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広報

区の世帯と人口（7月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,417 （+50）

人

195,340 （+74）

口
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国立西洋美術館

世界文化遺産
登録1周年

記念植樹式

▲植樹の様子（左上：台東区・服部区長、左下：たいとう世界遺産連絡協議会・石山会長、
右上：台東区議会・河野議長、右下：国立西洋美術館・馬渕館長）

▲会場の様子（左から台東区・服部区長、文化庁・宮田長官、国
立西洋美術館・馬渕館長）

●世界文化遺産登録決定の瞬間
平成28年7月17日午後5時14分に決定さ
れ、世界遺産委員会の審議の状況を見守る
会場（区役所10階）は大いに盛り上がりま
した。

問合せ

都市交流課世界遺産担当
☎（5246）1193

ⓒ国立西洋美術館

●建築的特徴
本館は「無限成長美術館」の考え方を基に
してできた美術館です。東アジアで唯一のル・
コルビュジエ作品であり、ピロティ、スロープ、
屋上庭園、モデュロールなど、彼の建築的な
特徴がよく表現されています。

「ル・コルビュジエの建築作品―近代建
築運動への顕著な貢献―」の世界文化遺
産登録1周年を記念し、7月19日に国立
西洋美術館および上野公園で植樹式を行
いました。台東区は、国立西洋美術館の
文化的・建築的価値の普及・啓発をはか
り、世界文化遺産「国立西洋美術館」を
将来の世代に継承していくとともに、
「世
界遺産のあるまち台東区」の魅力を発信
していきます。

●施設概要
▷所在地 台東区上野公園7－7
▷開館時間 午前9時30分～午後5時30分（金・土
曜日は8時まで）
※8・9月の金・土曜日、10月27日㈮、11月24日㈮、
平成30年1月26日㈮、3月30日㈮は午後9時まで、
11月18日㈯は午後5時30分まで
※入館は閉館の30分前まで
▷休館日 月曜日、年末年始（12月28日～1月1日）、
1月29日㈪〜2月23日㈮
※月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日が休館
▷常設展観覧料 一般500円 、大学生250円
※高校生以下・18歳未満・65歳以上・心身に障害
のある方と付添者1人は無料（入館の際に学生証
または年齢確認できる物、障害者手帳を提示）
▷無料観覧日（常設展のみ） 第2・4土曜日、文化
の日（11月3日）、金・土曜日の午後5時以降
▷国立西洋美術館内「CAFÉ すいれん」リニューア
ル オ ー プ ン！ ル・ コ ル ビ ュ ジ エ に ち な ん だ メ
ニューも用意しています。 営業時間午前10時～
午後5時15分（金・土曜日は本館閉室1時間後まで）
▷問合せ 国立西洋美術館
☎（5777）8600（ハローダイヤル）

排気量
図柄A
図柄B
図柄C
50CC以下
「A･･･1」～「A･･･9」
「B･･･1」～「B･･･9」
「C･･･1」～「C･･･9」
（各375枚）366日の日付に相当するナンバー※ 366日の日付に相当するナンバー※ 366日の日付に相当するナンバー※
90CC以下
「D･･･1」～「D･･25」
「E･･･1」～「E･･25」
「F･･･1」～「F･･25」
（各25枚）
125CC以下
「G･･･1」～「G･100」
「H･･･1」～「H･100」
「J･･･1」～「J･100」
（各100枚）
※例…1月1日「A・101」
、12月31日「A1231」

●希望できるナンバー

▲125cc以下

▲125cc以下

49円

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

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
⑥番）
☎（５２４６）１０１８

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

「夏祭り」を通して東京２
０２０大会に向けた機運
を盛り上げましょう

地域で行われる夏祭りを組織委
員会に申請し、認証を受ければ、

「オリンピック」「パラリンピック」
「東京２０２０大会」等の文言の
使用（タイトルへの使用は不可）
や、
「東京２０２０応援マーク」

部のコーナーが利用できなくなり

ます。ご理解・ご協力をお願いし
ます。
▽問合せ 台東子ども家庭支援セ

ンター☎（３８３４ ４
) ５７７

マンションの 防 災 資 器 材
購 入 費 用 の一部 を 補 助 し

しの確認は、預貯金通帳の記帳に
よりお願いします。

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

「振り込め詐欺」等にご
注意ください

毎月２回、５日と 日に発行し
ている区の広報「たいとう」の内
容をカセットテープに録音して、
区内在住の目の不自由な方に郵送
で貸出しします（無料）
。
▽申込み・問合せ 広報課（区役

「声の広報」を貸出しし
ます

する
・手数料などの振り込みを求める
このほか、息子や孫などを装っ
た「オレオレ詐欺」の電話にもご
注意ください。
不審な電話がかかってきたら、
迷わず区役所や最寄りの警察署ま
た は 警 察 相 談 専 用 電 話（ ☎ ♯
９１１０）にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座などの個人情報を照会

区役所などの職員が、
「医療費
ます
や保険料の還付金」や「給付金」
集合住宅の管理組合等が自主的 「マイナンバー」の手続きのため
に、次のような電話をすることは
ありません。
・ＡＴＭ（銀行・コンビニ等の現

をチラシ・ポスター等に使用でき に防災資器材を購入する際に、費
９月 日㈯までに申込みを完了 るようになります。
用の一部を助成します。
した分は現行料金が適用されます。 東京２０２０大会に向けて、地 ※必ず購入前に申請してください。
※現在販売している粗大ごみ処理 域の機運を盛り上げましょう。
▽対象 次の全てに該当する区内
券の額面金額等に変更はありま ▽対象 原則、９月までに実施さ
の集合住宅の管理組合等 ①管
せん。
理組合が町会に加入している
れる夏祭り
▽粗大ごみ処理手数料
②総戸数 戸以上 ③新耐震基
▽申請締切日 ９月 日㈮
※申請から認証まで、２週間程度
準を満たしている ④台東区マ
かかります。
ンション管理組合登録制度に登
※認証要件等、詳しくは東京２０
録している
２０組織委員会ホームページの ▽対象資器材 スタンドパイプ、
「東京２０２０応援プログラム
リヤカー、スコップ、ハンマー、
夏祭りガイドライン」をご覧に
のこぎり、ジャッキ、救急セッ
なるか左記へお問合せください。 ト、担架、ＡＥＤ、毛布、トラ
▽問合せ 東京オリンピック・パ
ンシーバー、投光器、発電機、
ラリンピック担当
テント、ブルーシート、災害時
☎（５２４６）１２５９
用トイレ ほか
※食料品・飲料水は対象外
台 東 リ バ ー サ イ ドス ポ ー
▽助成額 費用の２分の１（上限
ツセンター野 球 場の利用
万円〈総戸数 戸以上 戸未
を休止します
満〉または 万円〈総戸数 戸
以上〉
）
年２月 日㈬まで
▽申込期間
※申請方法等、詳しくは区ホーム

人工芝張替工事のため、左記の
期間、利用できなくなります。ご
理解・ご協力をお願いします。
月末～ 年１月末（予

▽期間
定）

ページをご覧になるか、左記へ
お問合せください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

住 民 税（ 特 別 区 民 税・都
民 税 ）第 ２ 期 分 の 納 期 限
は８月 日㈭です

▽問合せ スポーツ振興課
☎（５２４６）５８５３

28

台 東子 ども家庭 支 援セン
タ ー「 わ く わ く ひろ ば 」
の拡張工事を実施します

☎（５２４６）１０２１

ツイッターを利用し、イベント
などの区の情報や、緊急情報など
の発信を行っています。
区ホームページ内「台東区公式
Ｔｗｉｔｔｅｒ」からご覧になれ
ます。
▽問合せ 広報課

台東区公式ツイッターで
情報を発信しています

所３階⑧番）
☎（５２４６）１０２１

20

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

▽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お
問合せください。
※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。使い切れないごみ
処理券は 月 日㈫まで使用で
きます。
▽期限までに使い切れないごみ処
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。

