広報

都市間交流事業助成
〜 文 化・ス ポーツ 等の 地
方 の 団 体 と 交 流 を 考 えて
いる方へ〜

区民主体の交流を促進し、さら
なる地域の活性化を図るため、区

ネレシュタット、デンマークグ
ラズサックセ市）との交流事業
は対象外
▽助成額 費用の２分の１（上限
万円）
▽申込締切日 ５月 日㈬
※申込方法等、詳しくは区ホーム

※当日、各施設に住所が確認でき
る証明書（運転免許証・健康保
険証等）を持参
※割引対象施設・観覧料等、詳し
くは区ホームページをご覧にな
るか左記へ
▽問合せ 都市交流課
☎（５２４６）１２６４

ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 都市交流課
☎（５２４６）１０１６

東 京 都 シ ル バ ー パス の 新
規 申 込 み を 受 付 け てい ま
す

内団体が行う姉妹・友好都市以外
の都市との交流事業費用の一部を
助成します。
※７月１日㈯～ 年３月 日㈯に
実施する事業で、
その都市が行政

ンロード可）
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１１５３

国 民 健 康 保 険 加 入 者の 皆
さんへー日 帰 り「 国 保 温
泉センター」の割 引 券 を
差し上げますー
東京都国民健康保険団体連合会
では、国民健康保険の加入者を対

年度は次の作品に決定しまし
た（敬称略）
。

●台東区長賞
４月９日㈰〜６月９日㈮（ 予
定 ）に、区役所１階台東アート

ギャラリーで展示します。

・日本画「手」杉本純久
・油画「ほしのうみ」春田紗良

●台東区長奨励賞
上野中央通り地下歩道内（Ｃ４

出口付近）で 年２月ごろまで展
示しています。
」漆 畑
・ 彫 刻「 Therianthrope
勇気

・彫刻「里親募集」日吉智子
・工芸「乾漆蒔絵飾り壺「自律雅
量」
」田中舘亜美

した。
」新居俊浩

・工芸「ときのおと」山田賀代
」久保あずさ
・デザイン「 kuu
・デザイン「芸大生が装備描きま

文化振興課
☎（５２４６）１１５３

▽申込締切日 ４月 日㈬（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所選挙管理委員会事務局
☎（５２４６）１４６１
（５２４６）１４５９

文化専門ホームページ「台東区文化ガイドブック 文化探訪」では、歴史と文化のまち 台東区の多様な魅力を芸術、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。区ホームページ内「文化・観光情報」
（右記2次元コード）からご覧ください。
〈台東区文化振興課☎5246－1146〉

台東区長賞・台東区長奨励賞作品が決まりました

区では、東京藝術大学生の優秀

な卒業・修了作品に昭和 年度か
ら「台東区長賞」
、平成 年度か
ら彫刻や工芸・デザインの分野の

作品に「台東区長奨励賞」を授与
しています。

問合せ先へ

☎（５２４６）５８５３

ター体育館、生涯学習センター
▽新たな指定管理者の名称 ＪＮ
▽対象 区内在住の 歳未満で選
共同事業体
挙権を有している方
▽代表構成団体 ㈱ＪＴＢコミュ
▽報酬 １万２千 円（半日は６
ニケーションデザイン
千 円）
▽構成団体 野村不動産パートナ
▽申込方法 希望日時・住所・氏
ーズ㈱、野村不動産ライフ＆ス
名・生年月日・電話番号・職業、 ポーツ㈱
加入・加盟している政党名（無 ▽問合せ 生涯学習課
い場合は不要）をはがきかファ
☎（５２４６）５８１２
ックスまたは電子メールで下記
スポーツ振興課

千束社会教育館、小島社会教育
館、根岸社会教育館、今戸社会
教育館、清島温水プール

４月より、対象施設の指定管理
者が変更になります。
▽対象施設 社会教育センター、

社会教育センター・社会
教育館・清島温水プール
の指 定 管 理 者 が変わりま
した

メール
senkyo-tachiai.8
bb@city.taito.tokyo.jp
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象に、契約温泉施設「国保温泉セ
ンター」を開設しています。
▽施設名等

30

110

−

書いて左記へ郵送
・直接左記問合せ先で申込み

▽申込締切日 ５月 日㈪（消印
有効）
▽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

東京都議会議員選挙（
月 日㈰執行）の
期日前投票の立会人募集

E FAX

▲油画「ほしのうみ」春田紗良

館、浅草橋区民館、金杉区民館、
台東リバーサイドスポーツセン

問合せ

姉 妹・友 好 都 市の 文 化・
観 光 施 設 を 割 引 料 金で 見
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▽期間 ６月 日㈯～７月１日㈯
▽時間 午前８時 分～午後８時
※半日（午前８時 分～午後２時
分、２時 分～８時）も可
▽場所 区役所本庁舎、谷中区民
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として推進している事業に限る
※台東区の姉妹・友好都市（墨田
区、宮城県大崎市、長野県諏訪

布）に切手を貼り、必要事項を
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▲日本画「手」杉本純久

高 齢 者 ふ れ あい 入 浴 券 の
新規申込みを受付けます
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申込みの必要はありません。
●初めて申込む方（次のいずれか
の方法で申込み）
・申請用はがき（区民事務所・同
分室、地区センター、地域包括
支援センター、老人福祉センタ
ー、老人福祉館、公衆浴場で配

