6−16−8 清島温水プール
☎（3842）5353

【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。

広報
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第 1189 号
イドスポーツセンター第1競技場 対象 区

催 し も の など

内在住で65歳未満の脳卒中等中途障害の

財団☎（5828）7591

申込方法 催し名・氏名・

●読み聞かせ講習会（中級） 日時 10月3

電話番号を電話かファックスで下記問合せ

日㈫・17日㈫（全2回）午前9時30分～11

ある方とその家族

第18回谷中まつり

区下谷1－2－11 （公財）台東区芸術文化

図書館のこども室から

第37回浅草JAZZコンテスト

先へ 問合せ 障害者自立支援センター（松

時30分 場所 生涯学習センター5階504教

日時 10月7日㈯・8日㈰午前10時～午後4

が谷福祉会館内）☎（3842）2672

育研修室

時（小雨決行） 場所 防災広場「初音の

FAX （3842）2674

会の初級を受講済みで全日程参加できる

審査料 3,000円

方

振込※振込希望者には応募用紙提出後に別

森」
、谷中防災コミュニティセンター、谷
中小学校、旧吉田屋酒店(下町風俗資料館

第39回寿作品展示会

日程 本選大会12月9日㈯ 場所 浅草公会
堂 部門 ボーカル部門、バンド部門

対象 読み聞かせ経験者か講習

定員 20人（先着順） 講師 児玉ひろ

支払方法 現金書留、
持参、

美氏（JPIC読書アドバイザー）

途連絡

付設展示場)、谷中五重塔跡こども広場、

日時 10月18日㈬・19日㈭午前9時30分～

申込方法 中央図書館こどもとしょしつカ

先で配布、ホームページからもダウンロー

岡倉天心記念公園

午後4時 場所 区役所10階大会議室※車で

ウンターで配布の申込用紙で申込むか電

ド可）に記入し、審査料・応募曲2曲（各

徒や谷中で活動する団体等による踊りや演

の来場不可

展示作品 老人クラブ会員を中

話で下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

5分以内）を録音したCD・写真（メンバー

奏等、ヒーローショー、大道芸、地元団体

心とする高齢者の作品約700点、児童・園

●あかちゃんえほんタイム 日時 10月18

全員）を添えて下記問合せ先へ郵送か持参

内容 園児・児童・生

申込方法 応募用紙（下記問合せ

による模擬店、姉妹都市物産コーナー等

児の絵画など約150点※体験できるスポー

※谷中のイベントキャラクターもデビュー

ツコーナーや手作り体験コーナー、販売

日㈬午前10時15分、11時 場所 生涯学
習センター4階和室さくら 対象 区内在住

問合せ 〒110－0004

します。 問合せ 谷中まつり実行委員会事

コーナー等もあります。

の平成28年4月18日～29年4月17日生

－11 (公財)台東区芸術文化財団

務局（西部区民事務所谷中分室内）

問合せ 健康課☎（5246）1214

まれの子供と保護者 定員 各10組（先着

☎（5828）7591

☎（3828）9291

台東区観光ボランティアガイド
による谷中フリーガイド

順）※子供1人につき1回まで、いずれの

リサイクル

回・会場とも同内容

●フリーマーケット出店者募集
10月9日㈷ ②15日㈰

日程 ①

時間 ①午前9時

谷中まつりに合わせ、谷中の名所・旧跡な

～午後5時 ②午前10時～午後4時

どを無料で案内するフリーガイドを実施し

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候

ます。 日時 10月7日㈯・8日㈰午前11時、

により中止の場合あり

午後2時※受付は各30分前
中防災コミュニティセンター 定員 各20

20店

集合場所 谷

②40店

申込締切日 10月13日㈮午後5時（必着）

ママオト～親子で楽しむクリス
マスファミリーコンサート～

申込方法 電話か直

接中央図書館こどもとしょしつで申込み
※申込みは保護者に限る

申込開始日 10

日時 12月9日㈯午前10時30分（1時間程

月4日㈬

出店数（予定）①

出店料 ①1,500円

②

2,000円（事前支払いした区内在住の方は

台東区下谷1－2

度） 場所 生涯学習センターミレニアム

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ホール 入場券 一般2,500円、3歳～小学
生500円※0～2歳の膝上観覧は無料※チ

