広報

多子世帯を応援します「に
ぎやか家庭応援プラン」

第３子以降の子供の出生時と、
小・中学校の入学時に、祝品を贈

呈します。

難 病 患 者 福 祉 手 当の 対 象

９１１０）にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

署や、警察相談専用電話（ ☎＃

区や東京都・厚生労働省が、Ａ
ＴＭの操作を求めることは絶対に
ありません。このような事で電話
がかかってきたり、不審な郵便物
が届いたら、迷わず最寄りの警察

●給付金の給付を装う「振り込め
年４月～ 年９月の、２年半分
の給付金が一括して支給されます。 詐欺」や「個人情報の詐取」にご
注意ください
年 月以降は、軽減税率制度が
開始される予定のため、給付金の
給付は、今回限りとなり、今後の
実施はありません。
給付対象となる可能性がある方

28

には、３月 日に、世帯ごとに申
請書を発送しました。
▽給付対象 次の全てに該当する
方 ① 年１月１日時点で、台
東区に住民登録がある ② 年
度分の特別区民税（均等割）が

おめでとうございます

30

竹内鎭夫・好江（松が谷４）
金婚は結婚 周年、ダイヤ
モンド婚は 周年を迎えたご
大山秀雄・明子（鳥越１）
板槗章惠・昌子（東浅草２） 夫婦で、２月までに申請した

齋藤孝一・静江（蔵前３）
肥田野四郎・保惠（竜泉１）

30

343

住 民 税 の 納 税 は 便 利 な口
座振替をご利用ください

319

税できます。
※平成 年度第１期分からの振替
えを希望する方は、５月 日㈬
までにお申込みください。
▽納期（口座振替日）
・期別納付の場合は、
（第１期）
（第２期）８月
６月 日㈮、
日㈭、（第３期） 月 日㈫、（第
４期） 年１月 日㈬
・一括納付（第１～４期までの全
額を引き落とし）の場合は、６
月 日㈮
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

年 度 第 ４回 区 政 サ ポ ー
タ ー アン ケ ー ト 調 査 の 結
果がまとまりました
▽テーマ 「花の心プロジェクト
について」
「
『したまちコメディ
映画祭 台東』
・
『したまち演劇
祭 台東』について」
「区ホー
ムページについて」
「広告事業
について」
「区政サポーターに
ついて」
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政

区ホームページ「区民の声」に
掲載
▽問合せ 広報課
☎（５２４６）１０２３

台 東 リ バーサイ ドス ポー
ツ セン タ ー 陸 上 競 技 場 の
一般開 放の利用 時間を延
長します

着順）
長 浜 KANNON HOUSE
」を
▽相談員 弁護士か一級建築士
開設し、 月には、長浜曳山ま
▽申込締切日 ５月 日㈭
つりを含む 件の「山、鉾、屋
▽場所・申込み・問合せ 住宅課
台行事」がユネスコ無形文化財
（区役所５階⑩番
への登録が決定しました。
)
☎（５２４６）１４６８
【正】滋賀県の北東部に位置し、
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
無料建築相談室
」を
長 浜 KANNON HOUSE
開設し、 月には、長浜曳山ま
つりを含む 件の「山、鉾、屋
台行事」がユネスコ無形文化遺
産への登録が決定しました。
▽問合せ 広報課
☎（５２４６）１０２１

三井田直也（臨床検査室）〈台東病院

▷講師

台東病院2階会議室

10

15

方を掲載しています
（申請順・
敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記
へお問合せください。
▽申込み・問合せ 高齢福祉
課（区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１

18

29

31

非課税 ③課税されている方の
疾病を拡大しました
扶養親族等でない ④生活保護
難病患者医療費助成の対象疾病
等を受給していない
拡大に伴い、４月１日から、手当
▽給付額 １人１万５千円
の対象疾病が、 疾病から 疾病
▽申請方法 原則、郵送申請
※子供が３人以上いることの確認
に増えました。①難病医療費助成
※区役所３階 会議室でも受付
のため、必要に応じて戸籍謄本
制度（国および都疾病）の対象者
▽申請期限 ６月 日㈮
※申請から支給まで１か月半～２ で 歳未満の方、②小児慢性特定
等の提出を依頼する場合あり
疾病医療費助成制度の対象者で、
か月程度かかります。
▽申込み・問合せ 子育て・若者
※ＤＶ被害者等、台東区内在住で、 手当の対象疾病にり患している方
支援課給付担当（区役所６階⑦
は、難病患者福祉手当を申請でき
他の区市町村に住民票がある方
番）☎（５２４６）１２３２
ます。
は左記コールセンターへ
臨時福祉 給付金の申請を
対象疾病は、区ホームページで
▽問合せ 台東区臨時福祉給付金
受付けています
コールセンター（土・日曜日・ 確認できます。
消費税率の ％への引き上げが
※手当の受給には、所得制限等の
祝日を除く午前８時 分～午後
２年半延期されたことを踏まえ、
５時 分）
要件あり。詳しくは左記へ
☎（６９１０）２０２１
国の経済対策の一環として、平成
▽問合せ 難病患者福祉手当は障
害福祉課給付担当
☎（５２４６）１２０１
金婚・ダイヤモンド婚
難病患者医療費助成は台東保健
所保健予防課
☎（３８４７）９４７６

