平成2９（201７）年

No.1178

4/5

広報

区の世帯と人口（3月1日現在）
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策定・改定・修正した

各計画の概要をお知らせします

区では、
区政運営の長期的指針となる台東区長期総合計画のもと、
各個別計画を策定して、さまざまな分野の取り組みを計画的に推
進しています。
このたび、台東区産業振興計画をはじめ、下記および2面のとお
り、各計画の策定・改定・修正を行いました。
子供から大人まであらゆる立場の区民が自分らしく安心して暮
らし続けられる台東区を築いていくため、各計画に掲げた施策や
事業などを着実に展開していきます。
●各計画の閲覧場所 区役所3階⑦番区政情報コーナー、
図書館
（区
ホームページでも閲覧可）
●パブリックコメント 各計画の策定にあたっては、広く区民の皆

台東区産業振興計画
経済のグローバル化の進展、少子
高齢化の進行による産業活力の低下
や消費市場の縮小など、本区産業を
取り巻く環境の変化を踏まえ、区内
中小企業が抱える課題に迅速かつ的
確に対応し、地域経済のさらなる活
性化を図るため、新たな計画を策定
しました。本計画では、全81事業を
位置付け、
「世界に躍動する産業都市
たいとう」の実現を目指します。
目指すべき姿
世界に躍動する産業都市
たいとう

産業振興策の方向性
1 魅力ある地場産業のプロモ
ーション推進
い

2 多様な産業基盤を活かした
振興
3 中小企業の競争力強化支援
4 地域特性を活かした魅力あ
る商店街づくり
5 若者・女性・高齢者など全
ての人が活躍できる環境づ
くり

計画期間
平成29～33年度の5年間

パブリックコメントの実施結果
6人の方から35件のご意見をいた
だきました。
産業振興課
問合せ
☎（5246）1415

重点プロジェクト
１ 多様な産業のまち発信力増進プロジェクト
台東区産業フェア／伝統工芸産業の情報発信
／海外プロモーション推進 など

２ 新産業創出プロジェクト

ICTやビッグデータ等の活用啓発／新製品新
技術開発支援 など

３ 区内地場産業の再活性化プロジェクト

事業承継支援／事業引継ぎ支援機関との連携
／ビジネス支援ネットワーク など

４ 近隣型商店街活性化プロジェクト

商店街空き店舗情報の提供／商店街空き店舗
活用家賃補助／商店街個店の魅力向上（まち
ゼミ）など

５ 女性活躍推進プロジェクト

多様な働き方啓発促進／ワーク・ライフ・バラ
ンスの促進／女性創業者・メンター交流会 など

台東区スポーツ振興基本計画

～スポーツで みんなが つながり 輝く 台東区～
り組むことで、スポーツを通じた台
スポーツ基本法に基づき定める、
東区の大きな飛躍を目指します。
スポーツの推進に関する総合的な計
画 で す。 ス ポ ー ツ 基 本 法 の 改 正 や
計画期間
2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催決定などを受
平成29～38年度の10年間
け、新たにスポーツ振興基本計画を
パブリックコメントの実施結果
策定しました。
本計画では新たに「障害者スポー
16人の方から32件のご意見をいた
ツの推進」を基本目標に加え、また、 だきました。
全ての基本目標に2020年東京オリン
スポーツ振興課
ピック・パラリンピック競技大会後
問合せ
☎（5246）5853
を見据えた視点を横断的に加えて取

さんからご意見をいただくため、平成28年12月19日～29年1月13日（台
東区産業振興計画は12月20日、台東区地域防災計画は12月23日から）
にパブリックコメント（意見公募手続）を実施し、区ホームページや
区民事務所・同分室、地区センター等でご意見を受付けました。実
施結果は各計画に記載しています。詳しくは、区ホームページをご覧
ください。
また、ご意見に対する区の考え方についても、区ホームページに記載
しています。貴重なご意見ありがとうございました。
区ホームページ・トップページ上段「区政情報」→「台東区の基
礎資料」→「各種計画・方針・報告書」の各分野のページ

台東区花とみどりの基本計画
平成24年3月の策定から5年を迎え、 および「台東区長期総合計画」を上位
計画とし、
「台東区環境基本計画」等
2020年東京オリンピック・パラリン
の関連計画と整合を図っています。
ピック競技大会の開催決定や「花の心
プロジェクト」の開始等、さまざまな
中間改定後の計画期間
状況の変化を踏まえ、今後実現してい
くべき花とみどりに関する施策を明確
平成29～31年度の3年間
にするため、中間改定を行いました。

パブリックコメントの実施結果

計画の位置付け
「都市緑地法」および「台東区みど
りの条例」に基づき、区が定める緑地
の保全および緑化の推進に関する基本
計画とします。また、
「台東区基本構想」

4人の方から6件のご意見をいただ
きました。
問合せ

環境課普及啓発・みどり担
当☎（5246）1281

基本方針

取り組み方針と取り組みの柱

1 花とみどりを活用した環境都市を目
指します
2 人・花とみどり・生き物のふれあい
を大切にします
3 まちのにぎわいを花とみどりがサ
ポートします
4 安全・安心で快適な暮らしに花とみ
どりが貢献します
5 花とみどりの名所を守り、育てると
ともに、新名所を創出します
6 区民・事業者・行政が一丸となって
花とみどりのまちづくりを進めます

1 花とみどりをつくり、育てる
公共公益施設の緑化／民有地の緑
化／可動的な緑化
2 花とみどりを守る
法・条例による花とみどりの保全
／寺社の花とみどりの保全と活用
3 花とみどりの拠点をつくる
公園等の整備／水や花とみどりを
活かした空間づくり
4 花とみどりの活動の輪を広げる
普及・啓発／区民参加の仕組みづ
くり

【基本理念】
スポーツで みんなが つながり 輝く 台東区
【基本目標1】
生涯スポーツ社
会の実現
【目標値】
成人の週1回以
上のスポーツ実
施率70％

【基本目標2】
スポーツのでき
る環境の整備
【目標値】
区立スポーツ施
設年間利用者
数70万人

【基本目標3】
スポーツにより
支えあう社会の
実現（障害者ス
ポーツの推進）
【目標値】
障害者スポーツ
への関心を持つ
区民の割合70％

2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会後を見据えた横断的な視点

上記のほか、4つの計画について、引続き2面で掲載していますので、ご覧ください。

重点施策
【基本目標1施策1】
子供の体力向上
幼児運動教室／小・中学
生の体力向上 など
【基本目標2施策1】
台東リバーサイドスポーツ
センター屋外施設の整備
陸上競技場の改築／野球
場の老朽化対策 など
【基本目標3施策1】
パラリンピックの気運醸成
パラリンピック出場予定の
トップアスリート支援／全
国規模の大会誘致 など
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台東区地域防災計画

台東区生涯学習推進プラン
区教育委員会では、平成23年度に
策定した「生涯学習推進プラン」の
計画期間の終了に伴い、社会状況の
変化や区民の意識調査の結果をもと
に推進プランを改定しました。

計画の構成
人口の増加や多様化する学習ニー
ズに対応するため、台東区生涯学習
推進指針に基づき、6つの施策目標
に沿った169事業に取り組むことで、
生涯学習社会の実現を目指します。