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

ケットぴあ（☎0570－02－9999・Pコー

第21回下町大音楽市

ド338－383）で販売※残席がある場合

人（先着順） 問合せ 台東区観光ボラン

1,500円)

申込み・問合せ ①里彩くるカ

①したやウィンドアンサンブル～豪華なオ

は、当日券を販売

ティアの会事務局（浅草文化観光センター

エル倶楽部（土・日曜日・祝日を除く午前

リエント急行にのって いざ！追憶、感涙の

サート事務局☎（5685）6290 （公財）

内）☎（3842）5599

10時～午後7時）☎090（3068）3534

日本映画館へ！！～

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

②リサイクル推進友の会（土・日曜日・祝

日時 11月19日㈰午
後1時開場、1時30分開演 曲目 オリエン

日を除く午前10時～午後4時）

ト急行、となりのトトロほか

十五夜に「語り部のお話と手影絵」を実施

☎（3412）6857

②上野浅草室内管弦楽団～秋といえば古

します。 日時 10月4日㈬午後6時、7時

サイクル課☎（5246）1291

展望テラスでお月見会

（各40分程度） 場所・問合せ 浅草文化観
光センター☎（3842）5566

問合せ 台東区清掃リ

典！古典といえば上浅室内！～

工作教室「二段迷路」
日時 10月29日㈰午後1時30分～3時30分

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

問合せ ママオトコン

したまち伝統工芸体験教室
「自分で彫った版木で年賀状を
作ろう」

日時 11

月25日㈯午後5時30分開場、6時開演

日時 ①10月21日㈯

曲目 交響曲第2番（ベートーベン）ほか

30分～午後3時30分

③上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～ス
コッチはお好き？～ 日時 12月3日㈰午後

勤の18歳以上の方

②29日㈰午前10時
対象 区内在住・在

定員 各10人（抽選）

講師 石井寅男氏（木版画彫刻師） 費用 各

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4
年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材

