平成29（2017）年 4月5日

台 東区 基本 構 想 策 定 審 議
会の委員を募集します
▽除却工事 住宅および住宅以外
の建築物・費用の３分の１（上

内・費用の３分の２（上限 万
円）
、その他の地域・費用の２
分の１（上限 万円）

基本構想は、おおむね 年後を
展望して台東区の将来像を描き、
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限 万円）
▽問合せ 建築課構造防災担当
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それを実現するための、区政運営
の最高指針となるものです。
区民の皆さんから幅広い意見を
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いただくため、委員を募集します。
※この他の委員は、学識経験者や
区内公的団体の代表者等を予定

☎（５２４６）１３３５

小・中 学 生の保 護 者の方
へ―就学援助制度―

▽必要な物 介護保険証、障害者
手帳、窓口に来る方の印鑑

▽利用方法 理・美容師に、１回
につきサービス券１枚と１千円
を支払い

▽交付場所・問合せ 台東区社会
福祉協議会はつらつサービス
☎（５８２８）７５４１

環境ふれあい館ひまわり
環境学習室の展示をリニ
ューアルしました

勤務地

23区の区立幼稚園（大田・足立区
を除く）

選考方法

筆記試験（第1次選考・6月25日
㈰）

申込方法

所定の書類（選考案内を参照）を
下記問合せ先へ郵送か持参

受付期間

持参は5月8日㈪・9日㈫、郵送は
5月2日㈫まで（消印有効）

住宅等の耐震化助成
区では、昭和 年以前に建てら
れた住宅や建築物の耐震診断等の
助成を行っています。
▽耐震診断（②③は補強設計を含
む） ①木造住宅・費用の全額（上
限 万円） ②木造以外の住宅・
費用の２分の１（上限 万円）
③住宅以外の建築物等・費用の
分の８（上限 万円）
▽木造住宅の補強設計 費用の２
分の１（上限６万円）

訪問 理・美 容 サー ビス 券
を交付しています

▽対象 区内在住で、外出が困難
な、介護保険の要介護４ ５、
下肢または体幹機能障害で、身
体障害者手帳１ ２級、愛の手
帳１ ２度の方、東京都重度心
身障害者手当を受けている方
※施設等に入所中、入院中の方は
除く
▽交付枚数（申請する月によって
枚数が異なります） ４・５月は６
枚、６・７月は５枚、８・９月は
４枚、 ・ 月は３枚、 ・１
月は２枚、２月は１枚

のアーティストが関わる
▽支援内容 ①限度額 万円の経
費支援 ②台東区および台東区
アートアドバイザーによる助言

等のサポート
▽募集案内・申請書配布場所 区
役所９階④番文化振興課（区ホ

ームページからダウンロード可）
▽申込方法 下記問合せ先へ事前
に電話連絡の上、申請書と必要

書類を持参
▽申込締切日 ５月 日㈬
・ 年度「台東区芸術文化支援制
度」説明会（要予約）
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特別区立幼稚園教員採用候補者募集

E FAX
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※回収日時・場所が変わりました。
▽回収日時 第４土曜日
午前 時～正午
▽回収場所 偶数月は旧下谷小学
校（区役所裏）
、奇数月は環境
ふれあい館ひまわり
※一度に出せる量は リットル袋
１つまで、枯れた植物の枝や根
・石などは取り除いてください。

家庭で不要になった鉢植え等の
園芸用土を、半透明のビニール袋
等に入れて、左記の回収場所へお
持ちください。

回収しています

・

各区教育委員会事務局（台東区は
選考案内
区役所6階①番指導課）か下記問
配布場所
合せ先

特別区人事・厚生事務組合教育委
員会事務局人事企画課採用選考
問合せ 担当（千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）
☎（5210）9751

区内の薬業協同組合加入店で利
用可能な、紙おむつ購入補助券の
申請を受付けます。

障害者紙おむつ購入補助
券の申請を受付けます

木くず等の園芸用土ではないも
の、鉢・プランターは回収不可
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８

※事業所のものや、砂・泥・肥料・

幼稚園教諭普通免許状をお持ち
の方または30年4月1日までの取
得見込みの方で、
昭和58年4月2
日以降に生まれた方

決定
※申請した月から９月分を支給
▽申請方法 身体障害者手帳か愛
の手帳、印鑑を左記問合せ先へ
持参
※本人や家族以外が申請をする場
合は、事前にお問合せください。
▽問合せ 障害福祉課給付担当
（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１