▽粗大ごみの申込み
・粗大ごみ受付センター

10

金融機関やコンビニエンススト
ア（バーコードが印字されている
ものに限る）
、区役所、区民事務
所・同分室で納めてください。
口座振替（自動払込）の方は、
残高にご注意ください。引き落と

31

32円

10

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり

▽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
処理券は「平成 年 月改定」
と記載があるものです。それ以

10

工事期間は、９月から 月末の
予定です。
工事期間中も
「わくわくひろば」
は通常通り開館し、各種イベント
や講座も行います。
騒音・振動が発生するほか、一

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

10

☎（５２９６）７０００（月～
土曜日午前８時～午後７時）
※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
台東清掃事務所

12

3,420円
（水色）

30

30

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

☎（３８７６）５７７１

50

50

10

20

30

15

30

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

10

10

14円

11

30

現行料金 改定後料金

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

31

10

午後５時・区役所３階⑩番税務
●デザイン投票へのご協力ありが
課税務係
とうございました
投票の結果、左記の３つのデザ ※土・日曜日・祝日を除く
※プレートの引き渡し・交換は
インに決まりました。
月２日㈪以降
オリジナルデザインのナンバー
プレートは、 月２日㈪から交付 ▽必要な物 車台番号などが分か
る物（標識交付証明書等）
、本
します。

▲125cc以下

人確認できる物（ 運転免許証
また、デザインとナンバーは選
等）
、印鑑（朱肉で押せる物）
ぶことができます。
●希望ナンバーの事前受付を行い ※所有者が法人の場合は右記の他、
社員であることが分かる物（名
ます（先着順）
刺等）
、法人の代表者印が必要
▽対象 台東区ナンバーの原動機
付自転車をお持ちの方、新規登 ※代理人が手続きする場合は右記
の他、委任状が必要
録する予定の方
※事前受付は、１所有者３台まで
▽受付日時・場所
・９月 日㈫午前９時～午後５ ▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１７
時・区役所３階 会議室
・９月 日㈬～ 日㈮午前９時～

▲90cc以下

7円

10

10

※サイズは縦 ×横 センチメートル

▲90cc以下

券種

前の券（改定年月の記載のない
台東区発行のもの）は、清掃リ
サイクル課・台東清掃事務所で
差額交換できます。また、事業
の廃止などで還付ができる場合
もあります。詳しくは下記へお
問合せください。
▽交換時間 午前８時 分～午後

広告

▲90cc以下

301

20

19

20

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

25

図柄C
図柄B
図柄A

ごみ処理券の料金

10

「原動機付自転車オリジナルナンバープレート」
の
デザインが決まりました

平成29（2017）年 8月5日

29

▲50cc以下
▲50cc以下
▲50cc以下

10

10

第 1186 号 （2）
広報

広報

内容

指定を受けた「
（一社）東京都計
量協会」が事前に通知し、事業所
二級・木造建築士の方
▽定員 各 人（先着順）

13

10
23

500

・ 年度住民税非課税（課税）証
明書
・ 年度介護保険料納入決定通知
書の所得区分欄に「１～６」が

記載されたもの
・生活保護受給証明書（
「生活扶
助」の記載があるもの、本人確

29

29

年 月に
中学生になる
皆さんへ

―学校選択制度のご案内―

▽対象 区内に住民登録を有
し、 年４月に中学校へ入
学する児童とその保護者

12

▽選択できる学校 区立中学
校全７校
▽入学可能者数および学校公

学校公開（第２回）

10

30

10

認書類と兼用可）
※④の方は「更新申込書」があれ
ば所得確認書類は不要です。

※「介護保険料納入決定通知書」
は７月に区から送付済みです
（再発行はできません）
。
▽問合せ 一(社）東京バス協会・
シルバーパス専用電話（土・日

開 等 行事 の 日 程 下 表 の と
おり
※このほか、見学会や学校説
明会を開催する場合があり
ます。詳しくは各校へ。
月上旬に対象
▽選択方法
の方へ「学校選択票」を郵
送します。選択票に希望す
る中学校名等を記入し、返
送してください。
※選択者数が入学可能者数を
上回る見込みの学校は、
月上旬に抽選を実施します。
抽選の有無は教育委員会で
決定し、該当者には個別に
案内を郵送します。
▽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
通知します。また、区ホー
11 11

建築士会内 東京都防災ボラン
ティア（被災建築物応急危険度
判定員）事務局

☎（３５３６）７７１１
▽問合せ 東京都都市整備局建築
企画課耐震化推進担当

曜日・祝日を除く午前９時～午
後５時）
☎（５３０８）６９５０

24

障害者虐待についてご相
談ください

区では、障害者虐待に関する通
報や相談の窓口を左記のとおり開
設しています。
障害者虐待を見かけた方は、ひ
とりで抱え込まず、まずはご相談
ください。
※個人情報は守られます。
▽相談窓口（ 時間対応）
・身体・知的障害の方は障害者支
援施設浅草ほうらい
☎（５８０８）００６７
（５８２４）５６３１
・精神障害・難病の方は精神障害

ムページや左記問合せ先で
公表します。
月上旬～
▽希望校の変更
中旬の期間内に限り変更可。
11

FAX

☎（５３８８）３３３９
台東区建築課
☎（５２４６）１３４０

30

28

FAX

以降の変更はできません。
▽学校案内冊子の配布 ７月
中旬に各小学校で配布済み
（区立小学校以外の方は、
区ホームページをご覧にな
るか左記へ）
▽問合せ 学務課学事係（区
役所６階②番）
☎（５２４６）１４１２
中学校名・問合せ 入学可能者数

125

者地域生活支援センターあさが
お
☎（５８２３）４２９８
（５８２３）４２９９
▽問合せ

・身体・知的障害の方の相談は台
東区障害福祉課総合相談
☎（５２４６）１２０３
（５２４６）１１７９
・精神障害・難病の方の相談は台
東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４０５
（３８４１）４３２５
FAX

28

29

東京都シルバーパス更新
手続きについて

のいずれかを提示

17

▽申込方法 申込書（東京都耐震
ポータルサイトホームページか
らダウンロード）に記入し、必

26

有効期限が９月 日㈯のシルバ
ーパスをお持ちの方には、
（一社）
東京バス協会から８月下旬に「シ
ルバーパス更新手続きのご案内」
が郵送されます。
更新を希望する場合は、指定さ
れた受付日・会場で、９月中に手
続きをしてください。
▽更新に必要な物
・シルバーパス更新申込書
・現在使用中のシルバーパス
・住所・氏名・生年月日が確認で
きる書類（健康保険証等）
年度の住民税が
▽費用
・①非課税の方は１千円
・課税の方のうち② 年中の合計
所得金額が 万円を超えている
方は２万 円 ③ 年中の合計
所得金額が 万円以下の方は
１千円 ④ 年度経過措置を受
けた方のうち、 年度住民税が
非課税だったことにより、１千
円でパスの発行を継続して受け
ている方は１千円
▽その他所得確認のために必要な
書類 右記①または③の方は、次
28 125

510

へ伺い検査を行います。
▽期間 ９月５日㈫～ 月 日㈪
（土・日曜日・祝日を除く）

10

▽問合せ 台東区くらしの相談課
消費者担当
☎（５２４６）１１４４

※携帯電話・PHSからは不可。霧ヶ峰学園ホームページからも申込可。
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257
学務課校外施設係☎（5246）1422

要書類を添えて左記申込先へ
▽申込締切日（必着） ①９月８
日㈮ ② 月 日㈮
▽申込み・問合せ （一社）東京

申込専用ダイヤル ☎︎0120－665246

FAX

15

40

東京都計量検定所検査課
☎（５６１７）６６３８

※利用取消料等、詳しくは霧ヶ峰学園へお問合せください。

応急危険度判定員養成講
習会
～防災ボランティアの登
録にご協力ください～

応急危険度判定は、余震等によ
る二次災害を防止するため、地震
発生後早期に建築物の被災状況を
調査し、使用の可否を判定するも
のです。
▽日程 ①９月 日㈮ ② 月
日㈭
▽時間 午後１時 分～５時
▽場所 都庁第一本庁舎５階大会
議場
▽対象 区内在住か在勤で一級・

