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区の世帯と人口（4月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

114,671（+533）

人

194,639（+512）

口

発行 台東区 編集 総務部広報課 〒110－8615 台東区東上野４丁目５番６号
☎ 5246－1111（代表） FAX 5246－1029（広報課）
区ホームページ▶︎

問合せ

環境課花の心・まちの美化担当
☎（5246）1292

花の心プロジェクトとは

花の心フォトコンテストを実施します

プランター設置助成を始めます

全ての区民が花を慈しむ心、思いやりとおもてなし
の心をもって、花でまちを飾り、心豊かでうるおい
のあるまちをつくるものです。2020年の東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けて、本区は
国内外から大勢のお客様を迎えます。人情豊かな
「歴
史と文化のまち」台東区だからこそできる「花の心
プロジェクト」を推進し、おもてなしのまち台東区
を世界に向けてアピールしていきます。

区内で見つけた、台東区らしさを感じられる花の写
真をご応募ください。 テーマ 台東区の四季折々の
花 応募期間 5月30日㈫～8月30日㈬※撮影時期を問
いません。詳しくは、下記問合せ先で配布する応募
要項（区ホームページからダウンロード可）をご覧
（区
ください。 問合せ 環境課花の心・まちの美化担当
役所6階③番）☎（5246）1292

プランターを設置する方へ助成金を交付します。区
内を花でいっぱいにしましょう。 申込期間 通年（予
算が無くなり次第終了） 対象 自らの敷地内で、道路
に面している場所に、花を植えるプランターを設置
する方※要件・申込方法等、詳しくは区ホームペー
ジをご覧になるか右記へ 問合せ 環境課普及啓発・
みどり担当☎（5246）1323

広報「たいとう」5月5日号（No.1180）の発行日は、5月9日㈫になります

する骨髄バンク事業で、骨髄・
末梢血幹細胞の提供を完了し、

近所で気になる人がいるなど、
地域のお困りごとがあればご相談

日 本・デンマーク 外 交 関
係樹立 周年交流推進事
業として「めぐりん」の前
面をパネルで装飾します

区では、昭和 年５月 日以前
に建築確認を受けた分譲・賃貸マ
ンションの耐震診断、耐震補強設
計、耐震改修工事に対する助成を
行っています。今年度からは、耐
震改修工事のための借入金に対す
る一部利子補給を開始しました。
▽利子補給率 最大１ ０％
▽利子補給期間 ７年
▽対象融資限度額 ５千万円
※その他要件あり、詳しくは左記へ
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１４６８

マン ション 耐 震 化への 利
子補給を開始しました

☎（５２４６）１１９３

ンしたパネルで装飾します。
▽期間 ４月 日㈫～６月 日㈮
▽問合せ 都市交流課
30

台東区循環バス「めぐりん」の
前面を、 周年公式ロゴをデザイ

150
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31

・

今年 月に自動交付機の
稼働が終了します

56

※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
ールセンター（通話料無料、土
・日曜日・祝日を除く午前８時
分～午後５時 分、水曜日は
午後７時まで、第２日曜日は午
15

部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の店舗
兼住宅の所有者
▽助成件数 ４件
▽助成額 店舗と住宅の共用部分
の分離に必要な改修費の２分の
１（上限 万円）
●空き店舗で開業する方へ～家賃
の一部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の空き
店舗を借り上げて開業する中小
企業者等で、具体的な計画があ
る方
▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１（１年
目は月額上限５万円、２年目は
月額上限４万円、３年目は月額
上限３万円）
▽助成期間 ３年間
▽申込締切日 ６月９日㈮
◆以降、右記記事の共通項目◆

●店舗兼住宅の所有者の方へ～店
舗部分貸出しのための改修費の一

近隣型商店街に関する助
成

前９時～午後５時）
☎０１２０ ０
- ０２３５１

30

「原 動 機 付 自 転 車オリ ジ
ナ ル ナン バ ー プ レ ー ト 」
デザイン投票を行います

今後も、両区は各分野における交流と協力を深め、地域の活性化を図っていき

自動交付機の稼働は今年 月で
終了します。来年１月以降、区民

へ

シ（区ホームページからダウン
ロード可）をご覧になるか左記

※申込方法等、詳しくは募集チラ

カードと印鑑登録証兼区民カード

は、自動交付機では利用できませ
▽問合せ 産業振興課商店街担当
んので、ご注意ください。
☎（５２４６）１１４２
現在、マイナンバーカードを使
地 域 のまち づく り を 進 め
用して全国の主なコンビニエンス
るた めに 専 門 家 を 派 遣 し
ストアで住民票の写しや印鑑登録
ています
証明書を取得することができます。
区内で建築物の共同化やまちづ
自動交付機の稼働終了間際は、マ
イナンバーカードの交付に時間が くりルールの作成など、市街地整
かかることが予想されます。早め 備の取り組みを行う団体に対し、
専門家（まちづくり相談員）を派

