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

7月22日に6回目の身体検査を行いました

10

20

●有名人似顔絵展
▽日程 ９月２日㈯～ 日㈯
▽場所 浅草ギャラリー（つくば
エクスプレス浅草駅地下１階コ
ンコース）
▽問合せ 矢口

▽会費 月額５千円（資料代込）
▽問合せ 手相を学ぶ会 若林
☎０９０（３４０６）３３６８
●外国人のための日本語学習ボラ
ンティアサークル「やまとことば」
▽日時 毎週水曜日

平成29（2017）年 8月5日

10

俳 句

石川明
岩浪志津子
観音堂松男
加藤昌子
折笠しげ
北島宏吉
佐藤初江
諏訪員巨
仲佐恵市
内藤潮南

台東区俳句人連盟

杖をもて五 六歩あゆむ夏隣
浴衣裁つ昭和の艶の鯨尺
ロボットと握手お返事子供の日
断捨離に父母のものあり著莪の春
夏の蝶どこにも寄らず去りにけり
立夏とて今は無用の登山靴
年毎に変る街並み燕の子
薫風や声高らかに泣き相撲
平和とは八十八夜茶の香り
草笛の今も流るる小諸園

戸・東京の伝統の技を体験し、夏
休みの自由研究にご活用ください。

～伝統工芸士とたいけんフェス～
小学生からできる各種ワークシ
ョップと実演を多数行います。江

柏餅見上げんばかり孫の丈
見月美知代
新緑のあふれだしそな狭庭かな
山本玲子
茉莉花や黒衣の人とすれちがふ
渡辺繁義
雨露を小枝にともす若葉かな
岩崎恒雄
薫風や句を添え閉じる旅日記
橘家玉蔵
お茶好きの夫に手向けの新茶汲む
加藤昭子
伊勢辰のモビール揺るる端午の月
山嵜芳子
春愁や骨董市の阿修羅像
松尾かつ子
新茶汲みペギー葉山の歌を聴く
永井さかえ
母の日や姑の期待重過ぎる
中井厚子
▽問合せ 台東区俳句人連盟
会長 渡辺繁義☎（３８７３）５００１

▽定員
人（先着順）
▽テーマ

①熊本地震などに学ぶ！大地震へ
の備え
②教えて管理組合理事長！耐震診
断と補強の実例
▽申込方法 住所・氏名・電話番
号をファックスで左記申込先へ
※左記申込先ホームページからも
申込可

▽日時 ８月 日㈫・ 日㈬午前
時～午後５時
▽場所 東京都立産業貿易センタ
ー台東館４階展示室北側
▽費用 材料費（ワークショップ）
▽問合せ （公財）東京都中小企
業振興公社城東支社
☎（５６８０）４６３１
●８月は経済産業省主唱の電気安
全月間です
①アース（接地）線は確実に取
り付けましょう。 ②必要箇所に
は漏電遮断器を必ず設置しましょ
う。 ③薄着や汗による感電の防
止対策をしましょう。
「ひとりひとりが安全にロック
オン！」関東電気保安協会では、
電気の安全についての相談に応じ
ています。

します。
▽日時 ９月２日㈯午前 時～午
後３時
▽場所 御徒町南口駅前広場
▽問合せ 上野消防署警防課
☎（３８４１）０１１９

気軽に体験できるイベントを開催

●防災・救急フェア
初期消火訓練や応急救護訓練を、

☎（３８０２）５５１１

▽問合せ （一財）関東電気保安
協会荒川事業所

22

スを善意で提供する「子育て応援
とうきょうパスポート事業」を実

施しています。運営サイトでは、
利用者がサービスを受ける際に必
要となるパスポートの配信や、利
用できるお店の検索、子育て世帯
や妊娠中の方を応援したいとお考
えの企業・店舗等の皆さんによる
協賛店登録が行えます。
※詳しくは東京都福祉保健局ホー
ムページをご覧ください。
▽問合せ 東京都福祉保健局少子
社会対策部計画課子育て応援事
業担当
☎（５３２０）４１１５
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
▽講座名・日時
・書類作成セミナー ９月６日㈬

・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ９月 日㈬
・ 日㈬午前 時
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
以下で全日程参加できる方）

▽申込先
法人建築技術支
援協会（サーツ）
（５６８９）２９１２
▽問合せ 東京都都市整備局住宅
政策推進部マンション課
☎（５３２０）４９４４
●赤い羽根共同募金の地域配分申
請を受付けます
▽対象施設 児童厚生施設・保育
施設・障害者施設・小規模作業
所等（会社法人経営を除く）
▽対象事業 備品整備・小破修繕
・研修講習会等（施設運営費を
除く）
▽配分申請額 事業総額の ％以
内で 万円まで（配分額は配分
推せん委員会で決定）

N
P
O

10

250

30

▽申込方法 申請書（東京都共同
募金会ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を書いて
左記へ
▽申込締切日 ９月 日㈮
▽問合せ 東京都共同募金会台東
地区配分推せん委員会事務局
☎（５８２８）７５４５
い
●現代に活きる伝統工芸士展