推進プランの位置付け
台東区教育大綱、台東区生涯学習
推進指針に基づく台東区の生涯学習
を推進するための計画です。

パブリックコメントの実施結果
5人の方から13件のご意見をいた
だきました。

計画期間

問合せ

平成29～33年度までの5年間

生涯学習課
☎（5246）5815

台東区教育大綱
台東区生涯学習推進指針

学びあい

支えあうまち
い

継続学習による成果を活かす生涯学習社会の実現
生涯学習により地域の課題解決につながる社会の実現
1 生涯学習の基礎を養う
2 あらゆる世代の多様な学習を振興する
3 伝統・文化を継承・発展させる
施策の目標
4 健康的な生活の実現と生涯スポーツを実践する
5 生涯学習を推進するシステムを確立する
6 地域力を高める

目指す姿

生涯学習センターや図書館等で取り組む169事業

台東区情報化推進計画
区の施策のさまざまな場面で情報
えでの基本方針を示すとともに、そ
通信技術の利活用が求められていま
の実現に向けた具体的な事業推進計
す。区民のニーズ、技術の動向、情
画を示しています。
報セキュリティの情勢など最新の状
計画期間
況を絶えず把握したうえで、計画的
な情報通信技術の導入・利活用により、
平成28～32年度の5年間
区の施策の実現を図るため、本計画
パブリックコメントの実施結果
を策定しました。

計画の位置付け
台東区長期総合計画や台東区行政
計画等と連携をとりながら、各計画
の実現を情報化により後押しするも
のです。台東区の情報化を進めるう

5人の方から6件のご意見をいただ
きました。

問合せ

基本方針

施策の展開

①区民の利便性
向上と安全・
安心な生活の
実現

区民が利便性を実感できる窓口サービスの推進／効果
的な広報・広聴活動の推進／区民の安全・安心なくら
しの充実／健康で自立した生活の実現／安心して子育
てできる環境づくり／社会を生き抜く力を育てる教育
の推進／区民向け学習機会の提供・モラル教育の推進

②地域の魅力の
向上

地域産業の活性化／多くの人が集うにぎわいあふれる
まちの実現／豊かな文化の継承と発展／安全で利便性
の高い都市基盤の強化／地域の環境保全活動推進／公
共データの利活用推進

③行政経営の効
率化と高度化

行政経営の変革につながるシステム基盤の強化／高度
化する脅威に向けた情報セキュリティ対策／職員の情
報利活用能力の向上

「自助（自分の生命は自らが守る）」
・「共助（自分たちのまちは自分たち

第1部 総則
施策ごとの具体的計画
第2部
（予防・応急・復旧計画）
第3部 震災復興計画
第4部 警戒宣言に伴う対応措置
第5部 風水害予防計画
第6部 風水害応急対策計画

パブリックコメントの実施結果
1人の方から6件のご意見をいただ
きました。
問合せ

危機・災害対策課
☎（5246）1092

●避難情報の名称が変わりました
昨年8月の台風10号による水害を受けて、高齢者等が避難を開始する段階
であるということを分かりやすくするため、一部名称が変更となりました。

変更後

変更前

・避難指示（緊急）
・避難勧告
・避難準備・高齢者等避難開始

・避難指示
・避難勧告
・避難準備情報

台東区公共施設等総合管理計画
国は、国土を形成するあらゆるイ
ンフラの老朽化対策を進めるため、
平成25年11月に「インフラ長寿命化
基本計画」を策定し、その趣旨を踏
まえ、各地方自治体に対し「公共施
設等総合管理計画」の策定を要請し
ました。これを受け、区の限られた
財源を有効に活用し、必要な公共サー
ビスを将来に渡り区民に提供し続け
るため、道路、公園等も含めた公共
施設等を総合的・計画的に管理する
計画を策定しました。

計画の内容
本区が保有する公共施設等につい
て、「台東区施設白書」「台東区施設
白書（道路・公園編）」「台東区公共
施設保全計画」に基づき、公共施設・
インフラ施設における現状や将来の

見通しにかかる分析を行い、それぞ
れの課題解決に向けた取り組みの方
向性と整備に関する基本方針を定め
ています。
また、基本方針だけでなく、公共
施設等の設置根拠や使用目的などを
基に、各白書で定めた施設類型ごと
の方針も併せて記載しています。

計画期間
平成29～38年度までの10年間

パブリックコメントの実施結果
6人の方から9件のご意見をいただ
きました。

問合せ

企画課
☎（5246）1012

公共施設整備の基本方針
1 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新
2 中長期的視点からの施設の再編

インフラ施設整備の基本方針
1 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新
2 行政ニーズや人口構成の変化に応じた機能への対応

春の全国交通安全運動（４
月６日㈭～ 日㈯）
― 子供と高齢者の交通事
故防止 ―

交通事故に遭わないために、正
しい交通ルールと交通マナーの実

践を習慣づけましょう。
▽運動の重点 ①歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止（自転車
安全利用五則の周知徹底） ②

後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底 ③飲酒
運転の根絶 ④二輪車の交通事
故防止
▽問合せ 交通対策課
☎（５２４６）１３７８

国 民 生 活 基 礎 調 査 にご 協
力ください

12

計画の構成

災害対策基本法に基づき、区民の
生命、身体および財産を災害から守
るため、台東区防災会議が作成する
計画です。地震災害や風水害の予防
対策、応急・復旧対策および復興対
策を実施することにより、区民の生命、
身体および財産を保護し、
「災害に強
い台東区の実現」をより推進してい
きます。

この調査は、６月１日を調査期
日として、保健・医療・福祉・年
金・所得等の状況を総合的に把握
し、今後の厚生労働行政に反映さ
せるため実施するものです。
調査の対象は、無作為に抽出さ
れた区内の２地区の世帯です。４
月下旬に、調査員が伺いますので、
ご協力お願いします。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

30

☎（３８４７）９４０１

10

地 域 福 祉 権 利 擁 護 サー ビ
ス「 生活 支 援員 」募 集 説
明会

生活支援員は、福祉サービスの
利用、金銭管理などを自分で行う
ことが困難な方を支援します。
▽日時 ５月 日㈮
午前 時 分～正午
▽対象 福祉活動に対して情熱と
理解のある方
※生活支援員希望者は面接（５月
日㈮午前 時）あり
▽場所・申込み・問合せ 台東区
社会福祉協議会

☎（５８２８）７５０７

10

で守る）」・「公助（行政機関による救
助救出など）」の防災力・連携の強化
を図り、「災害に強い台東区の実現」
を目指します。

計画の位置付け

情報システム課
☎（5246）1031

計画の目指す姿 情報化を推進し、台東区の安全・安心と持続的発展を支える

19

区では、近年多発している風水害な
どへの対応として、避難体制を見直す
とともに、これまでの区の防災対策の
取り組みや、国や東京都の修正事項
を踏まえ、計画の修正を行いました。

基本理念

台東区生涯学習推進プラン
基本理念

～災害に強い台東区の実現をめざして～

15

各計画は、区ホームページ・トップページ上段「区政情報」→「台東区の基礎資料」→「各種計画・方針・報告書」の各分野ごとのページからご覧になれます。
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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