1時開場、1時30分開演 曲目 「ロザムン

1,000円（入館料・材料費含む）

日程・実演者（業種） 10月1日㈰長尾次朗

デ」序曲（シューベルト）ほか

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名

（江戸木版画）
、7日㈯～9日㈷上川善嗣（東

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「10

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

京銀器）
、14日㈯・15日㈰泉健一郎（東

月工作教室」希望・住所・氏名・電話番号・

場所 ①③浅草公会堂

京銀器）
、21日㈯・22日㈰田中耕太朗（江

学校（園）名・学年を書いて、下記問合せ

ミレニアムホール

戸簾）
、28日㈯・29日㈰山田恵美（型絵

先へ

すだれ

染） 実演時間 午前11時～午後5時

ふりがな

申込締切日 10月16日㈪（必着）

問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

☎（3842）1990

まがたま

子供勾玉教室

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

ふりがな

・希望日（①か②）
・住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて下記問合せ先へ※複数名

②生涯学習センター

の記入・往復はがきでないものは無効

入場料（全席自由）①
1,000円 ②③1,500円 前売券 チケット

申込締切日 10月6日㈮（必着）

ペイ、浅草公会堂、区役所9階④番文化振

場所・問合せ 〒110－0007

興課、生涯学習センター、右記財団事務局

公園2－1 下町風俗資料館

で販売

☎（3823）7451

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10組20人ご招待

台東区上野

一葉記念館ミニ企画展③
「一葉と草花」

日時 10月7日㈯午前10時30分～正午、午

はがきに希望公演名（①～③）
・住所・氏

後2時～3時30分 場所 生涯学習センター

名（ふりがな）
・電話番号、在勤（学）

1階アトリウム 定員 各30人（先着順）

の方は勤務先（学校）名・ 所在地を書い

期間 9月20日㈬～10月25日㈬

・見学する方を募集します。 日時 10月

問合せ 生涯学習課文化財担当

て右記問合せ先へ

前9時〜午後4時30分（入館は4時まで）

17日㈫午前10時30分 場所 台東リバーサ

☎（5246）5852

松リンピックに参加しませんか
リハビリの一環で運動会を行います。参加

10

10

10

31

11

30

券種

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり

760円
10リットル券
690円
（1セット10枚）
（オレンジ色） （黄色）

7円

20リットル券 1,380円
1,520円
（1セット10枚）
（ピンク色）（薄桃色）

14円

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

3,420円
（水色）

32円

70リットル券 2,415円
2,660円
（1セット5枚） （黄緑色） （緑色）

49円

10

５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事

務所（日曜日・年末年始を除く）
☎（３８７６）５７７１
清掃リサイクル課（区役所６階

10

⑥番）☎（５２４６）１０１８

30

粗大ごみ処理手数料が
月１日㈰受付分から変更
になります

９月 日㈯までに申込みを完了
した分は現行料金が適用されます。

主な品目
布団、椅子（ソファーを除く）
、座椅子、衣装箱、掃除機、照明
300円 400円
器具、扇風機、ビデオデッキ、スーツケース、電子レンジ等
敷物(1畳を超えるもの）、自転車（16インチ以上）、ソファー
700円 800円
（1人用）、ベビーベッド（ベッドマットは別料金）等
ベッドマット、シングルベッド（ベッドマットは別料金）、
1,000円 1,200円
ソファー（2人用）等
1,400円 1,600円 セミダブルベッド（ベッドマットは別料金）
ソファー(3人以上用) 、ダブルベッド（ベッドマットは別料金）
1,800円 2,000円
等
2,100円 2,400円 マッサージチェア、オルガン
両そで机、箱物家具特大（たんす・戸棚など、幅と高さの合計
2,500円 2,800円
が360センチメートル以上のもの）※大きさにより料金が異なる

※現在販売している粗大ごみ処理
券の額面金額等に、変更はあり
ません。
▽粗大ごみ処理手数料

現行料金 改定後料金

10

ごみ処理券の料金

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

30

入館料 一般300円、小中高生100円

ごみ処理についてのお知らせ（10月1日㈰から変わります）

▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１日㈰
※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか下記へ
※現在のごみ処理券は、９月 日
㈯までに使い切る範囲で購入し
てください。使い切れなかった
ごみ処理券は 月 日㈫まで使
用できます。
▽期限までに使い切れなかったご
み処理券の取り扱い 現在販売し
ているごみ処理券は、 月１日
㈬以降使用できません。使い切
れないごみ処理券は、差額負担
の上、新しいごみ処理券と交換
します。
※交換は 月２日㈪から受付しま
す。

▽古い事業系ごみ処理券は残って
いませんか 現在使用できるごみ ▽粗大ごみの申込み
処理券は「平成 年 月改定」 ・粗大ごみ受付センター
☎（５２９６）７０００（月～
と記載があるものです。それ以
土曜日午前８時～午後７時）
前の券（改定年月の記載のない
台東区発行のもの）は、下記交 ※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
換場所で差額交換できます。ま
た、事業の廃止などで還付がで ▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
きる場合もあります。詳しくは
台東清掃事務所
下記へお問合せください。
☎（３８７６）５７７１
▽交換時間 午前８時 分～午後
25