12

抽選受付期間 5月1日㈪～7日㈰

員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・

申込方法 台東区公共施設予約システムか

電話番号（昼間）
・
「日帰り」か「宿泊」

ら申込み。詳しくは右記へ。

の希望、宿泊の場合は希望宿泊施設（山
・8月分の抽選申込みが始まります 豊

宿泊料は下表参照※交通費は各自負担
かな自然の中で、夏の思い出を作りませ

申込方法 往復はがきに希望日・参加者全

んか。

申込締切日 5月15日㈪（必着）

日程 6月10日㈯・11日㈰※手打ちそば

記問合せ先へ※往復はがきでないものは

教室は2日目に開催、
日帰り参加も可（11

無効

日の午前9時30分に現地集合、休憩料

〒110−8615 台東区教
問合せ 育委員会学務課校外施設
係☎（5246）1422

第｢１回台東区景観まちづ
くり賞」の表彰式を行い

▽問合せ まちづくり推進課
☎（５２４６）１３６８

▽日程 ４月 日㈫～５月７日㈰
▽場所 生涯学習センター１階ア

・景観まちづくり賞受賞建築物・
活動パネル写真展示会

※区ホームページで、表彰式の様
遣しています。また、まちづくり
子をご覧になれます。
活動を始める初動期の取り組み
（勉強会、地域の課題・目的の整理、
団体の活動方針の決定など）に対
する派遣も行っています。
▽対象 まちづくりを目的として、
複数の区民で設置されたまちづ
くり団体
※この他、まちづくり活動推進団
体に対する助成、マンション耐
震アドバイザー派遣に対する助
成あり。詳しくは左記へ

あわ野山荘からのお知らせ

トリウム
ました
▽問合せ 建築課
台東区景観まちづくり賞は、台
☎（５２４６）１３４３
東区らしい景観に貢献している建
都営住宅入居者募集
築物や活動を表彰し、景観に対す
（東京都公募）
る意識を高めるとともにより良い
まちづくりに繋げていくことを目 ▽募集住宅 家族向・単身者向等
的としています。建築部門 件、 ▽申込書配布期間 ５月８日㈪～
日㈫（閉庁日を除く）
活動部門４件の応募がありました。

山荘隣の市営日帰り温泉（前日光つつじの湯交流館）が利用でき
ます（一般500円、小中学生300円）
。※毎週火曜日は休館（祝日
の場合は翌日）

７月２日㈰執行予定の東京都議
会議員選挙（台東区選挙区）の立
候補予定者説明会を開催します。
▽日時 ５月 日㈮午前 時
▽場所 区役所 階１００１会議
室
▽問合せ 台東区選挙管理委員会

東京都議会 議員選挙（台
東区選挙区）
立候補予定者説明会

籍住民サービス課 同
･ ５階⑩番
住宅課、区民事務所・同分室、
地区センター（東京都住宅供給
公社のホームページからダウン
ロード可）
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター
☎（３４９８）８８９４
▽問合せ テレホンサービス
☎（６４１８）５５７１
台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７

▽申込書配布場所 区役所１階戸

温泉

事務局☎（５２４６）１４６１

10

ください。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５５６

提携事業として架橋された隅田川唯一の歩行者専用橋で、
友好の象徴となっています。

150

12

の申請をご検討ください。

19

証明書類の交付を受け、提供時
または申請時、区内に住民登録
がある方 ②ドナー（本人が代
表者である場合を除く）が従事

ようになるなど、ますます密接な

台東区自然の村「あわ野山荘」
栃木県鹿沼市入粟野991
東武日光線新鹿沼駅からバスで約60分（途中乗り換えあり）
交通 東北自動車道栃木インターから約55分、東北自動車道鹿沼イン
ターから約50分
対象
区内在住か在勤の2人以上のグループ
山荘（8畳4人定員）5室
1室1泊5,000円
A棟 8人定員
1棟1泊8,000円
ログハウス（3棟） B棟 7人定員
1棟1泊7,000円
C棟 6人定員
1棟1泊6,000円
施設概要
テント
1張1泊1,000円
料金
テニスコート（3面）
1面1時間350円
野外炊飯施設は利用料無料。調理道具あり。炭と材料をご用意く
ださい。
朝食
400円 ログハウスは原則自炊、ミニキッ
夕食
900円 チン付き