子ども医療証 対象児童のいる家庭
申請書 の申請時に申 に案内・申請書を送
請書を配布
付

川村幸義・昌子（蔵前２）

11

▽延長期間 ５月２日㈫～８月
▽日時 ５月 日㈭、６月８日㈭
日㈭
午後１時～４時
▽延長時間 午後６時 分まで
▽場所・問合せ 住宅課（区役所
※貸切利用は５時まで（変更なし）
５階⑩番）
▽利用料金
円（変更なし）
☎（５２４６）１４６８
※貸切利用がある場合は、延長時
間を含み一般開放はしません。
おわびと訂正
▽問合せ 台東リバーサイドスポ
広報たいとう４月５日号３面の
ーツセンター
「北海道鹿追町、茨城県筑西市、
☎（３８７２）３１８１
滋賀県長浜市と特定分野における
マンションのトラブル・
連携に関する協定を締結しまし
管理・修繕についての無
た」の「滋賀県長浜市」の説明に
料よろず相談室（予約制）
誤りがありました。
おわびして訂正します。
【誤】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

▽日時 ５月 日㈯
午後１時 分～４時 分
▽対象 区内のマンション所有者
▽定員 ６組（１組 分程度・先

12

33

12

33

▷場所

5月10日㈬午後3時～4時

【街かど健康教室「病院の検査いろいろ」】▷日時
☎3876−1001㈹〉

31

情報コーナー、図書館のほか、

31

出生時に子供と
4月2日現 在、子 供と
保護者が同一世
対象
保護者が同一世帯で
帯で区内在住の
区内在住の方
方

10

●金婚
大久保万吉・美也子（浅草５）

種類

山田衛正・洋子（千束２）
飯塚得生・裕子（浅草橋５）
鈴木文男・昭子（三ノ輪２）
吉田稔・勝子（三筋１）
三ツ木潤一・志津江（千束２）
二渡國晃・君子（雷門２）
●ダイヤモンド婚

65

住民税（特別区民税・都民税）
の普通徴収分を納めるときに、口
座振替（自動払込）を利用すると
大変便利です。手続きは、口座の
ある金融機関、区民事務所・同分
室、区役所３階⑩番税務課へ通帳
と届出印を持参し 預
｢ 金口座振
替 自(動払込 依)頼書 で
｣ お申込み
ください。納期の最終日に、指定
した口座から自動的に振替えて納

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。
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5月5日のこどもの日から1週間は
児童館合同行事
児童福祉週間です。児童館は、遊び
や体験を通して子供たちの豊かな心 ●下町こども工房 日程・場所 6月
、6月24
を育み、健全育成を推進する施設で 18日㈰・石浜公園（玉姫）
、6月
す。0～18歳までの世代別に合わ 日㈯・入谷南公園（松が谷）
、7月9
せたさまざまな活動を行っています。 25日㈰・東盛公園（千束）
開館時間 午前9時30分～午後6時
日㈰・竹町公園（台東）
※台東・今戸児童館は月～金曜日の ※雨天の場合、各児童館で実施しま
午後6時～7時を中高生専用時間（中 す。詳しくは下記へお問合せくださ
高生タイム）として開館 休館日 第 い。 時間 午前10時30分～午後4
2日曜日、祝日（5月5日を除く）
、 時
年末年始（12月29日～1月3日）
●第5回下町こどもまつり（8館合
主な事業内容 幼児タイム（手遊び 同） 日時・場所 10月1日㈰午前10
やふれあい遊び等）
、園児タイム 時～午後3時・入谷南公園
（親子での工作・調理活動等）
、小
下記の各児童館か台
学生向け事業（スポーツ、読み聞か
東区社会福祉事業団
問合せ
児童課
せ、木工作等）
、中高生タイム（音
☎（5603）2229
楽やスポーツ等） ほか
●各児童館の紹介
児童館・問合せ
特徴
図書室では手芸や工作、遊戯室では卓球やドッ
千束児童館
ジボールで遊ぶことができます。また、集会室
（千束3－20－6）
を学習スペースとして開放しています。
☎（3874）1714
玉姫児童館（清川2－ 遊戯室では卓球やボール遊び、図書室では手
24－9・仮移転先） 芸などが楽しめます。また、午前中は乳幼児コー
ナーでゆったり遊べます。
☎（3874）6571
乳 幼児 親子が優先的に利用できる「ちびっこ
台東児童館
ルーム」があります。遊戯室は天井が高いので、
（台東1－11－5）
バスケットボールやバドミントンができます。
☎（3832）8493
乳幼児親子の部屋があるほか、図工室では、
池之端児童館
木工作やペイント等ができます（6月上旬～30
（池之端2－3－3）
年3月まで改修工事予定）。
☎（3823）6644
ザリガニやインコなどの生き物を飼育していま
松が谷児童館
（松が谷4－15－11） す。遊戯室では卓球やボールで遊べます。また
乳幼児親子が過ごせる部屋もあります。
☎（3841）6734
今戸児童館
音楽室には、楽器（ギター・ドラム等）があり、
（今戸1－3－6）
合奏やバンド練習ができます。
☎（3876）1656
遊戯室では卓球ができます。また、乳幼児親
寿児童館
子が利用でき、遊具が豊富にある「花つぼみの
（寿1－4－5）
部屋」があります。
☎（3844）8602
谷中児童館
乳幼児親子がゆったり利用できる談話室や、い
（谷中5－6－5）
つでも気軽に楽しめる図工室があります。
☎（3824）4043

10

あそびの広場

～平成29年度児童福祉週間標語～
「できること たくさんあるよ きみのてに」
31 10

ゆりかごからはじまる
30

図書カー 図書カード、
図書カード、こ
ド、 こ ど 全国共通商
祝品 ども商品券から
も商品券 品券から選
選択
から選択 択

31

302

50

60

28
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小学校入学祝 中学校入学祝
出生祝
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