申込み（抽選）
※申込時に、利用代表者の住所（在勤の方は勤務先名・所
9月1日㈮～7日㈭
在地）
・氏名・電話番号・利用人数・利用日・利用泊数・
希望部屋タイプ・部屋数が必要。部屋の指定は不可。
9月11日㈪～17日㈰ 申込者に抽選結果を電話で連絡
9月18日㈷～利用日の 申込み（先着順）
前日
※抽選後に空室がある場合
霧ヶ峰学園で利用申請書・利用者名簿（利用者全員の住所
利用開始日
・氏名・年齢・性別）を提出
利用終了日
霧ヶ峰学園で利用料金を支払い

11 31
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児 童 扶 養 手 当・ 特 別 児 童
扶養手当の現況届をお忘
れなく

日程

手当を受給している方に、現況
届の案内通知を発送しました。現

受付内容 12月利用分（30年1月3日宿泊分まで）※12月29日～30年1月3日の
期間は、3泊4日まで予約可
利用の流れ 下表のとおり

601

況届は、今後１年間の手当の支給
可否を判定する大切な届です。
児童扶養手当は８月 日㈭、特
別児童扶養手当は９月 日㈪まで
に手続きをしてください。

対象 区内在住か在勤の2人以上のグループ

▽届出場所 児童扶養手当は区役
所６階 会議室、特別児童扶養
手当は区役所６階⑦番子育て・

～年末年始の利用の抽選申込みを受付けます～

若者支援課
▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当
☎（５２４６）１２３２

霧ヶ峰学園から

はかりの定期検査

商店や事業所での取引や学校・
医院等での証明に使用する「はか
り」は、２年に１度の検査を受け
ることになっています。
対象の事業所には、東京都から

（3） 平成29（2017）年 8月5日

30
4

学校説明会

見学のできる学校行事（※）
土 曜 公開授 業（9月2日、10月21日、11月18日、30年1月20日、2月
御徒町台東
9月11日㈪～16日㈯
9月16日㈯
148人
17日の土曜日午前8時30分～正午）
、文化祭 （10月28日㈯午前8時
（台東4－13－16）
午前8時30分～午後5時30分
午後2時～2時45分
（4学級）
30分～午後3時30分）
、道徳授業地区公開講座（12月2日㈯午前8時
☎（3831）3787
※16日は午後4時まで
※説明会終了後、部活動体験会
30分～正午）
、立志のつどい（2月3日㈯午前8時30分～正午）
柏葉
9月11日㈪・12日㈫・14日㈭～16日㈯
土曜公開授業（9月2日・16日、12月2日、30年2月17日の土曜日午
148人
9月16日㈯
（下谷3－1－29）
午前8時40分～午後5時
前8時40分～11時30分）
、道徳授業地区公開講座（10月21日㈯午前
（4学級）
午前11時～正午
☎（3876）3341
※16日は午前11時まで
8時40分～11時30分）
、文化祭（10月28日㈯午前9時～午後4時）
9月14日㈭～16日㈯･19日㈫･20日㈬
9月14日㈭・15日㈮・19日㈫
土曜公開授業（9月2日、10月21日、12月2日・16日、30年2月3日・
上野
148人 午前8時40分～午後5時
午後3時30分～4時
17日の土曜日午前8時40分～11時30分）
、上中音楽祭（10月27日
（上野桜木1－14－55）
（4学級） ※16日は午後4時30分まで※20日は午後2時30分まで 9月16日㈯
㈮午前10時30分～午後3時）
、立志式（30年1月13日㈯午前9時40
☎（3828）5458
※14～16･19日は部活動体験可（予約不要）
午後2時30分～3時
分～11時30分）
土曜公開授業（9月2日・16日、11月18日、12月2日、30年2月3日、
9月4日㈪～8日㈮
忍岡
3月3日の土曜日午前9時～11時35分※2月3日㈯は午前10時～11時ご
185人 午前9時～午後3時20分
9月4日㈪・7日㈭・8日㈮
（上野公園18－20）
ろまで立志式公演会のみ見学可）
、日曜授業参観（9月24日㈰午前9時
（5学級） ※5･6日は午後2時20分まで
午後3時40分～4時40分
☎（3828）7241
～午後3時20分）
、学習発表会（10月28日㈯午前9時～午後3時10分、
※4･7･8日は部活動見学可（予約不要）
29日㈰午前10時15分～11時15分）
9月12日㈫～16日㈯
9月12日㈫・14日㈭・15日㈮
土曜公開授業（9月2日、11月25日、12月2日、30年2月3日・17日、
浅草
午前9時～午後5時
午後4時15分～4時45分
3月3日の土曜日午前8時45分～11時35分）、道徳授業地区公開講座
185人
（蔵前1－3－4）
※13日は午後0時30分まで
9月16日㈯午後2時30分～3時15分 （10月7日㈯午前9時45分～11時30分）
、文化祭（10月21日㈯午前
（5学級）
☎（3866）5169
※16日は午後4時30分まで
※16日は午後3時20分より部活動 8時35分～午後2時20分）、合唱コンクール（30年3月8日㈭午前9
※部活動見学は随時可
体験会
時～午後0時30分（予定））
土曜公開授業（9月16日・30日、11月18日、12月2日・16日、30
9月12日㈫～16日㈯
桜橋
年1月20日の土曜日午前8時50分～11時40分※9月30日㈯は午前8
148人 午前8時50分～午後3時25分
9月16日㈯
（今戸2－1－8）
時50分～9時40分、11月18日㈯は午前8時50分～正午）、文化祭（10
（4学級） ※13日は午後2時25分まで
午前11時～午後0時30分
☎（3876）2277
月28日㈯午前8時50分～午後3時25分）、道徳授業地区公開講座（11
※16日は午前11時40分まで
月18日㈯午前8時50分～正午）
9月11日㈪～16日㈯午前8時45分～午後5時30分 9月12日㈫･14日㈭
土 曜 公 開 授 業（9月2日・16日、10月21日、30年1月20日、2月17
駒形
148人 ※13日は午後4時30分まで※16日は午後3時まで 午後4時～4時30分
日の土曜日午前8時45分～11時35分）
、道徳授業地区公開講座（9月
（北上野2－15－1）
（4学級） ※16日は体験授業実施、部活動体験可（予約不要） 9月16日㈯
2日㈯午前9時45分～11時35分）
、ふれあいコンサート（10月21日
☎（3844）2089
※部活動見学は随時可
午前10時～10時40分
㈯午後2時～3時30分）
、
文化祭（10月28日㈯午前8時30分～午後4時）
（※）一部行事の時間および上記以外の見学のできる行事については、学校案内冊子や区ホームページをご覧になるか各校へお問合せください。

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246－1213〉

43
44

44

民生委員が変わりました

12

・月額使用料
万円～ 万２千
円（２人分・食事その他含む）

▲2次元コード

18
32

4回） 時間 午前10時～11時30分 場所 東京藝術大 尺八のための『緩急』
」
、箏曲生田流「夢殿」
学（上野公園12－8） 対象 区内在住か在勤・在学 入場券 浅草公会堂、チケットペイ、生涯学習センタ
の小学5年生以上の方 定員 65人（抽選）※最少 ー、区役所9階④番文化振興課、下記財団事務局
開催人数は各楽器3人 講師 東京藝術大学音楽学部 で販売 販売開始日 8月16日㈬
邦楽科 費用 小学5年～高校生は500円、18歳以上 区内在住か在勤・在学の方を抽選で10組20人ご招待
の方は5,000円（4回分・教材費含む）※篠笛希望 はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名・電話番号、
者は初日に篠笛を購入 楽器 長唄三味線、篠笛、小 在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地を書
鼓、長唄 申込方法 はがきに催し名・住所・氏名（ふ いて下記問合せ先へ 申込締切日 8月25日㈮（必着）
りがな）
・年齢・性別・電話番号（自宅と携帯）
・希 問合せ 〒110－0004 台東区下谷1－2－11 （公
望の楽器（第2希望まで）
、在勤（学）の方は勤務 財）台東区芸術文化財団☎（5828）7591
先名（学校名・学年）
・所在地を書いて下記問合せ
旧東京音楽学校奏楽堂
先へ※長唄三味線希望者は三味線の撥（ばち）
・膝
木曜コンサート
「木管・金管」
ゴム・指かけを貸出し（経験者で貸出不要の方は、
はがきに明記） 申込締切日 8月25日㈮（必着）
日時 9月28日㈭午後1時30分開場、2時開演
問合せ 〒110－0004 台東区下谷1－2－11 （公
場所 生涯学習センターミレニアムホール 出演 東京
財）台東区芸術文化財団☎（5828）7591
藝術大学音楽学部学生・院生ほか 入場券 500円
※当日会場で午後1時30分から販売※未就学児の
邦楽フレッシュコンサート2017「秋の調」
入場不可