26

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

30

28

▽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

7

22

30 30

20

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

24

15

65

20

2

▲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

27

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

9

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

・

15

200

70

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
31

65

30

7

分室（区ホームページからダウ

30

31

31

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

31

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」

30

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

12

第 1178 号
（3） 平成29（2017）年 4月5日

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、

200

限 万円）
▽問合せ 建築課構造防災担当

20

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

10

20

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）

45

特別区立幼稚園教員採用候補者募集

E FAX
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28

※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

20

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

10

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〉

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

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日分の処
あたって 方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

75
80

４月

85

▽接種期限
▽接種場所
（要予約）
年 月 日
区内協力医療機関

23 30
3

31

健康づくりと医療に関する区民意
識調査を実施します。健康に対す
る意識や普段の取り組み状況、区

の医療についてのご意見等を伺い
ます。対象となった方には、調査

28

29

お問合せください。

※ 年４月１日～ 年３月 日に
台東保健所または浅草保健相談

（29年1月生）9･25日
（29年1月生）19･24日
3・4か月児健康診査 午後1時15分～1時45分
午後1時15分～2時
☎（3847）9447
（27年10月生）
11日
（27年9月21日～10月生）
1歳6か月児健康診査 午後1時15分～2時
17・31日午後1時～2時15分
☎（3847）9447
２歳児歯科健康診査 24日午前9時～10時
（予約制）
☎（3847）9449
（26年4月生）16日午後1時 （26年4月生）
３歳児健康診査
～1時45分☎（3847）9447 10日午後1時15分～2時15分
23日（個別）
9日 (個別)午前9時～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分 17日 (個別)午前9時30分～10時30分
☎（3847）9497
25日 (集団)午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
12日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
9 ･ 24日午後1時30分～2時 18 ･ 25日午後1時30分～2時30分
歯科衛生相談
区内在住の方（予約制） 30分☎（3847）9449
※予約は左記
10日午後2時30分～4時、17
こころの健康相談
日午後1時30分～3時、25日 15・29日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方
午前9時45分～正午
10日午前10時30分～正午
(予約制・前日までに)
☎（3847）9497
発達障害個別相談
15日午前9時30分～11時30 29日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） 分☎（3847）9405
※予約は左記
HIV・梅毒即日検査 10･24日午後1時～2時30分
（予約制）
☎（3843）5751
12･29日午前10時～午後3
栄養相談（予約制） 時30分、25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「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 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

センターで妊婦歯科健康診査を
受診した方は対象外
▽場所 区内委託歯科医療機関

浅草保健相談センター☎（3844）8171

▽自己負担額 ４千円（住民税非
課税世帯・生活保護受給世帯の
方は無料）

台東保健所

300

31

5月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

5月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

21

▽費用 無料（健診後に、治療や
精密な検査等を受けた場合、そ
の費用は受診者が負担）

28

票を郵送しますので、ご協力をお
願いします。
▽期間 ４月 日㈮～５月６日㈯
▽対象 無作為に抽出した、４月

90 80

１日現在、満 歳以上の区内在
住の方・３千人

−

80

20

▽内容 問診、口腔内診査、歯科
保健指導
▽問合せ 台東保健所保健サービ

31

10

20

ス課☎（３８４７）９４４９

−
110
−
22
−

６ 月 ４ ～ 日 は「 歯 と 口
の健康週間」です

▽審査日時 ６月３日㈯・４日㈰
午前 時～午後５時
▽審査会場 浅草公会堂、台東区
歯科医師会館３階（根岸４ １
）
▽申込方法 左記問合せ先へ電話
▽申込締切日 ５月 日㈬
◆以降、右記記事の共通項目◆
００１５ 台東
▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
所保健サービス課
☎（３８４７）９４４９
10

20

30

▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１１７８

日

妊婦歯科健康診査を受け
ましょう
～４月から区内委託歯科

５月７日 ５月

31

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

10

28

21

笑って元気教室
「漫才と体操」

40

●歯の標語を募集します
医療機関で受診できるよ
▽対象 区内在住か在勤の方
うになりました～
▽申込方法 はがきに標語（１人
妊娠中は、つわりやホルモンの
５作品以内）
・住所・氏名・年齢
影響で、むし歯や歯周病にかかり
・性別・電話番号、在勤の方は
やすくなります。体調の良い時に、 勤務先名・所在地を書いて左記
早めに健診を受けましょう。母子
問合せ先へ
健康手帳交付時に、受診票をお渡
▽申込締切日 ４月 日㈮（消印
有効）
ししています。３月 日までに交
付され、健診希望の方は、下記へ ●８０２０（はちまるにいまる）
・９０２０（きゅうまるにいまる）
達成者を募集します
生涯を通じた歯と口の健康づく
りを推進するために、自分の歯を
本以上保っている 歳以上の方
「８０２０達成者」
と 歳以上の方
「９０２０達成者」を募集します。
▽対象 区内在住の 歳以上で、
自分の歯が 本以上あり、審査
会場で審査を受けられる方

５月５日

▽日時 ５月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象・定員 区内在住か在勤の
歳以上の方・ 人（先着順）
▽出演 新山ひでや・やすこ、キ
ープランニング
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

５月４日

健康づくりと医療に関す
る区民意識調査を実施し
ます

４月 日 ５月３日

健康たいとう 推進計画（第二
次）改定の基礎資料とするため、

日

21

110

▽内容 トレーニングマシンを使
用した運動教室、簡単な体操、
ストレッチ
▽費用
円（保険料・初回のみ）

日

64

−

▽申込方法 はがきに希望する場
所・住所・氏名・年齢・電話番

４月

70

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）

−
28

事業名

60

29

号を書いて左記問合せ先へ

日

100 65

▽申込締切日 ４月 日㈮
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所介護予防・地域支援課

95

☎（５２４６）１２９５

90

年 度 高 齢 者用 肺 炎 球 菌
定期予防接種

４月

医療
情報

日時（全10回）
定員
5月9日～7月11日の火曜日
雷門区民館
6人
午後2時～4時
5月10日～7月12日の水曜日
10人
上野区民館
午前10時～正午
浅草橋区民館 5月11日～7月13日の木曜日
各9人
午前10時～正午
寿区民館
台東一丁目区 5月11日～7月13日の木曜日
9人
65 民館
午後2時～4時
5月12日～7月14日の金曜日
金杉区民館
6人
午後２時～４時
5月12日～7月14日の金曜日
谷中区民館
6人
午前10時～正午

▽対象 区内在住の、未接種で、
次のいずれかに該当する方
①年度内に ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ 歳になる方（予診票
を送付済み）
②接種日現在、 ～ 歳の心臓・
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
障害で、身体障害者手帳１級を
お持ちの方
※②に該当する方は、下記へお問
合せください。