※支給量は申請時に介護状況や使
用量を調査し、必要度に応じて

対象
支給量 利用者負担
区 内 在 住 の3歳 以 上65歳
未満で、
身体障害者手帳1・
2級 か 愛 の 手 帳1・2度 を
お持ちで、紙おむつが必
要と認められる在宅の方 必要度に 住民税課
（65歳 未 満 で 介 護 保 険 の 応じて月 税世帯の
介護認定を受けている方 額3,000～ 方は支給
は高齢福祉課で支給）
7,000円分 量の１割
区 内 在 住 の3歳 以 上65歳 の購入補 の自己負
担あり
未満で、二分脊椎（せき 助券
つい)症により、直腸・ぼ
うこう機能障害をもち、
高度の排便・排尿障害が
ある在宅の方

・

学校でかかる費用の援助を行っ
▽対象 区内在住か在勤・在学の
歳以上で、原則月～土曜日の ています。
環境に良い商品しか販売してい
▽日時 ４月 日㈭
昼・夜間の会議に出席できる方
▽対象 国公立小・中学校へ通う ない「エコしか売らないお店屋さ
午後７時～８時 分ごろ
▽定員 ５人程度
区内在住の児童・生徒の保護者 ん」など、新たな体験型展示が完
回程度（１回２時間
▽開催数
で、次のいずれかに該当する方
成しました。この他、子供から大 ▽場所 浅草文化観光センター５
程度 会議出席ごとに報酬あり） ・生活保護を受けている
階大会議室
人まで楽しめる展示が沢山ありま
人（先着順）
▽任期（予定） １年程度（８月 ・所得が一定基準以下で、経済的 すので、ぜひお越しください。
▽定員
～ 年８月）
事情により就学が困難
▽場所・問合せ 環境ふれあい館 ▽内容 制度内容の説明、 年度
の支援対象者の報告等
▽選考方法 書類選考、面接（書 ▽申込方法 台東区立小・中学校
ひまわり環境学習室
▽申込方法 住所 氏名（団体名）
類選考通過者へ５月 日㈪～６
の方は、新学期に学校で配付す
☎（３８６６）２０１１
月９日㈮実施予定）
・電話番号・参加人数・ファッ
る申請書を学校へ提出。台東区
「台東区芸術文化支援制
※選考結果は応募者全員に通知
クス番号かメールアドレスを、
立以外の小・中学校に通う方は、
度」アートプラン募集
▽申込方法 左記問合せ先で配布
ファックスか電子メールで左記
４月７日㈮以降に印鑑・通帳を
する応募用紙（区ホームページ
問合せ先へ（フリーメールアド
左記問合せ先へ持参し、申請書 ▽対象 積極的に芸術文化活動を
行いたいと考えている個人・団体
からダウンロード可）に記入し、 に記入。
レスからは受信不可）
▽募集企画 文化のまち台東区に ▽問合せ 文化振興課（区役所９
作文（テーマ「私が考える 年 ▽申込期間 ４月７日㈮～ 日㈪
※申請は５月以降も受付けますが、 ふさわしく、魅力あふれ、斬新
後の台東区について」
・ 字程
階④番）
認定は申請月からになります。
度）を添えて提出
な表現の創造や発展につながる、 ☎（５２４６）１３２８
（５２４６）１５１５
▽申込締切日 ５月８日㈪（必着） ▽問合せ 学務課学事係（区役所
芸術文化に関わる企画
メール
６階②番）
▽問合せ 企画課基本構想担当
▽企画の条件 次の条件を満たす
bunka200@city.t
☎（５２４６）１４１２
（区役所４階①番）
企画 ①区内で実施 ②７月～
aito.tokyo.jp
年３月に実施 ③この支援が
☎（５２４６）１０１３
家 庭 から 出 る園 芸 用 土を
ないと実施困難 ④原則、プロ