－ 和の音色と共に －

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

日時 10月21日㈯午後1時30分開場、2時開演
場所 生涯学習センターミレニアムホール

出演 東京

藝術大学音楽学部邦楽科 入場料 1,000円（全席自
由）※未就学児の入場不可 演目 箏曲山田流「花三
題」
、創作曲「一夜の幻」
「いのち」
、尺八「三本の

第3期硬式テニス教室

スポーツひろば

48

第 1186 号 （4）

※見学・入居相談等、詳しくは左
●新任委員
記へお問合せください。
▽氏名（担当区域）
▽場所・申込み・問合せ
・吉田三子氏（駒形１丁目１～ 、 ケアハウス松が谷
駒形２丁目１～７）
☎（３８４５）６５０１
高齢福祉課施設担当（区役所２

日程 10月7日㈯・14日㈯・29日㈰、11月12日㈰（全

35

42

階⑤番）
☎（５２４６）１２０５

したまち邦楽ワークショップ

31

25

45

●担当区域が変わりました
▽氏名（担当区域）
・深井喜代子氏（池之端２丁目１
・２～
〈９～ 号・ 号の一部〉
９）

整理券を生涯学習センター1階受付、区役所6階⑨
番庶務課、区民事務所・同分室、地区センターで8
月7日㈪から配布 場所 上野学園石橋メモリアルホ
ール（東上野4－24－12） 曲目 動物のカーニバル
から 王様ライオン、白鳥ほか 問合せ 生涯学習課
社会教育担当☎（5246）5851

24

パソコンや 携 帯 電 話 から
介 護サービス事 業者 情 報
が調べられます

日時 9月10日㈰午後1時30分開場、2時開演※入場

・鳥羽公憲氏（池之端１丁目２
・３～６、池之端２
〈３～ 号〉
丁目１〈１～８号・ 号・ 号
）
の一部・ ～ 号〉
・石渡明美氏（浅草３丁目４～７
・ ～ ・ ～ ）
▽問合せ 福祉課福祉振興係
☎（５２４６）１１７２

台東区上野の森ジュニア合唱団
「第27回演奏会」

８月 中 旬に介 護サービス
費通知を送ります

日時 9月3日㈰午後1時開場、1時30分開演※入場整
理券を生涯学習センター1階受付、区役所6階⑨番
庶務課、区民事務所・同分室、地区センターで配
布しています。 場所 浅草公会堂 曲目 交響曲第2
番ニ長調作品43（シベリウス）ほか 問合せ 生涯
学習課社会教育担当☎（5246）5851

20

・パソコン 区ホームページの
「暮らしのガイド」から「税金
と保険・年金」の「介護保険」
内「事業者情報（区民の方へ）
」
に「事業者情報」を掲載してい
ます。
・携帯電話 バーコード読み取り
機能が付いている携帯電話等で、
２次元コードを読み取り、表示
されたリンク先に接続します。

台東区ジュニアオーケストラ
「第37回定期演奏会」

▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４３

♪ 音楽の催し♪

適切に介護サービスを利用して
いただくために、５月利用分の明
細をお知らせします。サービス事
業所・種類・事業所に支払った自
己負担額等をご確認ください。
▽問合せ 介護保険課給付担当
☎（５２４６）１２４９

65 65

ケ ア ハ ウス 松 が 谷 入 居 者
募集（２人用居室）

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の

60

～地震に備えて～家具 転
倒 防 止器 具の 給 付・取 り
付けをします

ケアハウスは、高齢者が安心し
て生活できるように配慮された施
設です。入居の相談を随時受付け

方
① 歳以上の高齢者のみの世帯
② 歳以上の高齢者が在宅で生活
し、世帯全員の住民税が非課税

☎（５２４６）１２２２

しています。
▽対象 次の全てに該当する方
①区内在住で 歳以上の夫婦・親
子・兄弟姉妹

150

②日常生活（食事や入浴等、身の
の世帯
回りのこと）の維持は可能だが、 ▽内容 家具転倒防止器具を無料
高齢等のため独立して生活する
で１世帯３点まで給付・取り付
には不安がある
け（１回限り）
③使用料を負担できる
▽申込み・問合せ 高齢福祉課総
④保証人を立てられる
合相談・給付担当（区役所２階
▽使用料
⑤番）

・入居一時金 １人 万円

平成29（2017）年 8月5日

広報

期間 10月4日㈬～12月14日㈭

対象 区内在住

か在勤・在学で高校生以上の方（未経験者
●大正小・卓球初心者教室
不可） 持ち物 運動できる服装、運動靴、ラ
日時 9月12～26日の火曜日（全3回）午
ケット 申込方法 往復はがき（1人1枚1クラス、
後7時～9時（7時受付） 場所 大正小学
校地下体育館 持ち物 運動できる服装、 重複申込無効）に教室名・希望クラス・住所・
氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、在勤（学）
室内履き、飲み物、タオル、ラケット（貸
の方は勤務先（学校）名・所在地を書いて下
出あり）※更衣室なし、保険は各自任
記問合せ先へ（抽選） 申込締切日 8月22日㈫
意で加入
場所・問合せ 〒111－0024 台東区
（必着）
●谷中小・太極拳教室 日時 9月8日～
今戸1－1－10 台東リバーサイドスポーツ
12月1日の金曜日（全8回）午後7時15
センター☎（3872）3181
分～8時30分（7時受付） 場所 谷中小
曜日 クラス
時間
定員 受講料
学校地下体育館 定員 30人（先着順）
初級①
午前9時10分～10時40分
15人
講師 水野冨士氏 費用 2,000円（8回分・
午 前10時45分 ～ 午 後0
保険料含む） 持ち物 運動できる服装、
15人 12,000円
初級②
時15分
室内履き、飲み物、タオル 申込方法 費
初級③ 午後1時30分～3時
15人
用を添えて次の①か②へ ①8月18日
初級④ 午後5時55分～7時25分 15人 15,000円
㈮午後7時30分～8時30分・谷中小学
中級A 午前9時30分～11時
30人
校地下体育館 ②8月21日㈪～9月1日
木曜
午 前11時15分 ～ 午 後0
30人
中級B
㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課
時45分
12,000円
（生涯学習センター5階、土・日曜日・
中級C 午後1時30分～3時
15人
祝日を除く）
中級D 午後3時15分～4時45分 30人
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
中級E 午後5時55分～7時25分 15人
対象 区内在住か在勤・在学の中学生以
中級F 午後7時30分～9時
30人 15,000円
上の方※子供を連れての参加不可、学
中級G 午後5時55分～7時25分 15人
水曜
校行事等により変更･中止の場合あり
上級 午後7時30分～9時
15人 17,000円
問合せ スポーツ振興課
※上級クラスを初めて受講する方は、9月27日㈬午後
☎（5246）5853
7時のレベルチェックが必要
【8月は「道路ふれあい月間」です】本年度の推進標語（代表標語）は「この道で
☎5246－1302〉

おはよう

往復はがきに「木管・金管」
・希望人数（2人まで）
・
住所・氏名・電話番号、在勤の方は勤務先名を書
いて下記問合せ先へ 申込締切日 8月21日㈪（必着）
問合せ 〒110－0004 台東区下谷1－2－11 旧東
京音楽学校奏楽堂仮事務所☎（5826）7125