４月９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
内科 蔵前内科クリニック
蔵前1－8－6
（3864）8998
内科 飯山医院
入谷1－7－7
（3872）7873
歯科 原本歯科医院
寿4－12－7 第一矢口ビル4階 （3845）4625
薬局 蔵前薬局
蔵前2－3－5
（3851）3221
内科 塩川内科医院
千束1－4－11
（3872）0153
上野2－11－10 小島ビル4階 （3832）0076
16 内科 上野医院
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
内科 椿診療所
日本堤1－6－11
（3876）1718
内科 上野なかのクリニック 北上野1－9－13 高松ビル1階（5828）3007
歯科 磯部歯科医院
寿2－10－15 田原町ビル8階 （3841）2932
23
薬局 モリタ薬局
日本堤1－5－8
（3871）4107
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680
内科 大塚医院
浅草4－28－13
（3873）2853
上野桜木1－10－22 中銀上
（5685）2151
29 内科 藤本クリニック
野パークマンシオン1階
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
内科 磯野外科内科
駒形1－5－17
（3843）5631
内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44
（3821）3915
30 歯科 田原町歯科医院
西浅草1－2－2 八宝ビル4階 （3845）3319
薬局 コトブキ永生堂薬局
寿3－15－17
（3844）5527
内科 行徳内科医院
蔵前4－3－7
（3851）9000
内科 森一貫堂医院
東上野2－10－10
（3831）5830
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 和光堂薬局
東上野3－15－11
（3832）0068
内科 本宮形成・整形外科
寿4－10－11 生井ビル2階 （3841）4361
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3 2階
（5830）3112
西浅草2－14－15 諏訪ビル2階 （3843）9928
歯科 大川歯科医院
内科 浅草ハートクリニック 花川戸1－13－15
（6231）7581
内科 桜木内科クリニック
上野桜木1－10－11 地下1階 （3827）8401
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
薬局 浅草わかば薬局
花川戸1－13－16 濱松ビル1階 （6231）7066
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11
（5842）1454
内科 善平医院
東上野6－2－13
（3843）7055
内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761
歯科 渡邊歯科医院
西浅草2－20－2
（3844）0148
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384
内科 上野なかのクリニック 北上野1－9－13 高松ビル1階 （5828）3007
14 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680

場所

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 ～

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

第 1178 号

▽日時・場所等

4・5月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
・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）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・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/

▽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・抽選）
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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5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5回）
20人
午後3時～4時
毎週火曜日（全5回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
毎週水曜日（全5回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 20人
水曜アクアビクス
水曜日
（3日を除く・全4回）
15人
[水中運動]
午後7時～8時
水曜日
（3日を除く・全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
20人
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）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
木曜日
（4日を除く・全3回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分 20人
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 35人
金曜日
（5日を除く・全3回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）午前
土曜リズム体操
11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
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 15人

火曜リズム体操

【知って得する！在宅ケア教室】 ▷日時 4月19日㈬午後3時～4時 ▷場所 台東病院2階会議室 ▷テーマ
▷講師 渡邉紋子・渡邉育子（作業・理学療法士）※詳しくは右記へ〈台東病院☎3876−1001㈹〉

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
気体操

日時

定員

毎週火曜日（全5回）
10人
午後2時～3時
毎週火曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分 10人
水曜日
（3日を除く・全4回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週木曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
木曜日
（4日を除く・全3回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
金曜日
（5日を除く・全3回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分 15人
毎週土曜日（全4回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
午前10時30分～正午

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①5月の○○教室
希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
性別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、4月20日㈭（必着）までに各センターへ（1人
1教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

福祉用具の選び方、家屋改修のポイント

広報
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ル&背泳ぎ） 時間 午前11時40分～午後0

など
障スポチャレンジ
「シッティングバレーボール」
4月から、誰でも気軽に障害者スポーツに
参加できる「障スポチャレンジ」を実施し

時30分 対象 区内在住か在勤・在学の高
校生以上で10メートル以上泳げる方

日時 7月5日㈬午前11時（1時間程度）

日時 4月26日㈬午前10時45分～11時30
分、午後3時30分～4時15分 場所 根岸社

参加可

場所 生涯学習センターミレニアムホール

会教育館 対象 幼児～小学校低学年

・年齢・性別・電話番号を電話かファック

出演 鵜木絵里（ソプラノ）ほか

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

スで下記申込先へ

の挨拶（あいさつ）
（エルガー）ほか

申込方法 希望日（①か②）
・氏名
申込開始日 4月7日㈮

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水プ

ール（今戸1－8－13）

たまま行う6人制のバレーボールです。

☎・ FAX （3874）3019

日時 第1木曜日・第3月曜日午後7時～9時

スポーツ振興課☎（5246）5853

※祝日・年末年始等、休場日あり

たなかスポーツプラザ3階体育館 対象 区
内在住か在勤・在学の方※障害の有無は問

曲目 愛

☎（3876）2101

入場料（全席指定）一般2,000円、0歳～小

池波正太郎記念文庫から

学生1,000円※大人のみの入場不可
問合せ 台東区

スポーツひろば
「谷中小・ウオーキング教室」

いません。※必要な方は介助者同伴

日時 5月12日㈮・19日㈮（全2回・予備

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

日は26日㈮）午後7時15分～8時30分（7

タオル※保険は各自任意で加入

時受付）※学校行事等により、変更・中止

問合せ

ブル昆虫記『フンコロガシとサソリ』
」

定員 30人（先着順） 費用 プール利用料で

ます。シッティングバレーボールは、座っ

場所

●根岸図書館 映画とおはなし会「ファー

Concert for KIDS
～0才からのクラシック～

入場券 チケットぴあ（☎0570－02－999

●講座「池波正太郎の『忍者もの』
」 日時

9、Pコード326-367)、イープラス、生

5月27日㈯午後2時～4時 場所 生涯学習

涯学習センター、下記財団事務局で4月12

センター3階301研修室

日㈬から販売

選） 講師 鶴松房治（池波正太郎記念文庫

問合せ （公財）台東区芸

術文化財団☎（5828）7591

定員 80人（抽

指導員） 申込方法 往復はがき（1人1枚）
に講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電話

専門員・図書館員によるスライ
ド・トーク

番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月10日㈬（必着）

企画展「久保田万太郎と台東区」の展示内

●時代小説展「忍者もの」 期間 6月11日

清島温水プール①初心者水泳教
室 ②ウオーターエクササイズ

の場合あり 場所 谷中小学校地下体育館
※2回目は谷根千を散策 対象 区内在住か

容について、専門員・図書館員が解説しま

㈰まで

在勤・在学の中学生以上の方※小さな子供

す。 日時 4月13日㈭、5月11日㈭午後1

図書館内）

を連れての参加不可 定員 20人（先着順）

時30分

日時（全6回）①5月11日～6月15日の木

講師 鮫島洋一氏（台東区スポーツ推進委

教育研修室 対象 中学生以上の方 定員 各

問合せ 〒111－8621

曜日午後2時15分～3時15分 ②5月12

員） 費用 100円（2回分・保険料含む）

50人（先着順） 講師 平野恵（郷土・資料

太郎記念文庫☎（5246）5915

日～6月16日の金曜日午前11時45分～午

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

調査室専門員） 問合せ 中央図書館郷土資

後0時30分

タオル

申込方法 費用を添えて下記問合

料担当☎（5246）5911

せ先へ

申込期間 4月17日㈪～5月2日㈫

スポーツ振興課☎（5246）5853

対象 区内在住か在勤・在学

の高校生以上の方

定員（抽選）①50人

②90人 費用 各500円（保険料含む）

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

申込方法 往復はがきに教室名（①か②・1

5階、土・日曜日を除く午前9時～午後5時）

教室1枚）
・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

☎（5246）5853

性別・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 4月21日㈮（消印有効）
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