対象
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なぜなぜク 小学3～
ラブ
6年生
10

60

10

300

10

9

24

・

12

8

30

29

・

7

150

11

台東科学ク
ラブ〈たん
Q〉Bコース

小学4年
～中学生
台東科学ク
ラブ〈たん
Q〉Aコース
6

800

どきどき歴
小学5年
史・文化探
～中学生
検隊
5

18

▽住宅の耐震改修工事 重点地域

10

4

50

・

3

29

50

56

15

2

30

15
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クラブ名
クラブ名等 右表のとおり

小学4～
のびのび算
6年生
数・数学ク
ラブ
中学生

区内在住か在学で表中の
「対象」に該当する方
費用 800 ～ 1,200円（ 教
材費・傷害保険料）※施設
見学等は実費 申込方法
往復はがきの往信裏面に希
望のクラブ名・住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・学
校名・学年・性別・生年月
日・保護者の氏名・押印、
返信表面に住所・氏名を書
いて下記問合せ先へ（抽
選） 申込締切日 4月19日
㈬（ 消 印 有 効 ） 問合せ
〒111－8621 生涯学習
センター生涯学習課
☎（5246）5815

日時
対象

内容
募集人数
俳句・俳画作り、
てん刻作り、朗読 30人
等を通し、
「話す」
「聞く」
「書く」
「読 20人
む」を楽しく学ぶ
第 2・4 土 パズルやゲーム等
50人
曜日午前9 を通して楽しく学
時30分～ ぶ（数学検定への
30人
11時30分 挑戦もあり）
区内に残る歴史的文
化遺産や史跡を探検
したり、伝統文化に 45人
触れたりしながら、
郷土の歴史を学ぶ
物理・化学・生物・
第 2・4 土
地学等興味深いテ
30人
曜日午後2
ーマ別に、観察・
時～4時
実験を行う
個人・グループで
第 1・3 土
テーマを決めて、
15人
曜日午後2
観察・実験を行い、
時～4時
研究発表をする
第 2・4 水 身近な科学の疑問
曜日午後3 について、観察・
20人
時45分～ 実験・おもしろ科
4時45分 学工作等を行う
小学3～
式～30年3月 場所 生涯 わくわく国 6年生
学習センターほか 対象 語クラブ
中学生

1

知る・作る・学ぶ講座（自主学習支援事業）クラブ員募集
こども環境委員会

活動期間 5月13日 ㈯ 開 講

内容
開講式「友だちと仲良くなろ
6月3日㈯午後2時
う！」（各講座のガイダンス
～4時30分
あり）
7月9日㈰午後2時 環境ふれあい館で挑戦！廃油
～4時30分
で石けん作り
8月5日㈯午前9時 リサイくるくる探検隊
（リサイ
30分～午後3時
クル施設のバス見学ツアー）
まちなみウォッチング
（街の環
8月19日㈯午前9
境を調査・テーマ「マイクロ
時30分～午後3時
ビーズ」
）
グリーンコンシューマーにな
9月16日㈯午前9
ろう
（スーパーで実際に買い物
時30分～正午
をします）
10月15日㈰午前9 作って食べよう！エコクッキ
時30分～正午
ング
11月12日㈰午前9 環境
（エコ）フェスタに出陣！
時30分～正午
（展示ブースの探検ツアー）
12月10日㈰午前8 雑木林で木こり体験
（八王子ま
時30分～午後5時 でバス移動します）
春を待つ水鳥たちを見に行こ
30年1月20日㈯午
う！
（不忍池でバードウォッチ
前9時30分～正午
ング）
終了式
「さあ始めよう！私たち
2月17日㈯午後2
にできること」
（7回以上出席
時～4時30分
した方には認定証を贈呈）
日時
回

●参加者募集 さまざまな体験型の講座
を通じ、環境について楽しく学びます。
全10回の講座のうち、何回からでも参加
できます。 日時・内容 右表のとおり
場所 環境ふれあい館ひまわりほか 対象
区内在住か在学の小学4～6年生 定員
各20人（抽選） 費用 第3・8回は各500
円（バス代） 申込方法 住所・氏名・学校
名・学年・電話番号を電話かファックスで
下記問合せ先へ 申込締切日 5月12日㈮
●ボランティアスタッフ募集 こども環
境委員会は、ボランティアの皆さんと区
の協働で運営しています。子供達と一緒
に楽しく学びましょう。※交通費程度の
謝礼あり※5月21日㈰午前10時～正午
にオリエンテーションを実施 申込方法
住所・氏名・電話番号を電話かファック
スで下記問合せ先へ 申込締切日 5月19
日㈮
環境ふれあい館ひまわり
問合せ ☎（3866）8098
FAX （3866）8099

第 1178 号 （4）
広報

【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〉