10

▽期間 ５月下旬～６月中旬
▽投票場所 区役所３階⑩番税務

にはさらに多くの観光客が訪れる

施設名
場所

25

している国内の事業所等（国お
よび地方公共団体、独立行政法
人を除く）

田川で開催される早慶レガッタな

費用 1人1,800円（夕・朝食・そば代込）
、

課・同１階⑤番戸籍住民サービ
ス課、区民事務所・同分室、地
区センター

どを通して、交流を深めてきまし

大人100円・3歳～中学生50円・そば代
500円） 対象 区内在住か在勤の方

16

▽助成額 ①１日２万円（７日以
内） ②１日１万円（７日以内）
※ドナー登録や骨髄移植について

物詩である隅田川花火大会や、両

・手打ちそば教室を開催します（要申込） 荘和室、ログハウスA～C）を書いて下

21

※詳しくは、決定次第区ホームペ
ージでお知らせします。
▽問合せ 税務課税務係

区民が参加するスポーツ大会、隅

は、日本骨髄バンクのホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

た。平成24年5月に墨田区に東京

☎（５２４６）１１０１

台東区と墨田区は、昭和52年

☎（３８４７）９４０１

問合せ 都市交流課☎（5246）1016
ます。

こつずい まっしょうけつ

4月10日に姉妹区提携し、夏の風

台 東区 社 会 福 祉 協 議 会に
地 域 福 祉 コ ー デ ィネ ー タ
ーを設置しました

スカイツリー®が開設され、両区

４月 か ら 骨 髄 移 植 ド ナ ー
支援事業を始めました

台東区と墨田区が
姉妹区提携40周年を迎えました

福祉課題を抱えている方が孤立
しないよう、地域で支え合う仕組
みを皆さんと一緒に考え、問題解
決に向けて取り組む地域福祉コー
ディネーターを設置しました。

桜橋は、昭和60年4月に姉妹区

▲左から、太田雅久 台東区議会議長、服部征夫 台東区長、
山本亨 墨田区長、坂下修 墨田区議会議長（桜橋 平山郁
夫原画 双鶴飛天の図前にて）

つながりが生まれています。

骨髄・末梢血幹細胞提供者（ド
ナー）の負担軽減と、移植および
ドナー登録の拡大を推進するため、
ドナー①とドナーが従事する事業
所等②に対し、ドナーが通院（検
査）や入院に要した日数に応じて
助成金を交付します。
※申込方法等、詳しくは下記へ
▽対象 ①日本骨髄バンクが実施

平成29（2017）年 4月20日

100

第 1179 号 （2）
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは、身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずはご
相談ください。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847−3611〉

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。

30

15

45

29

30

30
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250

20

30
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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

in

小学校入学祝 中学校入学祝
出生祝

31

28
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台 東 ボランティア・地 域
活 動 サ ポ ー ト セン タ ー の
土曜開所日について

年度の予定頭数を上回っている
ため、申込受付は行いません。
※申込方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 障害福祉課
☎（５２４６）１２０１

住民登録がある ⑤配偶者が他
の区市町村で当該治療について
特定不妊治療費助成を受けてい
ない
▽助成限度額 治療１回につき都
助成額を差し引いた額に対し最
大５万円（助成回数については、
左記へお問合せください）

って区の国民健康保険証を使った
場合、区が負担した医療費（総医
療費の７～９割分）を返還しても
らうことになります。
▽問合せ 国民健康保険課資格係
☎（５２４６）１２５２
医療費に関することは同課給付
係☎（５２４６）１２５３

期限が切れてしまった方は、パス
ポートや在留カードなどでビザ更

年度 我が家の省エネ・創エネアクション

☎（５２４６）１２８１

▽対象 区内の建物に導入する
方
▽問合せ 環境課

支援～省エネ機器等の助成金～
新中の確認が取れれば、有効期限
を２か月延長することができます。
家
庭
向
け
に
省
エ
ネ
機
器
等
を
導
▽
期間 通年受付（先着順・予
※詳しくは左記へ
入する方に助成を行います。必
算が無くなり次第終了）
☎（５２４６）１２５２

▽問合せ 国民健康保険課資格係
（区役所２階⑫番）

ず工事前に申請してください。
※申請方法等、詳しくは区ホー
ムページをご覧になるか、下

記へ

ださい。
▽拠点回収 区の施設などの拠点
に出すことができます。回収日
や実施施設は、各家庭へ配布し
た「ごみ出しカレンダー」や、
区ホームページでご確認くださ
い。店舗や会社から出る事業系

汚れた紙、においの付いた紙、
カーボン紙（複写伝票）など
▽雑がみの出し方 ①箱類は中身
を空にして平らにする ②メモ
紙など小さな紙片は、使用済み
の封筒などに入れる ③散乱し
ないように、紙袋などに入れて

業系の物は出せません。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１

者に引き渡しています。回収日
や回収場所は、町会や管理組合
にお問合せください。区では、
回収量に応じた報奨金（１キロ
グラムあたり６円）を支給して
います。店舗や会社から出る事

・雑がみは資源として出しましょ
う
燃やすごみの中には約 ％のリ
サイクルできる紙類が混入してい

回収しています（回収できる資源
は、区ホームページをご覧になる
か下記へ）
。
▽集積所回収 お近くの集積所
（コンテナが設置される場所）
に、
ルールを守って出してください。

の物は出せません。
▽集団回収 町会や管理組合など
地域の皆さんが、各家庭から出
る資源を自主的に集め、回収業

ール」
「紙パック」以外の、リサ
イクルできる紙類です。
▽雑がみの例 はがき、封筒、チ
ラシ、メモ用紙など
※紙についている大きな金属やビ
ニールは取り外してください。

週１回実施しています。店舗や
会社から出る事業系の物は、有
料ごみ処理券を貼って出してく

ます。燃やすごみの量を減らすた
紐でしばる ④集積所での資源
めには、雑がみの分別が大切です。 回収や集団回収に出す
雑がみとは、家庭から排出された ・資源回収にご協力ください
紙類のうち「新聞」
「雑誌」
「段ボ
家庭から出る資源を次の方法で

窓・外壁等の遮
工事費用×20％（消費税を除く・上限15万円）
熱・断熱改修
本体・付属機器の購入・設置費用の合計額×50％（消
雨水貯留槽
費税を除く・1台の上限５万円・2台まで申請可）
①1平方メートルあたり2万円×助成対象面積
屋上緑化（※） ②工事費×50％（消費税を除く）
※①と②のいずれか低い額（上限30万円）
①1平方メートルあたり5,000円×助成対象面積
壁面緑化（※） ②工事費×50％（消費税を除く）
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）
①1メートルあたり1万円×助成対象緑化延長
地先緑化（※） ②工事費×50％（消費税を除く）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）
①1平方メートルあたり1万円×助成対象面積
民間貸駐車場緑
②工事費×50％（消費税を除く）
化（※）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）
（※）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みどりの
条例で規定する「緑化計画書」の届出が必要な緑化工事は対象外。