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

日程

場所
成田射撃
9月18日㈷
場
千葉県木
9月24日㈰
更津方面

参加費

申込締切日時
9月15日㈮
10,000円
クレー射撃
午後4時（※1）
9月19日㈫
5,000円
はぜ釣り
午後5時（※2）
9月11日㈪
バドミントン
台東リバ
1組1,800円
10月8日㈰
午後3時（※3）
（ダブルス）
ーサイド
スポーツ 高校生以上500円、9月15日㈮
剣道
10月15日㈰ センター
小中学生300円 （※4）
（※1）台東区クレー射撃連盟への申込みは9月16日㈯午後6時まで
（※2）台東区釣魚連盟でも受付可
（※3）台東区バドミントン協会でも受付可
（※4）台東区剣道連盟でも受付可

幼児のための水泳教室第3期

日程 10月1日㈰・8日㈰・15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 定員 各24人（抽選） 講師 野村不動産ライフ＆
スポーツ 費用 4,000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 申込方法 往復はがき（1枚1
教室1クラス）に教室名・希望クラス（AかB）
・住所・氏名・
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、来館手続きあり 申込締切日 9月12日㈫（必着）
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
さようなら

ありがとう」に決まりました。〈台東区道路管理課

ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日
あたって 分の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

台東一丁目 9月14日～11月16日の木曜日午後2時～4時
区民館

9人

浅草橋区民館 9月14日～11月16日の木曜日午前10時～正午

9人

9月14日～11月16日の木曜日午前10時～正午

9人

65 寿区民館

金杉区民館

9月15日～11月24日（11月3日を除く）の
6人
金曜日午後2時～4時

谷中区民館

9月15日～11月24日（11月3日を除く）の
6人
金曜日午前10時～正午

月

40

日

300

▽場所・問合せ 台東病院

☎（３８７６）１００１㈹

日

勤務先へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

月

ふたごちゃん、みつごちゃ
ん集まれ！「講演・交流会」
（託児あり）

月 日

▽日時 ８月 日㈭
午前 時～正午
▽対象 区内在住で就学前の多胎

月 日

第3回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

月 日

児と保護者、多胎児を妊娠して
いる方とそのパートナー
組（先着順）
▽定員
▽講師 田中輝子氏（日本多胎支
援協会）
▽申込開始日時 ８月７日㈪午前
９時
▽場所・申込み・問合せ 浅草保
健相談センター
☎（３８４４）８１７１

日

ペットコミュニティエリアを利用するには事前に講習会の受講が
必要です。 日時 9月10日㈰午前9時30分～正午 場所 DOGLY
愛犬E-SCHOOL（根岸3－1－10） 対象 次の全てを満たすこ
と①飼い主が区内在住で、台東区で登録をしている小・中型犬
（背中～地面まで約40センチメートル以内） ②今年度の狂犬病
予防注射および1年以内に混合ワクチンを接種している ③犬の
健康状態に問題がなく（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっ
ていない）
、他の人や犬に対して過剰に吠えたり、威嚇したり、
咬傷事故を起こしたことがない ④エリアを利用する家族全員で
参加できる 定員 15頭分（先着順） 内容 エリア内でのマナーや
知識の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は施設内で
愛犬をお預かりします） 受講上の注意 ①中学生以下は保護者同
伴 ②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭につき1人
以上の犬を制御できる飼い主が参加（1人で複数頭連れてくるこ
とはできません） 申込方法 区ホームページから申込むか、電話
で下記問合せ先へ 申込期間 8月7日㈪～30日㈬
問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動物管理担当
☎（3847）9437

9月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

9月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
☎（3844）8171
3・4か月児健康診査 12 ･ 28日午後１時15分～１時 15 ･ 27日
（平成29年5月生）
45分☎（3847) 9447
午後1時15分～2時
1歳6か月児健康診査 14日午後1時15分～2時
20日
（平成28年2月生）
☎ (3847) 9447
午後1時～2時15分
２歳児歯科健康診査 27日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
３歳児健康診査
19日午後1時～1時45分
13日
（平成26年8月生）
☎ (3847) 9447
午後1時15分～2時15分
12日(個別)午前9時～10時30分
26日（個別）
20日(個別)午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
28日(集団)午前9時30分～11時
☎ (3847) 9497
産婦歯科健康診査
8日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
歯科衛生相談
12・27日午後1時30分～2時 7・21日午後1時30分～2時30分
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 30分☎ (3847) 9449
6日午後2時～3時30分、20日午
こころの健康相談
4日午後1時15分～2時45分、
区内在住・在勤の方 後1時30分～3時、28日午前9時
13日午前10時30分～正午
(予約制・前日までに) 45分～正午☎（3847）9497
発達障害個別相談
25日午前9時30分～11時30分 11日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
13 ･ 27日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
4 ･ 22日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、12日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは、区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎え
ハローベビー学級
る方へ」をご覧ください。台東保健所☎（3847）9447
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター☎（3844）8171

21

暮 ら し と ここ ろ の 総 合 相
談会

月

15

30

110

「仕事が見つからない」
「眠れず
体調がすぐれない」など、生活に

日

31

関するさまざまな問題や、こころ
の健康について、専門相談員・保
健師・弁護士が相談に応じます。
▽日時 ９月７日㈭・８日㈮午後１
時～５時（受付は４時 分まで）
▽場所 台東保健所３階

月

40

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４０５

30

１ 年 に１ 度 の「 総 合 健 康
診査」を受けましょう

日

年３月末時点で 歳以上の、
９～ 月生まれの国民健康保険お
よび後期高齢者医療制度の加入
者・生活保護受給者に、受診票を
送付しました（４～８月生まれの
方には５月末に送付済み）
。
※会社等で健保組合や協会けんぽ
等に加入している方や、その被
扶養者は、加入している医療保
険者が特定健康診査を行います。

月

12

－

▽費用
円（保険料・初回のみ）
▽申込方法 はがきに希望する場
所・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて左記問合せ先へ

30

▽申込締切日 ８月 日㈪
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

13

☎（５２４６）１２９５

28

笑って 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

日

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診
療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。
毎日24時間☎（5272）0303
URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

▽日時 ９月 日㈬
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）
▽定員
▽出演 ふるさとコンビ、Ｗアッ
プ
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

知って得する！
在宅ケア教室

月

16

10

6人

上野区民館 9月13日～11月15日の水曜日午前10時～正午 10人

▽日時 ８月 日㈬
午後３時～４時
えん げ
▽テーマ 嚥下食の作り方
▽講師 台東病院栄養室職員

８月６日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
浅草橋1－25－5
内科 小川こどもクリニック
（3861）2429
小川ハイム201
内科 柴原医院
池之端4－11－2
（3821）3658
歯科 小林歯科医院
西浅草2－16－1
（3844）1092
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5
（5809）3698
内科
塩川内科医院
千束1－4－11
（3872）0153
8
内科 武内クリニック
根岸5－16－8
（3873）1202
11 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 平和堂薬局
根岸5－22－11
（3874）4750
内科 くろす内科クリニック
清川2－8－11
（3872）0298
8
上野2－11－10
内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
13
歯科 さや歯科医院
西浅草3－16－8 2階（5828）4182
薬局 清川薬局
清川2－8－10
（6240）6801
8 内科 大塚医院
浅草4－28－13
（3873）2853
14 内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3 2階 （5830）3112
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
寿4－10－11
（3841）4361
8 内科 本宮形成・整形外科
生井ビル2階
池之端2－5－44
（3821）3915
15 内科 吉田産婦人科医院
蔵前2－6－3
歯科 ジェイエムビル歯科医院
（5820）6874
ジェイエムビル5階
内科 梅澤医院
千束2－20－2
（3872）8230
北上野1－9－13
8 内科 上野なかのクリニック
（5828）3007
高松ビル1階
16 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 はるか薬局
千束2－19－2
（5824）8921
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680
内科 蔵前内科クリニック
蔵前1－8－6
（3864）8998
上野桜木1－10－11
8 内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
20
雷門2－3－5
歯科 ライオンズビル歯科医院
（3844）9493
ライオンズビル3階
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
8 内科 谷口内科
竜泉1－10－6
（3872）1369
台東区歯科医師会歯科診療所
根岸4－1－28
（3874）6433
歯科
27
薬局 モリタ薬局
日本堤1－5－8
（3871）4107
薬局 Smile調剤 入谷薬局
竜泉1－10－2
（6458）1616
内科 行徳内科医院
蔵前4－3－7
（3851）9000
9
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
3
歯科 台東歯科クリニック
雷門2－11－8
（3844）4180
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
今戸1－3－13
内科 おのだ医院
（3876）3818
さくらコーポ201
9
内科 竜泉協立診療所
竜泉3－1－2
（3873）4373
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 竜泉たかはし薬局
竜泉3－3－3
（3875）4611