申込締切日 10月10日
㈫（必着） 問合せ 〒110－0004 台東

開館時間 午

【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29（2017）年 9月20日

第 1189 号 （6）

ふりがな

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

がきに講座名・住所・氏名・年代・電話番

涯学習センター 対象 区内在住か在勤の女

場所・問合せ一葉記念館☎（3873）0004

号、在勤の方は勤務先名・所在地を書いて

性※原則、35～45歳の方 定員 20人（先

下記問合せ先へ

着順）※託児あり（1歳以上の未就学児）

健康カラオケ教室
日時 11月～30年1月の月曜日（全10回）

午前10時30分

申込締切日 10月17日㈫

（必着）

対象 区内在住の65歳以

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111−0023

台東区橋場

江戸文人の1年－安政6（1859）
年原徳斎の日記を読む－

内容 色で知る自分の強みとライフプラン

日時 10月28日㈯午後2時～4時

※手鏡持参、雇用保険受給中の方は受給資

学習センター 定員 40人（先着順）

格者証を持参

講師 葛生雄二氏（台東区文化財保護調査員）

申込方法 催し名・住所・氏

場所 生涯

上の方 定員 30人（抽選） 申込方法 老人

1−36−2 産業研修センター

名・電話番号を電話で下記問合せ先へ（区

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

福祉センター・老人福祉館で配布する申込

☎（3872）6780

ホームページから申込可）

ファックスで下記問合せ先へ

用紙に記入し提出

必要な物 本人確認で

きる物（老人福祉施設使用登録証、健康保
険証等）
、82円切手
日㈯

申込締切日 10月14

場所・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

勤労者サービスセンターの催し
●スマホ・タブレットの楽しみ方～入門か
ら活用編～ 日時 11月7日㈫午後6時30分

FAX （3871）9525

講 座・相 談 会 など

託児の申込締切日 10月17日㈫

申込締切日 10月20日㈮（必着）

問合せ 産業振興課☎（5246）1152

問合せ 生涯学習課☎（5246）5852
FAX （5246）5814

シニア生涯ワーキングセミナー
シニア世代の「ライフプラン」
と「生涯のしごと」じっくり考
えてみませんか

多様な性のあり方～誰もがカミ
ングアウトをうけとめる「キャ
ッチャー」に～

企画展「台東区発足70周年記
念 定点写真と台東区の風景～
名所の記憶をさぐる～」

日時 10月27日㈮午後3時 場所 区役所10
階研修室 定員 50人（先着順） 講師 原ミ

日時 10月20日㈮午後1時～4時 場所 ハ
ローワーク上野 内容 ライフプランとマネ

●トーク・イベント「定点写真でみる台東

～8時30分 場所 フォーティネットパソコ

ナ汰氏・熟田桐子氏（NPO法人共生社会

ープランニング演習ほか 対象 55歳以上

と文京」 日時 11月3日㈷午後2時〜4時

ンスクール（浅草2－2－1 森田ビル2階）

をつくるセクシュアル・マイノリティ支援

の方※雇用保険受給中の方に利用確認書の

場所 生涯学習センター

対象 区内在住か在勤・在学の方、勤労者サー

全国ネットワーク） 問合せ 人権・男女共

発行あり 定員 30人（先着順）

京区の町並みの移り変わり―定点観測―」

ビスセンター会員とその家族で、スマート

同参画課☎（5246）1116

フォンやタブレットをお持ちの方 定員 20
人（抽選） 講師 フォーティネットパソコ
ンスクール 費用 1,000円（受講料・会員
とその家族は別料金） 持ち物 スマート
フォンかタブレット