エ コ

「環境フェスタたいとう２
０１７」の 実 行 委 員（ 出
展団体）を募集します

月 日㈯・ 日㈰

工事費用×20％（消費税を除く・上限30万円）

厚 生 労 働 省 主 催の 年 度
慰霊巡拝が実施されます
月 １日 ㈰ か ら 事 業 系 有
料 ごみ 処 理 券 の 料 金 が 変
わります

▽開催日時

午前 時～午後４時
▽場所 生涯学習センター、金竜

公園
▽対象 高校生（ 歳）以上の個
人・団体で、区内において環境
保全・清掃・リサイクルに関す
る自主的な活動を行っている方
※出展団体は実行委員としても活
動、出展は企画内容を実行委員
会で検討して決定
▽申込締切日 ５月 日㈬
※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ
▽申込み・問合せ 環境課庶務担
当☎（５２４６）１２８４

出力1キロワットあたり5万円（戸建住宅用は上限20
万円、共同住宅共用部用は上限50万円）

※個人情報は塗りつぶすか、切り
取ってから出してください。
▽リサイクルできない紙類の例

まだまだできる
リサイクル

1台あたり14万円

土曜開所日として、毎月第３土
曜日に開所していますが、５月は
第４土曜日（ 日㈯）に開所とな
ります。
▽申込方法 ①台東区特定不妊治
巡拝を希望する区内在住の遺族
の方は、左記へお問合せください。 療費助成申請書兼請求書 ②東
京都特定不妊治療費助成事業受
診等証明書（写し） ③東京都
▽巡拝地域 ハバロフスク地方、
イルクーツク州、クラスノヤル
スク地方、沿海地方、中国東北

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。使い切れなかったごみ
処理券は 月 日㈫まで使用でき
ます。
▽改定後のごみ処理券の料金

11

▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（３８４７）７０６５

手 話通訳者が待機してい
ます
特定不妊治療費助成承認決定通
知書（原本） ④当該治療の領
収書（写し可） ⑤戸籍謄本等
（配偶者の住民登録が区外の場
合）を左記問合せ先へ郵送か持
参
※詳しくは左記へ
▽申込締切日 東京都の助成承認
決定日から６か月以内

11

15

31

聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が、区役所の窓口で
地方、東部ニューギニア、イン
ドネシア、トラック諸島、フィ
リピン、マーシャル・ギルバー
ト諸島、硫黄島
※中止・変更の場合あり
▽問合せ 福祉課福祉振興係
☎（５２４６）１１７２

保 護 犬の 譲 渡 を 受 けた 方
を支援しています

▽問合せ 〒
００１５ 台東
８ 台東保健
区東上野４
所保健サービス課母子成人保健
担当☎（３８４７）９４４７

国 民 健 康 保 険 国( 保 加)入
者 が 他の 健 康 保 険 に 加 入
した 場 合 は届 出 をお 忘 れ
なく
国保加入者が新しく職場の健康
保険に加入したときや、その被扶
養者になったときは、 日以内に
区役所２階⑫番国民健康保険課、

▽新しいごみ処理券の販売および
月１日㈰
使用開始日
※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 台東清掃事務所
☎（３８７６）５７７１

①1平方メートルあたり2,000円×助成対象塗布面積
②工事費用×50％（消費税を除く）
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）

高反射率塗料

円滑な手続きや日常生活の相談等
ができるよう、手話通訳者を配置
しています。
▽日時 毎週水曜日（閉庁日を除
く）午後３時～７時
▽場所・問合せ 障害福祉課庶務
担当（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１０５８
（５２４６）１２０９
▽対象 区内在住で、東京都動物
愛護相談センターから（動物愛
護団体等経由を含む）保護犬の
譲渡を受けた方
▽支援内容 ①犬の登録手数料
（３千円）を免除 ②狂犬病予
防注射済票交付手数料（ 円）
を初回免除 ③台東区犬のしつ
け教室への参加費（２千円）を
免除 ④集合注射事業の狂犬病
予防注射接種料（３千 円）が
初回無料

区民事務所・同分室（地区センタ
ーを除く）で国保をやめる手続き
をしてください。
▽必要な物 職場の健康保険証

外 国 籍 の 方 は国 民 健 康 保
険 証 の 有 効 期 限 にご 注 意
ください

（写し可）
、国民健康保険証、個
外国籍の方が世帯主の場合、保
人番号（マイナンバー）が確認
険証の有効期限は、原則、世帯主
できる物（通知カード等）
の在留期限の月末となっています。
・郵送でも受付けます
新たに在留資格が認められ、在
希望者には、必要な書類を送り
ますので下記へお問合せください。 留カードまたは特別永住者証明書
が交付された方に対しては、随時、
・保険証利用にご注意ください
職場の健康保険は保険証に記載 有効期限を更新した保険証を郵送
の「資格取得年月日」または「扶 しています。ただし、在留許可の
更新が遅れていて、保険証の有効
養認定年月日」から有効です。誤