雷門区民館 9月12日～11月14日の火曜日午後2時～4時

第 1186 号

高 齢 者 は つ ら つ ト レ ーニ
ン グ ～ 身 近 な 場 所で 体 力
アップをしませんか～

場所 永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
診療対象 小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後６時45分～９時45分
受付時間 日曜日・祝日・お盆（8月14〜16日）午前８時45分～午後９時45分
調剤薬局 車坂薬局 東上野３－11－３ ☎（5812）2067

定員
（抽選）

日時（全10回）

トレーニングマシンを使用した
運動教室です。簡単な体操やスト

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（☎5246−1277）でお確かめください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/

場所

レッチも行います。

8・9月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

▽対象 区内在住の 歳以上の方
（心疾患・高血圧等の症状のあ
る方は主治医要相談）

（5） 平成29（2017）年 8月5日

健 康

広報

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日 （全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日 （全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全5回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全5回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全5回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～正午

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 参加費 1回
300円 申込方法 往復はがきに①9月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性
20人 別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
8月18日㈮（必着）までに各センターへ（1人1教室
15人 につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【家庭の省エネヒント】夏になったら温水洗浄便座の便座暖房はオフ、
洗浄温水は低めに設定して省エネにつなげていきましょう。年間約1,050円の節約になります。
（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246－1281〉

広報

（7） 平成29（2017）年 8月5日

第 1186 号
場所 生涯学習センター301研修室

など
第21回柳北おどり
（浅草橋地区）

定員 80

人（先着順） 講師 三浦敏明氏（㈱三英会
長）
、三浦慎氏（㈱三英代表取締役社長）
申込方法 申込書（下記問合せ先へ請求）に

台東区で生活している外国人と
交流してみませんか
区内の外国人と一緒に、割り箸袋を使った

記入しファックスで下記問合せ先へ

箸置き作りや折り紙などをしながら、会話

日時 8月25日㈮・26日㈯午後6時30分～

問合せ 台東区産業振興事業団経営支援課

を楽しみませんか。語学能力は問いません。

9時、26日㈯午後6時（ちびっこタイム）

☎（5829）4124 FAX （5829）4127

お知り合いの外国人との参加も歓迎です。

場所 柳北スポーツプラザ※事前練習8月

18日㈮午後7時～9時、室内履きを持参

第39回寿作品展示会作品募集

日時 9月2日㈯午後2時～4時

場所 生涯学

習センター303会議室 対象 区内在住か在

問合せ 浅草橋地区センター

地域で暮らす高齢者の手作り作品の展示会

勤・在学の方 定員 20人（先着順） 講師

☎（3851）4500

です。

石井敏子氏（行燈旅館館主） 申込方法 住

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（雨天決行） 場所

上野公園水上音楽堂

出演 浅野祥（津軽

三味線）
、平野啓子（語り部・かたりすと）
、
ノブ＆フッキ―（ものまね）
、花園直道（日
舞）
、和太鼓グループ-sai-（和太鼓）
入場料 3,000円（全席指定） 前売券 8月

26日㈯午前9時～午後4時に水上音楽堂前

募集作品 手芸・小物細工・絵画・

写真・俳句・書道等（サイズ規定あり）

所・氏名（ふりがな）
・電話番号、在勤（学）

展示日時 10月18日㈬・19日㈭午前9時30

の方は勤務先（学校）名を電話かはがきで

分～午後4時 場所 区役所10階会議室

下記問合せ先へ（区ホームページから申込

対象 区内在住の60歳以上で老人クラブの

可） 申込締切日 8月25日㈮（消印有効）

会員でない方

申込方法 下記問合せ先で

配布する申込用紙に記入し提出

問合せ 〒110－8615

日時 10月12日㈭・12月14日㈭午後1時30

分〜2時
●トーク・イベント「定点写真でみる文京
と台東」 日時 11月3日㈷午後2時〜4時
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911

フラワーアレンジメント教室
こけ

「苔玉づくり」

台東区役所区民課

協働・多文化共生係☎（5246）1126

申込締切日 8月25日㈮（必着） 問合せ 健

康課（区役所3階④番）☎（5246）1214

シルバー人材センターの催し

図書館のこども室から
●石浜図書館こうさく会「しおりをつく

日時 8月23日㈬午前10時～正午

ろう！」 日時 8月16日㈬午前10時～11

内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度

対象 区

特設テント、8月29日㈫以降は上野観光連

●パソコン講座①「インターネットを活用

時30分、午後2時30分～4時※入退室自由

程度）をお持ちの方 定員 10人（先着順）

盟事務所（上野2－1－3 88ビル9階）で

しよう」 ②「LINEでできること」

対象 幼児～高校生※未就学児は保護者同

講師 中川氏（フローリストモア） 費用

伴※参加は1人1回まで

800円（材料費） 申込方法 教室名・氏名・

販売 問合せ 上野観光連盟

日時（全3回）①9月4日㈪・7日㈭・11日㈪

☎（3833）0030
台東区観光課☎（5246）1447

～豊かな生き方働き方～いきい
きと働くためのMyコミュニケー
ション
働きたい・働き続けたい職場を目指し、人

②9月8日㈮・12日㈫・19日㈫午前10時～
正午 定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円

浜図書館☎（3876）0854

電話番号を電話かファックスで下記問合せ

●根岸図書館こうさくあそび「キャンド

先へ

（3回分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）

ルでペンギンをつくろう」

ター（松が谷福祉会館内）

電話番号を書いて下記問合せ先へ

FAX （3842）2674

リハビリボランティア養成講座

●パソコン「無料よろず相談会」
日時 9月5日㈫・15日㈮午前10時～11時、
11時～正午 定員 各5人（抽選）

ンのポイントを学びます。 日時 9月2日

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

㈯午後1時30分～4時30分
10階会議室 定員 50人（先着順）

車椅子や歩行の介助等、脳卒中等中途障害
者の機能訓練や社会参加行事の手助けの仕
方を学びます。 日時 ①8月9日㈬午前10

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

日時 8月23日㈬午前10時～11時、午後3

時～正午 ②29日㈫午前9時30分～11時

相談内容を書いて下記問合せ先へ

時～4時※各10分前から入場開始

30分

場所 根岸社会教育館

る18歳以上の方 定員 各25人（先着順）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

講師 林恭弘氏（ビジネス心理カウンセラ

ー） 申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・

場所・問合せ 障害者自立支援セン

☎（3842）2672

に催し名（①か②）
・住所・氏名・年齢・

との心地よい関わり方やコミュニケーショ
場所 区役所

場所・問合せ 石

対象 幼児～中学生

対象 ボランティア活動に関心のあ

対象 区内在住の原則60歳以上の方

定員 各20人（先着順）※8月9日㈬から根

テーマ ①ボランティア活動の心得など、障

電話番号・就業状況を電話かファックスで

申込締切日 8月22日㈫（必着）※募集数に

岸図書館カウンターでチケットを配布

下記問合せ先へ（区ホームページから申込

達しない場合、8月23日㈬以降に電話で受

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

害者の生活について ほか ②フラワーア
レンジメント教室の見学 講師 ①社会福祉

可）※雇用保険受給中の方は受給資格者証

付

●こわーいおはなし会

協議会職員、永島優子氏（障害当事者）
、

を持参 問合せ 産業振興課

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

☎（5246）1152

ター☎（3864）3338

FAX （5246）1139

友好都市南会津町から
「東武新型特急リバティ会津で
行く南会津そばの花ウオークと
会津のフルーツ狩りツアー」
（1泊2日）

場所・問合せ 〒111－0056

台東区

交通安全区民のつどい
日時 9月8日㈮午後1時15分～3時15分
場所 浅草公会堂

内容 第1部式典、第2部

自転車交通安全教室（スケアード・ストレ

16,500円（1泊4食・交通費含む、大人・
子供同額）※1人での申込みの場合は相部
屋※詳しくは、区ホームページまたは区役
所1階、区民事務所・同分室等で配布する
チラシをご覧ください。
月18日㈮午後5時