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室
日程（内容） ①4月29日㈷（かんたんア

クアビクス） ②30日㈰（ゆったりクロー

保育ボランティア育成講座
日時 ①5月15日㈪午前10時～正午

②5

月19日㈮午後6時30分～8時30分

場所

4つの学級を開催します。

申込方法 ①決

まり次第お知らせ ②住所・参加者全員の
氏名（ふりがな）
・年齢（月齢）
・電話番号、
在勤の方は勤務先名・所在地・電話番号を

赤ちゃん」ほか

14日㈰午前10時、第2次予選5月20日㈯

日時 4月19日㈬午前10

時30分～11時、午後3時30分～4時

午前10時、本選5月28日㈰午後1時30分、

対象 幼児～小学校低学年（親子で入場可）

作曲部門は本選5月28日㈰午前11時30分

定員 各60人（先着順） 場所・問合せ 石浜

※時間変更の場合あり

図書館☎（3876）0854

ンターミレニアムホール 入場料 予選は

場所 生涯学習セ

整理券を配布）
、本選は2,000円（両部門

ンティアに興味・関心のある16歳以上の方

館

共通・5月11日㈭午前11時からコンクー

定員 各20人（先着順） 申込締切日 5月10

28年10月24日生まれの子供と保護者

日㈬

申込み・問合せ 日本堤子ども家庭

支援センター☎（5824）2535

対象 区内在住の平成27年10月25日～

ル開催日のみ会場でチケットを販売）※未

定員 10組（先着順）※子供1人につき1回

就学児の入場不可

まで、いずれの回・会場とも同内容

校奏楽堂仮事務所☎（5826）7125

申込開始日 4月11日㈫※中央図書館では受

コース・住所・氏名・生年月日・性別・保
護者の氏名・電話番号を書いて下記問合
せ先へ 場所・問合せ 〒111−0024 台
東区今戸1−1−10 台東リバーサイドス
ポーツセンター☎（3872）3181

②子供の成長が楽しくなる育成学

問合せ 旧東京音楽学

下町の春季伝統工芸展示実演会

付しません。申込みは本人に限る。
申込み・問合せ 中央図書館浅草橋分室

日程・実演者（業種） 4月28日㈮山田恵美

☎（3863）0082

（型絵染）
、29日㈷滝沢建（仏像彫刻）
、

障害者を対象とした教室・サークル
申込方法 サークル名・氏名・電話番号を電話かファックスで下記問合せ先へ
場所・問合せ 松が谷福祉会館☎（3842）2672

サーク おりがみサー
ル名 クル
4月～30年3
月の第1・3水
日時
曜日午 後1時
～3時
場所
対象
費用
定員

FAX （3842）2674

エアロビ教室
カラオケサ
歌教室
（わくわくリズム体操）
ークル
4月～30年3月 5月～30年3月の 5月～30年3月の 5月 ～30年3月 4月～30年3
の第2・4木曜 第1・3木曜日（全 第2・4火曜日（全 の第4土曜日（全 月の第 2 土
日午後1時～3 20回） 午後1時 20回）午前10時 11回）午前10 曜日午後 1
時30分
30分～3時30分 ～11時30分
時～正午
時～3時
シダックス浅
松が谷福祉会館
草雷門クラブ
区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）をお 区内在住で身体障害者
持ちの方
手帳をお持ちの方
実費
実費
実費
無料
無料
無料
（おりがみ等材料費）
（絵具等材料費）
（1,500円程度）
5人
3人
3人程度
5人
3人程度
5人程度
麻雀サークル

絵画教室

③楽しい子育て・孫育て講座

④家族で一緒に自然に触れて子
育てを楽しもう！

妊娠中～産後の体づくりを実習し、赤ちゃ

助産師と孫育ての専門家が、子供や孫を楽

んとの関わり方を学ぶ学級です。

しく育てるコツをお話します。

親子で自然を体験し、子育ての楽しさを実

日程（全6回）

日程（全4回）
テーマ
「妊娠、出産、育児の違い今・昔」
5月12日㈮
「はじめてのおもちゃ選び」
「母乳育児、卒乳、離乳食」「体
6月9日㈮
験してみよう！タッチケア」
「赤ちゃんの発育・発達のめや
7月7日㈮ すと注意したい事故予防」
「事
故対策のアイデアあれこれ」
「ママと赤ちゃんのための災害へ
8月4日㈮
の備え」
「はじめての絵本選び」

感する学級です。

テーマ

5月30日㈫ 深い呼吸ができる体づくり
ストップ！産後うつ

ページから申込み 問合せ 台東区生涯学

6月10日㈯ 家族でできる整体法
6月16日㈮ 赤ちゃんのココロとカラダ

細問合せは各団体へ）

6月23日㈮ 0歳児のコミュニケーション力
6月30日㈮ 地域の子育て
時間 午後1時30分～3時

場所 生涯学習セ

赤ちゃんだけでなく、保護者のセルフケア

ンター

術も学びます。※10月ごろ実施予定。詳

後10週間～7か月の子供と母親

細が決まり次第、
広報「たいとう」や区ホー

組（抽選） 費用 500円（6回分）

委託予定団体 （一財）ベビー&バースフレ

日時 歌唱部門は第1次予選5月11日㈭～

無料（当日午前9時30分から会場入口で

対象 保育ボラ

習課☎（5246）5821（各講座申込・詳

ンドリー財団

●石浜図書館えいがとおはなし会「動物の

㈫午前11時～11時30分 場所 浅草橋区民

6月6日㈫

ムページ等でお知らせします。

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム

電子メールで問合せ先へ ③④各ホーム

①幸せ産後♪パパママ育児レッスン（予定）

奏楽堂日本歌曲コンクール
「第28回歌唱部門」
「第24回作曲部門」

子ども家庭支援センター

日時
定員 申込締切日
5月9～26日の火・金曜日（全6回）
80人
5月6日㈯
①硬式テニス
午後7時～9時
（先着順）
5月9日～6月20日の火曜日（全7回）
30人
5月6日㈯
②アーチェリー
午後7時～9時
（先着順）
5月10日～6月8日の水・木曜日（5月24日㈬・
40人
5月7日㈰
③ゲートボール 25日㈭、6月7日㈬を除く・全7回）
（先着順）
午前9時30分～11時30分
6月2日～7月14日の金曜日（全7回）
3歳児コースは午後2時30分～3時30分
各10人 5月15日㈪
④幼児運動教室 4歳児コースは午後4時～5時
（抽選） （必着）
6月3日～7月15日の土曜日（全7回）
第2期
4歳児コースは午前9時30分～10時30分
5歳児コースは午前11時～正午

0～3歳の乳幼児と保護者を対象とした

中央図書館池波正

①日本堤子ども家庭支援センター ②台東

教室名

乳幼児家庭教育学級

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所 生涯学習センター5階504

日時 4月25日

初心者のためのスポーツ教室
対象 ①②③区内在住か在勤・在学の高校
生以上の方 ④区内在住の3～5歳の子供
持ち物 ①②③運動できる服装、
運動靴 ④
室内履き 申込方法 ①②③電話で右記問
合せ先へ ④往復はがきに教室名・曜日・