31

市、栃木県日光市、福島県南会
津町・会津美里町、大分県豊後
大野市、山形県村山市、オース
トラリアノーザンビーチ市、オ
ーストリアウィーン市第１区イ

30

20 56

▽対象 ４月１日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年４月１日
以前生まれ）で、次のいずれか
に該当する方（特別養護老人ホ
ーム入所者は除く） ①ひとり
暮らし ②世帯全員が 歳以上
③自宅に風呂がない
▽入浴券配付枚数 年間 枚
▽配付時期・方法 ６月下旬・簡
易書留郵便で送付
▽利用方法・期間 区内の公衆浴
場で１回につきふれあい入浴券
１枚と 円を支払い・７月１日
㈯～ 年３月 日㈯
▽申込方法
●昨年度「ふれあい入浴券」を受
け取った方
50

70
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上野の山文化ゾーンパン
フ レット「 行 事 予 定 ２ ０
１ 」
「 Ueno Art Guide
」を作成しました

利用料金 一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）
（割引料金）500円、小学生210円 450円、小学生200円 700円、小学生250円 620円、小学生210円

・
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2017
▽割引利用券配布場所 区役所２
上野の山にある博物館・美術館・
階⑬番国民健康保険課・１階戸
音楽ホール等で行われる展覧会や
籍住民サービス課、区民事務所
コンサート等の年間行事予定パン
・同分室、地区センター
年３月 日まで
フレットと、各文化施設を多言語 ▽開設期間
（右表①②は月曜日休館・祝日
で紹介するパンフレットです。ぜ
の場合は翌日、③は３ ６ ９
ひご利用ください。
▽配布場所 上野の山の文化施設、 ・ 月の第２水曜日休館、④は
第３火曜日休館・祝日の場合は
区役所９階④番文化振興課・１
翌日）
階台東アートギャラリー、生涯
学習センター、区民事務所・同 ▽問合せ 国民健康保険課庶務係
☎（５２４６）１４３６
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分室（区ホームページからダウ
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滋賀県の北西部に位置し、琵琶湖
に面しています。昨年3月に、不忍
池ほとりに「びわ湖長浜KANNON
HOUSE」を開設し、12月には、長
浜曳山まつりを含む33件の「山、鉾、
屋台行事」がユネスコ無形文化財へ
の登録が決定しました。
▷連携分野 文化・観光、産業

茨城県の西部、日本百名山の1つ
筑波山の西側に位置しています。市
域はほぼ平坦で、複数の河川の水利
に恵まれていることから、古くから
水田耕作が盛んです。畑を含めた耕
地面積は市域の半分以上を占めてお
り、米や梨、こだますいか、いちご
などが生産されています。
▷連携分野 産業

北海道十勝地方の西部に位置して
います。南部は平野が広がり、畑作
地帯となっている一方で、北部は大
雪山国立公園の一部を構成する山岳
地帯となっているほか、然別川が町
を南北に縦断するなど、自然が豊か
です。農業・酪農が盛んで、テンサイ・
ジャガイモ・豆等を生産しています。
▷連携分野 環境、産業

滋賀県長浜市
茨城県筑西市
北海道鹿追町

・JR五日市線武蔵五日 ・JR青梅線奥多摩駅か ・JR五日市線武蔵五日 ・JR五日市線武蔵五日
市駅からバス60分
ら徒歩10分
市駅からバス17分
市駅からバス20分
交通
・中央高速上野原イン ・圏央道青梅インター ・圏央道あきる野イン ・圏央道日の出インタ
ターから50分
から55分
ターから30分
ーから25分

・

40

400

西多摩郡
西多摩郡奥多摩町 あきる野市
西多摩郡日の出町
場所
檜原村2430
氷川119－1
乙津565
大久野4718
電話番号
☎042（598）6789 ☎0428（82）7770 ☎042（595）2614 ☎042（597）1126
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自治体と、特定分野における連携に関する協定を
締結しました。
今後、協定に定めた分野について連携し、さま
ざまな事業を推進していきます。
▷協定期間 4月1日～33年3月31日
▷問合せ 都市交流課☎（5246）1016

④生涯青春の湯
「つるつる温泉」
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都バス、都営地下鉄、都電、日
学できます
暮里・舎人ライナー、都内民営バ
▽期間
年３月 日㈯まで
スなどで利用できます。
▽対象都市 宮城県大崎市、長野 ▽対象 満 歳以上の都民（寝た
きりの方を除く・満 歳になる
県諏訪市、栃木県日光市、福島
県南会津町、大分県豊後大野市、 月の初日から申込可）
▽有効期限 発行日～ 月 日㈯
山形県村山市
▽必要な物 住所・氏名・生年月
▽対象 区内在住の方
日が確認できる物（健康保険証
・運転免許証等）ほか
▽費用・その他必要書類 本人の住
民税の課税状況等により異なる
▽申込方法 最寄りのバス営業所
か都営地下鉄定期券発売所等の
シルバーパス発行窓口へ、費用
と必要書類を持参
▽問合せ （一社）東京バス協会・
シルバーパス専用電話（土・日
曜日・祝日を除く午前９時～午
後５時）☎（５３０８）６９５０

北海道鹿追町、 茨城県筑西市、 滋賀県長浜市と特定分野に
おける連携に関する協定を締結しました
区では、
これまで8つの自治体と姉妹・友好都市の
協定を結び、
さまざまな交流事業を行ってきました。
今回、これまでの成果を活（い）かしつつ、更
なる「地方創生」に向け、
互いの持つ資源や特長・
先進的な技術などを活かしながら、柔軟かつ効
果的な都市交流を行っていくため、新たに3つの

③秋川渓谷
①檜原温泉センター ②奥多摩温泉
「数馬の湯」
「もえぎの湯」 「瀬音の湯」
施設名
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