【区の職員を装った不審な電話にご注意！】「携帯電話を持って」「ATMへ」等の電話は還付金詐欺です。不審に思ったら警察に相談してください。
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助成額

助成対象
家庭用燃料電池
（エネファーム）
太陽光発電シス
テム
共同住宅共用部
用LED照明

10

30
70リットル券 2,415円
2,660円
（1セット5枚）（黄緑色） （緑色）

12

17

3,420円
（水色）
45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

10

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

31

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

10

－
110
－
22
－

10

現行料金 改定後料金
（色）
（色）
券種

29

※申込方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
愛護動物管理担当

14

都 で は 盲 導 犬 を 給 付 して
います
18

10

550

27

は家屋の所有者から盲導犬の飼
育許可を得られる ⑥盲導犬と

29

100

FAX

▽対象 区内在住で満 歳以上の
在宅の方で次の全てに該当する
方 ①視覚障害１級の身体障害
者手帳を持っている ②盲導犬
を使用することで社会活動への
参加が可能になる ③都内にお
おむね１年以上居住 ④世帯全
員の所得税額合計の月平均額が
７万７千円未満 ⑤借家の場合

平成29（2017）年 4月20日

の宿泊訓練（４週間）が可能
☎（３８４７）９４３７
▽費用 訓練等の費用は無料、訓
台 東区 特 定不 妊 治 療 費 助
練中の旅費 食･費は自己負担
成制度をご利用ください
※給付後の飼育 管･理 治･療にか
▽対象 次の全てに該当する方
かる一切の経費は自己負担
① 年４月１日以降に治療を開
頭（東
▽ 年度給付予定頭数
始している ②東京都特定不妊
京都全体）
治療費助成事業の承認を受けた
※審査や待機者がいるため、申請
後すぐに給付を受けられません。 ③パートナーと法律上の婚姻を
している ④申請時に台東区に
※介助犬・聴導犬は、待機者が今
24

第 1179 号 （4）
広報

広報

（3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

（3874）9981

▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）

区内在住の15歳以
上40歳未満の方・
35人

活動しているプロの芸能人の実績
と最近の活動状況を踏まえ、一般

人 間 ド ッ ク（ 日 帰 り ） 受
診者に検査料金の一部を
補助します
▽対象 台東区の国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度の加入
者で、申込日現在 歳以上であ
り、 年度分までの保険料を完
納した方（妊娠中の方を除く）
▽受診場所 区内の指定医療機関
（下表）
※利用者が、指定医療機関へ予約

根岸2−19−19

千束3−20−5

（5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

（3876）1711

☎（５２４６）１２５１

鶯谷健診センター

▽対象 区内在住の平成 年 月
～ 年４月生まれの子供の保護
者（原則第一子、初めて参加す
る方優先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ
ップアップするころの話、試食
（保護者のみ）
▽持ち物 母子健康手帳
▽申込開始日時 ４月 日㈫午前
９時
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４４０

翌日）から2か月先の予約受付をします（先着順）
。
場所・問合せ 台東保健所☎（3847）9481

育児相談・とことこ育児相
談

各種健診・検診（通年実施）

▽内容 身体測定、保健師等によ
る相談
▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター

☎（３８４４）８１７１

子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

区 民 リ ポーターを 募 集 し
ています

台東区制作番組（ケーブルテレ
ビ）では、区民に親しまれる番組

づくりを進めるため、左記の催し
に参加できる区民リポーターを募
集しています。
エ コ
▽催し名 ①七夕まつり ②環境
フェスタ

公募した区民審査委員が候補者を
推薦します。その結果を参考に、
専門審査委員が決定します。
▽任期 ６月 日㈮から２年間
▽対象 ４月１日現在、 歳以上
で区内在住の方
人程度（抽選）
▽定員
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・生年月日・性別・電話
▽補助額 契約検査料金（医療機
関により異なる。おおむね４～
５万円）のうち２万円（年度内
１回）
※受診の２週間前までに申込が必
要です。詳しくは下記へ。

（5816）0720

▽日程・場所 ①５月 日㈬・浅
草保健相談センター ②５月
日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で就学前の子供
を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

区内にある従業員
数10人以下の事業
所に勤務する方・
35人
有料

尿・血液・心電
小規模事 図・ 胸 部X線・
業所健診 視力・聴力検査、
7月26日㈬
肝炎検査可
午前9時～10時30分
尿・血液・胸部
区民健診 Ｘ線・視力検査、
肝炎検査可

費用

対象・定員

日時

内容

▽選考方法 選考申込書の自己Ｐ
Ｒをもとに面接の上、決定
▽申込締切日 ５月 日㈮（必着）
※申込方法等、詳しくは区ホーム
番号を書いて左記問合せ先へ
※６月下旬に決定者にのみ通知
▽申込締切日 ６月２日㈮（必着）
０００４ 台東
▽問合せ 〒
（公財）台
区下谷１ ２
東区芸術文化財団浅草芸能大賞
担当
☎（５８２８）７５９１