場所 池波正太郎記念文庫（中央

対象 区内在住か在勤の妊婦、生

申込締切日 5月7日㈰

定員 15

問合せ お母さんの

整体塾「ほのて」 Eメール honote@iclo
ud.com

時間 午後1時30分～3時30分

場所 日本

日程（全5回）

テーマ

自然の中で体を使って遊んで
5月13日㈯
みよう！
5月20日㈯ 子どもの発達を「観察する」
5月28日㈰

生きものから学べ！じっくりと
相手を観る

6月10日㈯ 子どもの感性を「見守る」
6月25日㈰ 子どもの気持ちを
「受け止める」

助産師会1階多目的室（鳥越2－12－2）

時間 午前10時～正午

対象 29年2月以降生まれの子供の保護者・

涯学習センター、上野動物園（予定） 対象

祖父母、妊婦

区内在住か在勤の保護者と6か月～3歳の

定員 15組（先着順・区内在

住か在勤の方優先） 費用 500円（4回分）
申込開始日時 4月6日㈭午前10時

問合せ

（公社）日本助産師会☎（3866）3054

場所 上野公園、生

子供 定員 15組（抽選） 費用 500円（5
回分） 申込締切日 4月22日㈯
問合せ （一社）遊心☎（5809）0509

【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 4月5日
30日㈰高瀬恒夫（仏像彫刻）
、5月2日㈫

子供から高齢者まで学べる 生涯学習ラーニングスクエア

田中慎二（仏像彫刻）
、3日㈷藤本義和（染
色工芸）
、4日㈷日花和子（彫刻）
、5日㈷
石井寅男（木版画彫刻）
、6日㈯川島利之
（神仏具錺〈かざり〉師） 実演時間 午後1
時～4時 入館料 一般300円、小中高生
100円 休館日 月曜日（祝日の場合は翌
日） 場所・問合せ 下町風俗資料館
☎（3823）7451

一葉記念館から
●くずし字解読講座「くずし字で読む『源
氏物語』の世界」 日時 5月6日〜6月3日
の土曜日（5月27日を除く・全4回）午後
1時30分（2時間程度） 定員 30人（抽選）
講師 上野英子氏（実践女子大学文学部教
授） 費用 4,000円（4回分）※当選後、

事前に支払い。初回のみ別途入館料が必
要。 入館料 一般300円、小中高生100円
申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番
号を書いて下記問合せ先へ※複数名の記
入、往復はがきでないものは無効
申込締切日 4月15日㈯（消印有効）

●展示替えのため臨時休館します
期間 4月17日㈪～20日㈭

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒110－0012

台東区竜泉

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

ゴールデンウィークには上野公
園に行こう！「上野の森 親子
フェスタ2017」

第 1178 号 （6）

対象 区内在住か在勤・在学で、表中の「対象」に該当する方
申込方法 往復はがき（1講座1通）に講座名・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在
地・電話番号を書いて各会場へ（抽選）※親子対象の講座は、保護
者と子供の氏名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください（原
則、1組は保護者・子供各1人）
。親子対象講座で、ひとり遊びの
できる子供の託児を希望する方は、
「託児希望」
・保護者と子供の氏
名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください。 申込締切日 5月8
日㈪（必着） 問合せ 各会場へ
●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8 ☎（3842）5352
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員
傾聴入門～自分も相
5月22日～7月10日午後
16歳
20人
手も大 切にするコ 月 8 1時～3時※6月26日・7
以上
ミュニケーション～
月3日は実習（予定）
シニアライフセミ
5月24日～7月19日
55歳
ナーこころ～笑お
30人
水 8 （6月21日を除く）
以上
う！見つけよう！大
午前10時～正午
人のあそび心～
6月1～29日
16歳以上
男のクッキング 木 5
20人
午後6時30分～8時30分 の男性
6月16日～8月11日
午後6時30分～8時30分
デジタル一眼レフ
※7月1日 ㈯ 午 前10時 16歳
20人
入門～撮影から作 金 9
から撮影会、8月5～11 以上
品展示まで～
日生涯学習センターで
写真展
●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13 ☎（3874）5450
講座名
曜日 回数
日時
対象
4 ～ 7歳
5月21日～6月18日
親子のお絵描き
日 5
の子供と
午前10時～正午
（託児あり）
保護者
やさしい川柳実作
5月26日～7月21日
16歳
教室～あなたも今 金 8 （7月7日を除く）
以上
日から川柳家～
午前10時～正午
みんなで歌おう！
5月30日～7月25日
16歳
「流浪の民」と「大 火 8 （7月11日を除く）
以上
地讃頌」
午前10時～正午

祉センター・老人福祉館で配布する申込用

日時 5月3日㈷～5日㈷午前10時～午後5

紙に記入し提出

時

物（老人福祉施設使用登録証、
健康保険証等）

場所 上野公園噴水広場ほか

内容 絵

必要な物 本人確認できる

本や児童書の販売、絵本・読み聞かせ関連

申込締切日 4月25日㈫

の講演会ほか※詳しくは、下記財団ホーム

場所・問合せ 入谷老人福祉館

ページをご覧になるか、下記問合せ先へ
問合せ （一財）出版文化産業振興財団

台東区文化振興課☎（5246）1153

成年後見制度無料相談会

無料

無料
5,000
円
3,000
円

定員 教材費
10組 無料
20人 800円
25人 800円

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13 ☎（3876）2103
講座名
曜日 回数
日時
対象
5月20日～7月8日
16歳
楽しく学ぶやさし
土 8
午前10時～正午
以上
い気功
5月23日～7月18日
16歳
初心者のための囲
火 8 （6月27日を除く）
以上
碁教室
午後2時～4時
4 ～ 7歳
6月11日～7月9日
親子で楽しく盆お
日 5
の子供と
午後2時～4時
どり（託児あり）
保護者
●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12 ☎（3873）4140
講座名
曜日 回数
日時
対象
5月23日～7月11日
16歳
社交ダンス入門講
火 8
午後2時～4時
以上
座
はじめての茶道〜
5月25日～7月20日
16歳
おもてなしの心で 木 8（6月15日を除く）
以上
〜
午後1時～3時30分
6月17日～8月5日午前10
POPSアンサンブ
時～正午※8月5日は午前 16歳
ル楽団～好きな楽
土 8
10時から練習、午後1時 以上
器を持って集まろ
～2時にミニコンサート
う!!～

20人 無料
15組 無料

定員 教材費
男女
無料
各13人
15人

4,000
円

20人

1,000
円

名・コース名・記号・住所・氏名（ふりがな）
・

氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・所

（学校）名、会員の方は会員番号を書いて

在地・電話番号を往復はがきか電子メール

港

区元赤坂2－2－23（明治記念館内）セラ

で下記申込先へ※各コース1通のみ
申込締切日 5月8日㈪（必着）
申込み・問合せ 〒111－0032

台東区浅

ントラベル東京支店 台東区勤労者サービ

草2－2－1 森田ビル2階 ㈲フォーティ

スセンターバスツアー申込係

☎（3842）6453

●パソコン講座①「ワードで案内状や暑中

☎（6715）7755

ynet.co.jp

見舞い」 ②「エクセルで住所録と家計簿」

サービスセンター☎（5829）4123

日程（全3回）①5月9日㈫・12日㈮・16日

12人 無料

者全員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・

下記申込先へ
着） 申込み・問合せ 〒107－8507

☎（3873）9036

定員 教材費

●谷中区民館
※こちらの申込み・問合せは、〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課 ☎（5246）5821
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員 教材費
発見しよう！自分に
5月25日～7月6日
あったトレーニング
16歳
20人 無料
木 6（6月8日を除く）
～カラダづくりを科
以上
午後7時30分～9時
学する～Ⅱ