申込締切日時 8

申込み・問合せ みなみ

やま観光㈱☎0120－915221
問合せ 南会津町商工観光課

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「わくわく★夏のエコスクー
ル2017特別プログラム」
験や特別ぬりえ等の特別プログラムを実施

しく育てるコツをお話しします。
日程（全4回）
テーマ
「妊娠、出産、育児の違い今・
9月1日㈮
昔」
「はじめてのおもちゃ選び」
「母乳育児、卒乳、離乳食」
「体
10月6日㈮
験してみよう！タッチケア」
「赤ちゃんの発達・発達のめや
すと注意したい事故予防」
「事
11月10日㈮
故予防対策のアイデアあれこ
れ」
「ママと赤ちゃんのための災
12月1日㈮ 害への備え」
「はじめての絵
本選び」

月24日㈰午前9時30分～午後4時30分
（実

場所・問合せ 環境ふ

習） 場所 区役所ほか 対象 次のいずれか

☎（3866）2011

に該当し、
全日程受講可能な方 ①修了後、

健康セミナー
「美・ウオーキング」
「美・ウオーキング」は筋力に頼らずバラ
ンスを重視する走行法です。
27日㈬午後6時30分～8時

日時 9月

申込開始日時 8月7日㈪午前10時

希望 ②すでに従事していて技術向上を目
指す 定員 15人程度（抽選） 費用 4,000
円程度（テキスト代、
実習の交通費等含む）
申込方法 申込書に記入し、返信はがきを添

サービスセンター会員とその家族、区内在

えて郵送か持参※詳しくは受講案内（下記

住か在勤の方

問合せ先で配布）か、区ホームページをご

定員 30人（抽選） 費用

1,000円（会員とその家族は500円）

覧ください。

申込締切日 9月8日㈮（必

申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住所

着） 問合せ 障害福祉課（区役所2階⑩番）

・氏名・年齢・電話番号、在勤の方は勤務

☎（5246）1058

先名、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 8月18日㈮（必着）

勤労者サービスセンター☎（5829）4123

申込み

区内の事業所でガイドヘルパーとして従事

対象 勤労者

月以降生まれの子供の保護者・祖父母、妊

リオオリンピックや国際大会で採用された

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修

期間 8月31日㈭まで

台東区都市交流課☎（5246）1016

申込方法 日本助産師会ホームページから

FAX （3842）2674

れあい館ひまわり環境学習室

2－9－18 （公財)台東区産業振興事業団

の方優先） 費用 500円（4回分）

場所・問合せ 障害者自立支援センター（松

が谷福祉会館内）☎（3842）2672

日時 9月23日㈷午後1時～6時（講義）
、9

時間 午後1時30分～3時30分 場所 生涯
学習センター4階和室さくら 対象 29年5

婦 定員 15組（先着順・区内在住か在勤

申込方法 講座名・氏名・電話番号を電話か

しています。ぜひ、お越しください。

☎0241（62）6200

世界が驚く卓球台を生んだ実践
経営学

錦織美之（松が谷福祉会館）
ファックスで下記問合せ先へ

氏） 申込方法 町会交通部長を通じて各交
通安全協会へ 問合せ 交通対策課

助産師と孫育ての専門家が、子供や孫を楽
定員 60人（先着

場所・問合せ 中央図書館谷中分

環境学習室では夏休みの期間中、打ち水体

楽しい子育て・孫育て講座

順） 費用 1室2人以上の利用で1人あたり

保護者

室☎（3824）4041

イト）
、第3部ミニコンサート（水木一郎

☎（5246）1288

日程 9月2日㈯～3日㈰

日時 8月23日㈬
午後4時～5時 対象 小学生以下の子供と

場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

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～」

地域のチカラ講座
「私らしさ発見 人生を豊かに
する自分史のススメ」
い

自分史の意義や思い出の活かし方など、
自分史作りの基礎知識を楽しく学ぶ講座
です。

日時 9月9日㈯・16日㈯（全2回）

午前10時～正午 定員 30人（先着順）
講師 桑島まさき氏

持ち物 思い出の写真5

卓球台を製作している㈱三英の事業承継・

問合せ （公社）日本助産師会

期間 9月22日㈮～12月20日㈬

枚程度（データ可） 申込方法 氏名・電話

商品開発・海外展開等について学びます。

☎（3866）3054

●専門員によるスライド・トーク 展示内

番号、託児（1歳以上の未就学児）希望の

日時 9月21日㈭午後2時～3時30分

台東区生涯学習課☎（5246）5821

容について見どころを解説します。

方は子供の氏名・年齢・性別を電話か直

【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 8月5日

第 1186 号 （6）

メ作家の山田優子氏によるワークショップ

研修期間 8月28日㈪～12月27日㈬

参加者の氏名・電話番号を電話かファック

託児の申込締切日 9月2日㈯

です。

対象 区内在住で①学校卒業後求職中の方

スまたは電子メールで下記問合せ先へ

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

間程度） 定員 10人（先着順）

②非正規雇用から正規雇用を目指す方 ③

申込締切日 9月4日㈪

③スクリプトドクター三宅隆太の脚本教

結婚や出産等の理由により一度離職し､ 再

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東ボ

室「よくわかるストーリー作りの秘訣！」

度就職を希望する女性の方※詳しくは、下
記へお問合せください。 定員 15人（選考）

ランティア・地域活動サポートセンター

接下記問合せ先へ

申込開始日 8月8日㈫

学習センター4階）☎（5246）5816

ひ けつ

下町風俗資料館企画展
「下町の学び舎 机に広がる教
科書と思い出」
期間 9月3日㈰まで

日時 9月18日㈷午前10時（3時

開館時間 午前9時30

分～午後5時30分（入館は5時まで）

脚本家・スプリクトドクターの三宅隆太

☎（3847）7065

氏によるワークショップです。 日時 9月

申込方法 氏名・電話番号を電話か電子メー

FAX （3847）0190

18日㈷午後3時30分（2時間30分程度）

ルで下記申込先へ※下記申込先ホームペー

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

定員 20人（先着順）

ジからも申込可

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込締切日 8月22日㈫

申込み・問合せ ヒューマンアカデミー㈱

NPOのための個別相談

☎（3863）0771

入館料 一般300円、小中高生100円

場所 浅草公会堂1階ロビー

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

在住か在学の小学生※保護者同伴可 ③高

Eメール taitohuman@gmail.com

場所・問合せ 下町風俗資料館

校生以上の方

問合せ 台東区産業振興課

月14日㈭（労務相談）
、9月20日㈬（会計

☎（5246）1152

・税務相談） 時間 午後2時～4時 対象 区

☎（3823）7451

対象 ①②区内

申込締切日 8月31日㈭

※詳しくは、映画祭公式ホームページを
ご覧ください。

朝倉彫塑館から

申込み・問合せ 「した

事務局（文化振興課内）

野市（旧朝地町）との友好都市提携30周

☎（5246）1328

年を記念して、故郷とゆかりのある作品を
特集展示します。 期間 8月27日㈰まで
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