▽申込締切日 各開催日の前日

区立台東病院

27

ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 広報課ＣＡＴＶ担当
☎（５２４６）１０４１

隅 田 川 花 火 大 会（ ７ 月
日㈯開催）の市民協賛者
募集

（3876）3600

23

ファミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター会員募集

浅草4−11−6

30

▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８

オリエンタル上野健診セ
上野1−20−11
ンター

コモ度チェックを実施
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール
▽対象 おおむね 歳代の方
▽定員
人（先着順）
▽講師 大渕修一氏（東京都健康
長寿医療センター研究部長）
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課
☎（５２４６）１２９５

浅草クリニック

25

電話番号
住所

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

（3841）3330

11

元気づくり講演会
代
からの充実ライフ～若さ
を 保 つ！ マ イ ナ ス 歳！
～

浅草2−30−17

25

名称

浅草寺病院

17

申込方法 毎月1日（1日が土・日曜日の場合は第1月曜日、祝日の場合は

●育児相談（対象は１歳5か月までの子供）
日時
場所
5月2日㈫午前10時～11時
谷中区民館
5月10日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
5月11日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階（はばたき21）
5月12日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
5月18日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
5月19日㈮午前10時～11時
今戸児童館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時 （受付は午前10時〜10時15分）
場所
5月17日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
5月23日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

（5807）8171
三倉クリニック

60

（5827）2700

11

上野1−16−16

子育て心理相談

28

永寿総合健診・予防医療 東上野3−3−3
（3833）7351
センター
プラチナビル2階

10

あさくさ雷門前クリニック 雷門2−11−8

30

健 康

301

愛誠病院上野クリニック 東上野2−18−6 （3834）3518

11

子供を預けたい方（依頼会員）
と、預かってくださる方（提供会
員）を登録し、依頼に応じて提供
会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼
と実費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯

30

医療機関名

1口50,000円
※1口で22人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター野球場団
100口程度
エ 体席（第1会場が観覧できるビニールシート
（※1口のみ）
席）

※大会順延・中止の場合でも協賛
金は返還しません。
▽申込方法 はがき（１グループ
１枚のみ）に、希望会場ア～エ
（１か所のみ）
・協賛口数（アの
み記入・最大４口まで）
・代表
ふりがな
者の住所・氏名・電話番号を書
いて左記問合せ先へ（抽選）
※当選者には、６月 日㈫までに
振込用紙を送付します。
▽申込締切日 ５月 日㈫（消印
有効）

11

60

20

22

30 22

23

23

5

16

110

－ －
11

学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。

30

50

45

45

35

▲大渕修一氏

「まだまだ
▽日時 ５月 日㈬午後２時～４
仕事や介護な
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
どで忙しい。
▽対象 区内在住か在勤の女性で
でも、私らし
更年期や月経障害、不妊などで
く、もうひと
お困りの方
花咲かせた
い」
「 代になってやっと自分の ▽申込み・問合せ 台東保健所保
「これ
自由になる時間ができた 」
健サービス課
からの人生を充実させたい」と思
☎（３８４７）９４９７
っているあなたへ、心と体がずっ
ひ けつ
幼児食へのステップアッ
と元気でいられるための秘訣をご
プ教室（予約制）
紹介します。
▽日時 ５月 日㈭
▽日時 ５月 日㈬
午後７時～８時 分（６時開場）
午前 時～正午
※開演前に血管老化度・握力・ロ ▽場所 台東保健所３階大会議室
24

墨田区側両国親水テラス（第2会場が観覧 1,850口程度
1口6,000円
できる椅子席）
（※最大4口まで） ※1口で1人を招待

※詳しくは、隅田川花火大会公式

－

28

60

台東リバーサイドスポーツセンター野球場 1,550口程度
イ
（第1会場が観覧できるビニールシート席） （※1口のみ）

130

東京トータルライフクリ 雷門2−6−3
（5806）9871
ニック
ユニカ雷門ビル2階

30

16

－

1口10,000円
※1口で5人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター少年野
500口程度
ウ 球場（第1会場が観覧できるビニールシー
（※1口のみ）
ト席）

13

協賛金額
募集口数

ホームページをご覧ください。 ※お泊りサポート（宿泊預かり）
８６４０ 墨田
▽問合せ 〒
も行っています（利用条件あり）
。
区役所内 隅田川花火大会実行 ・依頼会員入会説明会（予約制）
委員会市民協賛受付墨田事務局
▽日時 ５月 日㈫、６月 日㈭
午前９時 分～ 時 分
☎（５６０８）１１１１
・提供会員入会説明会・登録時講
浅草芸能大賞区民審査委
習会（予約制）
員募集
▽日時 ５月 日㈫、６月 日㈭
大衆芸能の奨励・振興とともに、 午前９時 分～午後０時 分
区のイメージアップを図ることを
▽場所 生涯学習センター３階
目的に
「浅草芸能大賞」「同奨励賞」
研修室
「同新人賞」を授与しています。 ※託児あり（要予約）
。
大衆芸能の分野で、東京を中心に
※車での来場不可
5月18日㈭の「国際博物館の日」を記念
し、上野の文化施設でガイドツアーや来
館者プレゼントなどのイベントが行われ
ます。上野のまちのお店と連携したクー
ポンサービスもあります。この機会にぜ
ひ上野の山へおでかけください。 期間
5月6日㈯～21日㈰※参加費や入館料が
必要なものがあります。各文化施設の利
用案内やイベントの詳細・申込方法等に