申込締切日 4月28日㈮（必

シルバー人材センターの催し

☎（5211）7282

教材費

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2 ☎（3861）5063
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員 教材費
1,500
5月21日～7月9日
16歳
20人
石膏デッサン入門 日 8
円
午後2時～4時
以上
「源氏物語」を読む
5月23日～7月11日
16歳
30人 300円
～桐壷巻にみる平安 火 8
午後6時30分～8時30分 以上
時代の文化と社会～
楽しく始める英会
2,000
5月24日～8月9日
16歳
話～伝わる発音に 水 12
30人
円
午後2時～4時
以上
挑戦！～

問合せ 台東区勤労者

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」

Eメール taito@fort

問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

第27回ボランティアフェスティ
バル

日時 4月29日㈷午前9時30分～午後3時
（1

㈫ ②5月11日㈭・18日㈭・22日㈪

組90分程度） 場所 特別養護老人ホームあ

時間 午前10時～正午

さくさ5階 対象 区内在住か在勤・在学の

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

日時 4月18日㈫、5月16日㈫午後1時～4

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

時（受付は3時まで） 場所 区役所6階603

千束小学校校庭、千束公園

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

会議室

さまざまな分野の活動紹介、舞台発表、ゲ

合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」 日時 5月

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

ーム、相談コーナーほか 問合せ 台東区社

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

会福祉協議会☎（3847）7065

方

定員 5組（要予約） 申込締切日 4月

20日㈭

申込み・問合せ 台東区社会福祉

協議会☎（5828）7507

ゲートボール練習会
日程（全6回）4月18日㈫、6月15日㈭、7

定員 各9人（抽選）

15日㈪・25日㈭午前10時～11時、11時

受付可

～正午

ほか

定員 各5人（抽選） 申込方法 往

月11日㈫、12月6日㈬、30年2月21日㈬、

復はがき（1人1枚）に催し名・希望日時・

3月1日㈭

住所・氏名・年齢・電話番号・相談内容を

時間 午前9時30分～11時30

分（雨天中止） 場所 台東リバーサイドス
ポーツセンター少年野球場

書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 区内在

対象 区内在住の原則60歳以上の方

☎（5246）1214

申込締切日 4月19日㈬（必着）※募集数に

達しない場合、4月20日㈭以降に電話で受
付

場所・問合せ 〒111－0056

台東区

日時 6～8月の月曜日（全10回）午前10

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

時30分 対象 区内在住の65歳以上の方

ター☎（3864）3338

定員 30人（抽選） 申込方法 老人福祉セン

ター・老人福祉館で配布する申込用紙に記
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

申込締切日 5月6日㈯

日帰りバスツアー
「甘夏みかん狩りと、あじさい
祭り見学＆日帰り温泉入浴」
日時 6月18日㈰午前7時30分区役所前出

発、午後6時帰着予定（雨天決行） 行先

場所・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

相談員 宅地建物取引士・建築士
申込み・問合せ 住宅課

☎（5246）1468

場所

内容 福祉など

消費生活サポーター養成講座
期間 6月21日㈬～12月20日㈬（全11回）

生涯学習センターパソコン講座
第1期
コース

住か在勤の方 問合せ 健康課

健康カラオケ教室

対象 区内に空き家等を所有して

日時 4月29日㈷午前10時～午後3時

記号

日時
5月19日～6月2日の金曜日
①初心者「マ B-1（全3回）午後2時～4時
ウス・文字入
6月11～25日の日曜日
力」
B-2
（全3回）午前10時～正午
5月17～31日の水曜日
②インターネ N-1（全3回）午前10時～正午
ット「検索と
6月8～22日の木曜日
安全性」
N-2
（全3回）午後2時～4時
5月14日～6月4日の日曜日
③ワード「ポ W-1（全4回）午前10時～正午
ストカードを
作ってみよう」W-2 6月6～27日の火曜日
（全4回）午後2時～4時
5月14日～6月4日の日曜日
④ エ ク セ ル E-1（全4回）午後2時～4時
「健康管理シ
ートを作ろう」E-2 6月6～27日の火曜日
（全4回）午後7時～9時

場所 生涯

学習センター 対象 区内在住か在勤・在学
の18歳以上の方 定員 30人（抽選）※託
児あり（6か月以上の未就学児・8人）
講師 （一財）日本消費者協会

費用 6,000

円程度（テキスト代・検定料） 申込方法
下記問合せ先へ申込書を請求し申込み
申込締切日 5月31日㈬

問合せ くらしの

相談課☎（5246）1144

フリーマーケット出店者募集
日程 ①5月7日㈰

②14日㈰ 時間 午前10

時～午後3時 場所 花川戸公園※車での来
場不可、天候により中止の場合あり
出店数（予定）①30店

2,000円

②20店

出店料 各

宇佐美（甘夏みかん狩り）
、
ハトヤ大漁苑（昼

場所 生涯学習センター

食と入浴）
、城ケ崎（あじさい祭り見学）

在勤の15歳以上（学生を除く）で①パソ

ケット推進ネットワーク（土・日曜日・祝

対象 勤労者サービスセンター会員とその家

コンを使用した経験のない方 ②～④初心

日を除く）☎048（268）8711

日時 5～6月の火曜日（全4回）午後1時30

族、区内在住か在勤・在学の方

者コースを受講済み、またはパソコンの文

②タイムマシーンカンパニー（土・日曜日

分～3時30分

対象 区内在住の60歳以上

人（抽選） 費用 8,900円※食事・座席が

字入力やマウス操作ができる方

・祝日を除く）☎050（3616）3300

定員 16人（抽選） 講師 NPO法人

不要な2歳以下は無料、会員とその家族は

スマートフォン使い方講習会

の方

竹箒（たけぼうき）の会

申込方法 老人福

別料金

定員 80

申込方法 はがきにツアー名・参加

対象 区内在住か

時間 午後1時30分～3時30分

定員（抽選）①10人 ②～④各22人
費用 各1,000円（教材費） 申込方法 講座

申込み・問合せ ①フリーマー

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

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。
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先へ書留で郵送
※募集人数等、詳しくは募集要項