申込方法 はがき（1
ふりがな

人1枚）に催し名・住所・氏名・年齢・性別
・電話番号（昼間）
、在勤（学）の方は勤

申込開始日 9月25日㈪

日時 10月21日㈯午後1時30分～3時30分

務先（学校）名、会員の方は会員番号を書

歳以上の未就学児）希望の方は子供の氏名

いて下記問合せ先へ

・年齢・性別を電話か直接下記問合せ先へ

申込締切日 10月13

日㈮（必着） 問合せ 〒111－0056 台

申込開始日 9月22日㈮

東区小島2－9－18 台東区勤労者サービ

託児の申込締切日 10月14日㈯

スセンター☎（5829）4123

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

●日帰りバスツアー ハーブ庭園、ワイナ
リー見学・試飲と河口湖「もみじ回廊」
・
忍野八海（世界遺産）散策の旅

日時 11

月19日㈰午前7時30分区役所前出発、午

恵（中央図書館専門員） 定員 40人（抽選）

☎（5211）2335

申込方法 往復はがき
（１人１枚）に催し名・

台東区産業振興課☎（5246）1152

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

日時 11月3日㈷午前10時～午後0時30分
場所 区役所10階1002会議室 定員 20人
（先着順） 講師 田邉学氏（㈱カラープラン
ふりがな

講座「歌謡曲を楽しむ〜ジェン
ダーの視点から」

（区ホームページから申込可）

号・相談内容を電話か電子メールで下記申

茶）
、勝沼ワイナリー（試飲・ワインミニ
ボトル等お土産）
、河口湖畔旅館花水庭お

着順） 講師 黒岩裕市氏（フェリス女子学
院大学非常勤講師ほか） 申込方法 氏名・

おや（昼食）
、河口湖紅葉まつり「もみじ

電話番号、託児（1歳以上の未就学児）希

回廊散策」
、忍野八海散策 対象 区内在住

望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

氏名・年齢・性別・勤務先（学校）名・代
表者の住所・氏名・電話番号、会員の方は
会員番号を書いて下記申込先へ
申込締切日 10月12日㈭（必着）
申込み 〒160－0023

新宿区西新宿1－

定員 30人（先

場所 生涯学習センター※ノートパソコンを

お持ちの方は持参

問合せ 〒110－8615

申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の

初心者のためのパソコン相談会

申込締切日 10月20日㈮（消印有効）

画課☎（5246）1363

は無料、会員6,600円、その家族は7,500円

中央図書館郷土担

㈯ 時間 午前10時、11時（各50分）

日時 10月28日㈯・11月25日㈯（全2回）

費用 8,900円※食事・座席が不要な2歳以下

問合せ 〒111－8621

当☎（5246）5911

アドレスを電話かはがきで下記問合せ先へ

午後1時30分～3時30分

直接下記問合せ先へ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程 10月14日㈯、11月25日㈯、12月9日