300

30

18

ついては、上野ミュージ
アムウィーク公式ホーム
ページをご覧になるか、
下記問合せ先へ
問合せ 国立科学博物館上
野ミュージアムウィーク担当
☎（5814）9865
Eメール renkyo@kahaku.go.jp
台東区文化振興課☎（5246）1153

ア

29

26

▽特典 特設観覧席へご招待（１
歳未満の子供は無料）

上野ミュージアムウィーク

場所

第 1179 号
（5） 平成29（2017）年 4月20日

広報

（7） 平成29（2017）年 4月20日

など

か在勤・在学の高校生以上の方 定員 30

定員 100組（先着順） 講師 雨宮知子氏ほ

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室

か

で全日程受講可能な方 定員 4人（抽選）

内履き

申込締切日 5月30日㈫

申込み・問合せ 台東リバーサイドスポー

スポーツひろば
●谷中小・ピラティス教室

第 1179 号

日 ～8月25日 の 金 曜 日（7月14日・8月

問合せ 寿子ども家庭支援センター

講師 清水直人氏

☎（3841)4631

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

日本堤子ども家庭支援センター

ツセンター☎（3872）3181
日時 6月23

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

初心者ゴルフ教室

（ふりがな）
・年代・電話番号(昼間）
、在勤

☎（5824）2535

の方は勤務先名・所在地を書いて下記問合

台東子ども家庭支援センター

せ先へ

☎（3834）4577

11日を除く・全8回）午後7時15分～8時

日時 6月8日～7月6日の月・木曜日（6月

30分（7時受付） 場所 谷中小学校地下体
育館 講師 小野明子氏 費用 2,000円（8

15日を除く・全8回）午後6時30分～8時

回分・保険料含む） 申込方法 費用を添え

ンター、
フジゴルフセンター（江東区木場）

て①か②で申込み ①5月19日㈮午後7時

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方

30分～8時30分・谷中小学校地下体育館

30人（抽選・初めての方を優先） 講師 台

日時 6月10日㈯午前8時区役所集合、午後

東区ゴルフ連盟講師団

5時帰着予定※雨天決行、荒天時行先変更

②5月22日㈪～6月16日㈮午前9時～午後
5時・スポーツ振興課（生涯学習センター

30分

場所 台東リバーサイドスポーツセ
定員

費用 10,000円

（8回分）※練習場のボール代 は別途

ひとり親家庭「春の日帰りバス
ハイク」～さがみ湖プレジャー
フォレスト～

の場合あり

対象 区内在住のひとり親家

申込方法 はがきに教室名・住所・氏名（ふ

庭の子供（4～15歳）とその保護者（親

●大正小・ストレッチ教室

日時 6月30

りがな）
・年齢・性別・電話番号（自宅と

子で参加できる方） 定員 18組（抽選）

日 ～8月18日 の 金 曜 日（7月14日・8月

携帯）
、在勤の方は勤務先名・所在地を書

費用 無料（昼食代は自己負担）※台東区

11日を除く・全6回）午後7時15分～8時

いて下記問合せ先へ

母子寡婦福祉協議会（年会費500円）へ

30分（7時受付） 場所 大正小学校地下体
育館 費用 1,500円（6回分・保険料含む）

日㈮（必着） 問合せ 〒111－0024 台東

の入会をお願いしています。

区今戸1－1－10 台東リバーサイドスポー

はがきに催し名・参加者全員の住所・氏名

講師 ㈱ I 企画 ・ いりや鍼灸整骨院

ツセンター☎（3872）3181

申込方法 費用を添えて①か②で申込み

①5月19日㈮午後7時30分～８時30分・

くらしに役立つ講座

申込締切日 5月23日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

5階、土・日曜日・祝日を除く）

申込締切日 5月26

費用 3,000円（2回分）

申込方法

（ふりがな）
・生年月日・年齢・学年・電話

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

FAX （3871）9525

ピアカウンセリングをご利用く
ださい
同じ障害のある相談員が、自身の経験を踏
まえて相談に応じます。
障害名
（相談員）

受付日時

視覚
第1土曜日
（野末正之氏） 午後1時～4時
肢体不自由 第3土曜日
（阪本由起子氏）午後1時～4時

番号（自宅と携帯）
・今までのバスハイク

聴覚
第4土曜日
（山本勝広氏） 午後1時30分～4時30分

参加回数を書いて郵送か直接下記問合せ先

対象 区内在住か在勤の方

名・氏名・電話番号を電話かファックスで

申込方法 障害

大正小地下体育館 ②5月22日㈪～6月

①高齢者のための金融商品との安全な付き

へ持参

23日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興

合い方

問合せ 〒110－8615

課（生涯学習センター5階、土・日曜日・

日時 5月22日㈪午後2時～3時30分

て・若者支援課（区役所6階⑦番）

曜日までに申込み

祝日を除く）

②初めての金融商品選び これだけは知っ

☎（5246）1237

自立支援センター（松が谷福祉会館内）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ておきたいこと

申込締切日 5月16日㈫（必着）

台東区役所子育

女性創業者・メンター交流会

下記問合せ先へ※聴覚障害は1週間前の金

☎（3842）2672

場所・問合せ 障害者
FAX （3842）2674