FAX

催しものなど

会 員 募 集

午後６時 分
※９月に無料体験あり（要申込）

41
#

−

▽場所 台東第二福祉作業所４階
（北上野２）ほか
▽会費 月額大人３千円、高校生

11

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

10

50

15

40

10

・

30

−
17

FAX

80

FAX

皆さんからの公募により、
赤ちゃんの名前を決定します。
応募期間は8月10日㈭まで
です。
応募方法等、詳しくは上野
動物園ホームページをご覧く
（公財）東京動物園協会提供
ださい。

23

11

75

−

30

▽会費 月額２千円（教材費込）
９月４日㈪・５日㈫・ 日㈪・
日㈫（全４回）午後１時
▽問合せ 星
▽場所・申込み・問合せ
☎（３８６６）６８６１
ハローワーク上野
☎（３８４７）８６０９
●東京都マンション耐震セミナー
●子育て応援とうきょうパスポー （要予約）
トをご活用ください！
▽日時 ９月９日㈯午後２時～５
都では、中学生以下の子供がい
時（１時から無料耐震個別相談
る世帯や妊娠中の方に対して、企
会）
業や店舗等が商品の割引や粉ミル ▽場所 都庁都議会議事堂１階
クのお湯など、さまざまなサービ
都民ホール

29

13

34

10

30

午後７時～９時
☎（５８２８）５３８０
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。
※金曜日の午後、土曜日の午前も
●永寿総合病院認知症疾患医療セ

▽問合
あり
ンターから
 せ 台東区役所広報課
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１
▽場所 生涯学習センターほか
・物忘れ相談室
とのうち
▽問合せ 外内
▽日時 ９月 日㈰午後２時～４
▽日時 毎週月～金曜日（年末年
時
☎０９０（６９２３）１６１８
始を除く）午前９時～正午、午
▽場所 社会教育センター４階ホ
●浅草碁楽会（初心者歓迎）
後１時～４時
●今戸社会教育館指定管理者主催
ール
▽場所 永寿総合病院２階認知症 ▽日時 第１ ３日曜日
「今戸フェスタ２０１７」
▽対象 区内在住か在勤の方
午後０時 分～５時
疾患医療センター（東上野２
人（先着順）
）
▽場所 橋場二丁目町会会館（橋
今戸社会教育館で活動している
▽定員
・オレンジカフェ（認知症カフェ、 場２ １
）ほか
サークルによる作品展示・舞台発 ▽費用 ３千円
▽申込方法 住所・氏名を電話か
要申込）
▽会費 月額１千円
表・活動の体験会（盆踊り、社交
ファックスまたは電子メールで ▽日時 ９月５日㈫午後３時～４
▽問合せ 麻生
ダンス、歌、英会話など）です。
左記へ
時 分
☎０９０（８３３２）８９０５
▽日時 ８月 日㈰午前 時～午
後３時
▽場所 永寿総合病院３階多目的 ●社交ダンス入門・初心者サーク
▽申込締切日 ８月 日㈰
▽問合せ ザ・パークハウス上野
▽場所・問合せ 今戸社会教育
ホール
ル「チェリーダンス会」
人（先着順）
自治会 森瀬
館☎（３８７３）４１４０
▽定員
▽日時 月曜日（月４回）未経験
☎・ （６３１３）９７４６
▽内容 巣鴨とげぬき地蔵住職説
●稲荷町寄席
者午後１時 分～２時 分、初
メール
級者午後１時 分～２時 分
東大出身初の落語家春風亭昇吉
m.morise1910@k 法
※中級以上の方は要相談
◆以降、右記記事の共通項目◆
さんの落語です。
ud.biglobe.ne.jp
▽申込み・問合せ 永寿総合病院 ▽場所 雷門区民館ほか
▽会費 月額３千円
認知症疾患医療センター
入会金２千円
☎（３８３３）８３８１㈹
▽問合せ 池田
☎（３８４４）０９６７
●熟年世代のカラオケ「台東ひば
ばや し
●祭囃子「北上野お囃子会」
り会」
（初心者歓迎）
▽日時 日曜日（月２回）
▽日時 土曜日（月３回）午後６
時 分～８時 分
▽場所 台東一丁目区民館ほか

上野動物園 パンダの赤ちゃんすくすく成長！

・

20

30

以下２千円
▽問合せ 飯島
☎０９０（３４７３）７９５２
●楽しい「手相教室」
（初級～中
級）
▽日時 金曜日（月２回）
午後１時～２時 分または３時
～４時 分
▽場所 生涯学習センターほか
30

30

50

30

20

健康状態は良好で、四肢を使って床の上を這ったり、
方向転換をしたりするようになってきました。
▷性別 雌
▷体長 34.1センチメートル
（7月12日計測時29.5センチ
メートル）
▷体重 1656.5グラム
（7月12日計測時1147.8グラム）
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−
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E

パンダの赤ちゃんの
名前を公募します
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