内で活動する非営利団体 定員 各2組（先

日帰りバスツアー
「日光東照宮散策ツアー」

まちコメディ映画祭in台東」実行委員会

●特集展示「ふるさとへの想い」 豊後大

日程（内容） 9月12日㈫（法律相談）
、9

着順） 申込方法 希望日・団体名・参加者
全員の氏名・電話番号を電話かファックス

日時 10月1日㈰午前7時区役所前出発、午
後5時30分帰着予定（雨天決行） 行先 日

まちかど映画会in上野公園（無
料）

光東照宮(散策）
、鬼怒川観光ホテル（昼食

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

・温泉入浴）、日光ろばたづけ鬼怒川店

ボランティア・地域活動サポートセンター

②20

（買物） 対象 勤労者サービスセンター会
員とその家族、区内在住か在勤・在学の方

FAX （3847）0190

場所 上野公園噴

定員 80人（抽選） 費用 8,500円※食事・

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

日程 ①8月19日㈯

場合は翌日） 入館料 一般500円、小中高

日㈰

生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

天中止

●展示替えのため休館します

水前広場※野外のため敷

座席が不要な2歳以下は無料、会員とその

期間 8月28日㈪～9月1日㈮

物などは各自持参。蚊の

家族は6,300円

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込締切日 各開催日の1週間前

時間 午後7時※荒

館は4時まで） 休館日 月・木曜日（祝日の

場所・問合せ 朝倉彫塑館

または電子メールで下記問合せ先へ

対策も各自行ってくださ
い。 内容 ①ファンタス

申込方法 はがきにツアー

名・参加者全員の氏名・年齢・性別、代表
©2016 Warner Bros. Ent. All
Rights Reserved. Harry
Potter and Fantastic Beasts
Publishing Rights (c) JKR.

☎（3847）7065

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

者の住所・氏名・電話番号、在勤（学）の

日時 8月22日㈫、9月19日㈫午後1時～4

方は勤務先（学校）名、会員は会員番号を

時（受付は3時まで） 場所 区役所5階501

使いの旅 ②チャーリー

書いて下記申込先へ

会議室

とチョコレート工場※詳し

㈮（必着） 申込み・問合せ 〒164－0001

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

くは、映画祭公式ホーム

中野区中野2－29－5 山内ビル6階 ア

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

期間 8月29日㈫～9月18日㈷

ページをご覧になるか下

イネストラベルサービス 台東区勤労者

受付可

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は

記へ

サービスセンターバスツアー申込係

ほか

4時まで） 休館日 月曜日（祝日の場合は

コメディ映画祭in台東」

☎（5340）3330

☎（5246）1468

翌日） 入館料 一般300円、小中高生100

実行委員会事務局（文化

円

振興課内）☎（5246）1328

☎（3821）4549

ティック・ビーストと魔法

一葉記念館ミニ企画展②
「博物館実習生による展示」

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

問合せ 「したまち
©2005 Warner Bros.
Entertainment Inc. All
rights reserved.

問合せ 台東区勤労者

対象 区内に空き家等を所有して

相談員 宅地建物取引士・建築士
申込み・問合せ 住宅課

サービスセンター☎（5829）4123

マンション理事長等連絡会

リサイクル

産業研修センターの催し

台東区発足70周年記念事業

申込締切日 8月25日

区からの情報提供や分譲マンション間の意

●第4回CAD入門講座「RootPro CAD」

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

見交換、マンション管理士による助言等を

日時 10月3日㈫・4日㈬（全2回）午後6

クをやってみよう」 日時 8月28日㈪午前

行います。 日時 9月2日㈯午後3時15分

日時 9月5日㈫午後5時開場、5時45分開演

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

10時～正午

～5時 場所 区役所10階1002会議室

場所 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）

で全日程受講できる方

対象 小学3年生以上の方

演目 （能）吉野天人

講師 清水直人氏

たきぎ

第38回 台東薪能

天人揃 観世喜正、

（狂言）萩大名 山本泰太郎、
（能）猩々乱

定員 4人（抽選）

場所 谷中区民館第3集会室
定員 7人（先着

順） 費用 100円（材料費）

費用 3,000円（2回分）

申込締切日 9月12日㈫（必着）

☎（3866）8050

円、A席4,000円※未就学児の入場不可

アップトレーニングで、体幹のバランスを

●フリーマーケット出店者募集

販売場所 チケットぴあ（☎0570－02－

整えます（トレーニングマシンは使いませ

月3日㈰ ②10日㈰

入場料（全席指定）S席5,000

接下記問合せ先へ（電子申請可）※要事前

9999、Pコード457－591）
、浅草公会堂、

ん）
。

曜日（全15回）午後1時30分～3時

可、天候により中止の場合あり

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

対象 区内在住か在勤の方 定員 20人（抽
選） 費用 4,000円（15回分）

出店料 各2,000円

「第10回したまちコメディ映画
祭in台東」したコメワークショッ
プ～映画のおしごと～（要申込）

後3時

日時 10月3日～30年2月6日の火

階1001会議室 対象 区内のマンション所

合せ先へ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

有者

☎（5246）1291

正とマンション管理組合がやるべきこと」
、

映画「進撃の巨人」
「シン・ゴジラ」の特

間は給与（時給1,300円）を支給します｡

殊造形プロデューサーを務めた監督 西村

NPOのための心をつかむプレ
ゼンのコツ

クレイアニメをつくろう！ クレイアニ

テーマ 第1部「個人情報保護法の改

第2部「大規模修繕工事の発注適正化につ
いて」 講師 東京都マンション管理士会城
東支部

申込方法 住所・氏名・電話番号・

参加人数を電話かファックスで下記問合せ

日時 9月8日㈮午後1時30分～3時30分
対象 区内で活動する非営利団体 定員 30人
（先着順） 講師 藤井祐剛氏（㈱CALICO

DESIGN代表取締役） 申込方法 団体名・

先へ（電子申請可）
問合せ 住宅課☎（5246）1468
FAX （5246）1359

子ども家庭支援センターの催し
催し名

②台東区フィルム・コミッションpresents

第2回マンション管理セミナー

☎050（3616）3300

場所・問合せ 〒111－0023

働くための基礎的研修と中小企業で職場実

ペットを歩いていただきます（誘導あり）
。

FAX （5246）1359

勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記問

習を行い､ 正規雇用を目指します。研修期

申し出てください。
※メイク後、
レッドカー

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

日時 9月2日㈯午後1時30分～3時※グルー
プ相談会はありません。 場所 区役所10

イク子供ワークショップ モンスター編

着順）※アレルギー症状のある方は事前に

申込締切日 8月31日㈭（必着）

②タイムマシーンカンパニー

①江戸っ子おじさん西村喜廣監督の特殊メ

※荒天時は変更の場合あり 定員 20人（先

②20店

☎048（268）8711

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

若者と女性のための就業支援事
業

日時 9月16日㈯午前9時（2時間程度）

送。

①フリーマーケット推進ネットワーク

☎（3872）6780

喜廣氏によるワークショップです。

登録。既に登録済みの場合、別途案内を郵

☎（5246）1468

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場1－36－2 産業研修センター

©2016「したまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

場所 花川戸公園※車での来場不

出店数（予定）①30店

申込締切日 9月12日㈫（必着）

日程 ①9

時間 午前10時～午

区役所9階④番文化振興課、
下記財団事務局
☎（5828）7591

申込方法 登録書（区ホームページからダウ

ンロード可）を郵送かファックスまたは直

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

●第2回トレーニング教室 やさしい筋力

坂真太郎

対象 区内の分譲マンションの理事長・理事

日時

9月4日㈪
ベビーウィズヨ
①午前10時15分～11時
ガ
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①0～11か月の 各15組 8月21日 日本堤子ども家庭支援センター「に
子供 ②2～3歳の子供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535

ヒップホップビ 9月4日㈪
区内在住の1歳6か月～3歳 20組 8月21日 台東子ども家庭支援センター「わ
クス
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)
㈪
くわくひろば」☎（3834）4577
赤ちゃんのリズ 9月9日㈯
ム体操
午後２時～３時

区内在住の0～12か月の子 30組 8月21日 寿子ども家庭支援センター「のび
供
(先着順)
㈪
のびひろば」☎（3841）4631

広報「たいとう」の「催しもの」「健康」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

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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E

パンダの赤ちゃんの
名前を公募します
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