▽申込方法 申込書を左記問合せ

童コース、社会的養護コース
▽対象 区内在住か在勤の方

研修です。
▽コース名 地域保育コース、地
域子育て支援コース、放課後児

41
#

会 員 募 集

▽場所 浅草公会堂第２集会室
例会 第３火曜日午後６時
▽講座名・日時
▽定員
▽場所 雷門区民館ほか
人（先着順）
・書類作成セミナー
▽会費 年額７千円
▽曲目 「六段の調」 ほか
５月 日㈬・ 日㈬午前 時
入会金１千円
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
▽出演 合田真貴子・大泉一美（箏
▽問合せ 高尾
以下で全日程参加できる方）
・十七絃）
、一色美枝（箏）
、田
☎（３８４１）０６７５
５月 日㈪・ 日㈫・ 日㈪・
中康盟（尺八）
日㈫（全４回）午後１時
▽問合せ 邦楽ぐるーぷ「綾」
・面接対策セミナー
田中康盟
５月 日㈬・ 日㈬午前 時
☎（３８６６）３０８４
●日本語を学びたい外国籍の方へ ▽場所・申込み・問合せ ハロー
●熊本地震復興支援バザー
ボランティア 「日本語学習市場」
ワーク上野
▽日時 ４月 日㈯
午前 時～午後４時
▽日時 ①火曜日午後６時 分～
☎（３８４７）８６０９
▽場所 松葉小学校
８時 分、木曜日午後１時～５ ●国民年金保険料が変更になりま
時、土曜日午後１時 分～５時 した
▽内容 写真展「熊本地震の爪あ
②火曜日午後２時 分～５時
保険料は、４月分から 円引き
と」
、食育セミナー、お楽しみ
▽場所 ①生涯学習センターほか
上げられ、月額１万６千 円とな
屋台（輪投げほか）
、物産展
②社会教育センターほか
りました。また、国民年金（老齢
ほか
基礎年金・障害基礎年金・遺族基
▽問合せ 熊本地震復興支援バザ ▽問合せ 川島
☎（３８２７）７２８５
礎年金）の支給額は、０ １％引
ー実行委員会
☎０９０（６５８１）７９４２ ●親子リトミック「キューピッズ」 き下げられ、満額の老齢基礎年金
▽日時 金曜日（月２回）
と障害基礎年金２級の年金額は、
●第 回「こんこん靴市」
万９千 円です。これに伴う年
▽日時 ４月 日㈷・ 日㈰
・１歳児（平成 年４月２日～
年４月１日生まれ）は午前 時
午前９時～午後５時（雨天決行）
金額は、６月に送付する年金額改
～ 時 分
▽場所 玉姫稲荷神社（清川２
定通知書でご確認ください。
）
・２歳児（平成 年４月２日～
▽問合せ 日本年金機構「ねんき
年４月１日生まれ）は午前 時
▽問合せ 玉姫稲荷神社こんこん
んダイヤル」
～ 時 分
靴市実行委員会
☎０５７０（０５）１１６５
※４月 日㈮に無料体験あり（要
☎（３８７２）３４１１
０５０で始まる電話でかける場
申込）
●台東区ジュニアオーケストラＯ
合☎０３（６７００）１１６５
▽場所 生涯学習センターほか
Ｂ会演奏会（無料）
上野年金事務所
▽会費 月額３千円
▽日時 ５月７日㈰午後１時 分
☎（３８２４）２５１１
開場、２時開演
入会金１千円
●東京都子育て支援員研修（第一
▽場所 浅草公会堂
▽問合せ 飯島
期）の受講者募集
▽曲目 ニュルンベルクのマイス
☎０９０（２４１５）４５９９
保育や子育て支援分野の各事業
タージンガー前奏曲 ほか
●運命学（東洋占星術で自分や子 に従事する上で、必要な知識や技
▽申込方法 生涯学習センター１ 供の運勢・能力・才能）を学びま 能等を有する子育て支援員の養成
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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

▽日時 ４月～ 年１月の第２木
曜日（８月を除く）午後１時～
４時（１人 分まで）
▽場所 浅草税理士会館５階会議
室（蔵前３ ４ ５）
▽申込み・問合せ 東京税理士会
浅草支部納税者支援センター
☎（３８６２）５８５５
●奥浅草着物会 ― 伝統の着物文化
を気軽に自分らしく体験してみま
せんか ― （無料）
▽日時 ４月 日㈫
午後７時～９時
▽場所 生涯学習センター
▽定員 ７人
▽持ち物 着物一式、半巾帯
▽問合せ 二坂
☎（３８７４）２３６３
●講演会「エンジョイ・ゴルフ
― ゴルフの楽しみ方 ―」
▽日時 ４月 日㈮
午後６時～７時
▽場所 浅草公会堂第一集会室
人（先着順）
▽定員
▽講師 岡田美智子氏（プロゴル
ファー）

せんか
▽日時 月１～２回
午前 時～ 時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 結希
☎０９０（２７６１）７９１７

歳以上で、緑に関するボラン
ティア活動経験が１年間で 日
間以上ある方
人
▽定員
▽費用 １万４千 円

▽対象 都内在住か在勤・在学の

ページをご覧ください。
▽申込締切日 ４月 日㈫
０７１９ 新宿
▽問合せ 〒
区西新宿２ ７ １ 小田急第
一生命ビル 階 （公財）東京
都福祉保健財団 福祉人材養成
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催しものなど

アの会☎（３８４２）５５９９
●東京税理士会から「税の無料相
談」

−

17

300

（４月７日㈮ごろから区役所６

▽申込方法 申込書（東京都環境
局ホームページからダウンロー
ド可）を郵送かファックスで左
記問合せ先へ
▽申込締切日 ４月 日㈮（消印
有効）
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都環境局 緑環境課
☎（５３８８）３５５５
（５３８８）１３７９

400

28

30

10

11

30

15

30

23

階⑦番子育て・若者支援課・同
⑧番児童保育課で配布）か（公

室 子育て支援員担当
☎（３３４４）８５３３
●東京都緑のボランティア指導者
育成講座受講生募集
自然観察体験や緑地保全活動な
ど、緑のボランティア活動で指導
者として活躍したい方のための知
識や技術を学べる講習です。
▽期間 ６月 日㈯～９月９日㈯
のうち８日間（全 時間）
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財）東京都福祉保健財団ホーム
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●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集 予(約制 )
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▽申込方法 ファックス（３８４
階受付で整理券を配布中
７ ４０９０）に「講演会参加
▽問合せ 台東区ジュニアオーケ
希望」
・住所・氏名・電話番号
ストラＯＢ会事務局 林
を書いて申込み
☎０９０（９８１７）１１０８
※電話での申込不可
●台東区写真連盟写真展 第 回
（入場無料）
▽申込締切日 ４月 日㈮（必着） 「写日記」
▽問合せ 台東区ゴルフ連盟
▽日時 ５月１日㈪～３日㈷
川杉
午前 時～午後６時（初日は正
☎０９０（８００６）６５６５
午から、最終日は５時まで）
●第 回「箏・三絃・尺八鑑賞会」 ▽場所 浅草公会堂１階
▽日時 ４月 日㈯
・会員を募集しています
午後１時 分開場、２時開演
▽日時 撮影会 月１回
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●家庭倫理講演会
～テーマ「つながる」～
▽日時 ４月 日㈯
午前 時 分～ 時 分（受付
は 時から）
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール
▽費用 １千円（教材費）
▽問合せ 家庭倫理の会台東区
会長 阿部光利
☎０９０（３１３３）７３５４
●上野フリーガイドを始めました
区公認のボランティアガイドが、
世界文化遺産に登録された国立西
洋美術館や上野公園内の名所・旧
跡などを、 ～ 分程度で案内し
ます（無料）
。
▽日時 毎週土曜日午前 時、午
後２時（各 分前から受付）
▽集合場所 上野公園グリーンサ
）
ロン（上野公園７
▽定員 各 人（先着順）
▽問合せ 台東区観光ボランティ

平成29（2017）年 4月5日
・上野支部（予約優先）
▽日時 ４月～ 年３月の第３火
曜日（２月を除く）午前 時～
正午（１人 分まで）
▽場所 区役所１階区民相談室
▽申込み・問合せ 東京税理士会
上野支部
☎（３８３１）８８５１
・浅草支部（要予約）
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