行先 ハーブ庭園（お土産・ブルーベリー

日㈮

申込締切日時 10月25日㈬午後5時（必着）

所・氏名・年齢・性別・電話番号・メール

後6時30分帰着予定（雨天決行）

会員とその家族 定員 80人(抽選）

先へ（区ホームページから申込可）

ニングセンター代表取締役） 申込方法 住

習センター4階）☎（5246）5816

か在勤・在学の方、
勤労者サービスセンター

「台東区の名所の記憶―定点写真―」平野

問合せ 東京しごとセンター

ワークショップ「屋外広告物か
らはじまる素敵なみせづくり・
まちづくり」

定員 30人（先着順） 講師 志賀歩美氏（弁
護士） 申込方法 氏名・電話番号、託児（1

内容・講師 「文

川口明代氏（文京ふるさと歴史館学芸員）
、

申込み セミナー

予約専用窓口☎（6894）3314

講座「男女平等はあたりまえ？
－日常生活であなたはどう感じ
ますか－」

期間 9月22日㈮～12月20日㈬

台東区役所都市計

込先へ※予約優先、相談利用月の前月から
受付

無料建築相談室

☎（5246）1468

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

習センター4階）☎（5246）5816

外国語ができなくても大丈夫！
外国人とのコミュニケーション
のための日本語講座（初歩編）
～まずはやさしい日本語で～

日時 10月21日㈯午後1時30分～4時15分
対象 区内のマンション所有者

Eメール itniji@yahoo.co.jp

申込み・問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

申込開始日 9月22

相談受付団体・問合せ ITボランティ

ア虹の会

日時 10月5日㈭・11月2日㈭午後1時～4時

託児の申込締切日 10月21日㈯

申込方法 氏名・電話番

定員 6組
（先

着順） 相談員 弁護士か一級建築士

若手経営者サポートセミナー
（後期）
日程（全5回）11月28日、12月5日、30年

1月9日・30日、2月20日の火曜日（全5回）
時間 午後7時～9時（2月20日は午後6時45
分～8時45分） 場所 区役所10階会議室

申込締切日 10月19日㈭

対象 事業所の後継者や、事業を始めたばか
りの新人経営者等 定員 60人（先着順）

日時 10月4日㈬午後2時～4時30分

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

講師 二条彪氏（経営コンサルタント）

19－8 新東京ビル6階 名鉄観光サービ

場所 区役所10階会議室

番）☎（5246）1468

費用 10,000円（5回分） 申込方法 申込用

ス㈱ 台東区勤労者サービスセンターバス

在勤・在学の方 定員 40人（先着順）

ツアー申込係☎（3343）0631

申込方法 住所・氏名・電話番号、在勤（学）

問合せ 台東区勤労者サービスセンター

の方は勤務先名（学校名・学年）を電話か

日時 11月3日㈷～5日㈰（全3回）午後6時

問合せ 台東区産業振興事業団

☎（5829）4123

はがきで下記問合せ先へ（区ホームページ

30分～8時30分

☎（5829）4124

から申込可） 申込締切日 9月29日㈮（消

対象 区内在住か在勤でパソコンの基本操作

印有効） 問合せ 〒110－8615

と文字入力ができる方 定員 15人（抽選）

産業研修センターの催し

対象 区内在住か

ふりがな

●ファッションデザイン画4日間講習

役所区民課協働・多文化共生係

日時 11月8～16日の水・木曜日（全4回）

☎（5246）1126

午後6時30分～8時30分

対象 区内在住

か在勤・在学の方 定員 25人（先着順）
講師 鄭貞子氏

費用 5,000円（4回分）
ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・電話番号、

台東区

申込締切日 10月21日㈯（必着）

●第2回CADステップアップ講座
日時 11月7日㈫・8日㈬（全2回）午後6時

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で、
入門講座程度の操作ができ、全日程受講可
能な方

定員 4人（抽選） 講師 渡辺豊氏

費用 3,000円（2回分） 申込方法 往復は

場所 生涯学習センター

講師 ITボランティア虹の会

女性の再就職応援セミナー～私
らしい就活を考えてみよう～
日時 10月24日㈫午前10時～正午

場所 生

紙（下記問合せ先で配布）に記入しファッ
クスで下記問合せ先へ
FAX （5829）4127

費用 500円

（3回分） 申込方法 往復はがきに講座名・

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在
地をはがきかファックスで右記問合せ先へ

ワードを使った年賀状作成講座

<10月>

住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書い

4日

て下記問合せ先へ

申込締切日 10月13日
㈮（必着） 問合せ 〒111−8621 生涯学

7・8日

習センター生涯学習課☎（5246）5821

18日

へちま供養（浄名院）
谷中まつり（谷中地域）
谷中菊まつり（大圓寺）
菊供養会・金龍の舞（浅草寺・境内）

子ども家庭支援センターの催し
催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

にこにこパパタイム 10月28日㈯
区 内 在 住 の0～3歳 の 15組 9月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
わらべうたあそび
午前10時45分～11時30分 子供と父親
（先着順） ㈬
こにこひろば」☎（5824）2535
わくわくミュージック 10月12日㈭
区内在住の0～3歳の 100組 9月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
パーティー
午前10時45分～11時30分 子供
(先着順)
㈬
くわくひろば」☎（3834）4577
のびのび親子運動会

10月14日㈯
午後2時～3時

区内在住の0～3歳の 100組 9月27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。

▽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

25

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

11ch

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
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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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30
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30
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10

10 23
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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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第 1189 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。