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

日時 5月22日㈪午後7時～8時30分

方※子供を連れての参加不可※学校行事等

③50、60代の老後資金の準備

●ホンネで起業を語ろう

により変更・中止の場合あり 定員 各30

日時 5月25日㈭午後2時～3時30分

日時 5月20日㈯午後2時～4時、7月22日

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室

④ライフプラン―住宅資金を考える―

㈯午前10時～正午

外国人旅行者を迎えるにあたっての情報や

内履き、飲み物、タオル、ヨガマットまた

日時 5月25日㈭午後7時～8時30分

●起業に向けてパワーアップ

おもてなしの心得を学びます。各日、講師

は厚手のバスタオル※更衣室なし

⑤知っておきたい相続と遺言

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

日時 5月30日㈫午後2時～3時30分

月17日㈯・7月8日㈯午前10時～正午

月24日㈬ ②31日㈬ 時間 午後7時～9時

●29年度のスポーツひろば

⑥知っていますか? iDeCo(個人型確定拠

講師 白羽玲子氏、吉田彩衣子氏、髙木容子

場所 生涯学習センター3階301研修室

出年金)について

氏、市川貴子氏

種目
バスケットボール
バレーボール
バウンドテニス
ソフトテニス
卓球
バドミントン
テニス
（※）祝日も実施

会場
曜日
柏葉中学校 月（※）
浅草中学校
月
御徒町台東中
月
学校
金竜小学校 月 ･ 木
御徒町台東中
月
学校
大正小学校 火（※）
田原小学校
土
根岸小学校
水
富士小学校
木
上野小学校
土

日時（全3回）6月3日㈯午後2時～4時、6

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所 生涯学習センター

および講演内容が異なります。 日程 ①5

定員 各100人（先着順） 申込方法 講座名

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時 5月30日㈫午後7時～8時30分

外国人旅行者接遇研修会「おも
てなし講座」
（英語圏）

対象 創業に関心

（①か②）
・団体名・氏名（ふりがな）
・電
話番号を電話かファックスで下記問合せ先

場所 生涯学習センター3階301研修室

のある女性、創業して間もない女性経営者

へ 問合せ 観光課☎（5246）1447

対象 区内在住か在勤・在学の方 定員 各
50人（先着順） 講師 ①②後藤周平氏（証

や個人事業主 定員 各10人程度（先着順）

FAX （5246）1515

※託児あり（1歳以上の未就学児・各開催

券カウンセラー） ③④⑥豊田眞弓氏（金

日の1週間前までに要予約） 申込方法 催

融広報アドバイサー） ⑤竹内留美氏（弁

し名・住所・氏名・電話番号を電話かファ

護士） 申込方法 講座名（①～⑥）
・住所・

ックスまたは電子メールで下記問合せ先

日時 5月13日㈯・14日㈰午前10時～午後

氏名・年齢・電話番号・ファックス番号、

へ

5時（最終日は４時まで） 場所 ヒューリッ

在勤（学）の方は勤務先（学校）名を電

団☎（5829）4124

問合せ （公財）台東区産業振興事業

第10回浅草橋紅白マロニエま
つり

ク浅草橋ビル周辺（浅草橋1－22－16）

時間 午後7時～9時（テニスのみ午後4時

話かファックスで下記問合せ先へ（電子申

FAX （5829）4127

内容 にぎわいパレード、にぎわい広場（物

～6時）※学校行事等により変更・中止の

請可） 問合せ くらしの相談課消費者担当

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

販等）
、キッズクラフトコーナー、秋山武

場合あり 対象 区内在住か在勤・在学の
中学生以上の方 持ち物 運動できる服装、

☎（5246）1144

室内履き（ソフトテニス・テニスを除く）
、
飲み物、タオル

申込方法 当日現地で申

FAX （5246）1139

育児不安解消プログラム「ノー
バディズ・パーフェクト」

橋しゃべり亭（問屋街浅草橋の歴史・13

日時 5月18日㈭午後6時30分～8時

対象

日のみ）
、10周年企画人力車体験（13日

区内在住か在勤・在学の方 定員 30人（先
着順） 内容 2018年春夏のファッション

のみ）
、講演とコンサート（大江戸子守唄

トレンドと市場予測～ヨーロッパ素材展か

浅草橋（ステージパフォーマンス・14日

ら春夏ファッション素材傾向の解説～

のみ）ほか

の子供がいる保護者または養育者で、全日

講師 諸橋利枝氏（ファッションコーディ

委員会事務局（浅草橋地区センター内）

程参加できる方

ネーター） 費用 1,000円

☎（3851）4500 マロニエまつり実行

話し合いながら進める体験型プログラムで

区ホームページをご覧になるか下記へ

す。

清島温水プール「障害者水泳教
室向け指導者養成講座」
日時 5月30日～6月20日の火曜日（全4回）

わい市（地元企業、店舗の物販等）
、浅草

●ファッション・マーケティング講座

込み（保険は各自任意で加入）※詳しくは、
問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

雄なつかし写真展（トークショー）
、にぎ

産業研修センターの催し

日時 6月15日～7月27日の木曜日

（6月29日を除く・全6回）午後2時～4時
場所 谷中区民館

児あり

対象 6か月以上4歳未満
定員 12組（抽選）※託

講師 ノーバディズパーフェクト

申込方法 講座

名・住所・氏名（ふりがな）
・年代・電話

考とわらべ歌・13日のみ）
、座★ステージ
問合せ マロニエまつり実行

委員会 染谷☎090（7215）7431

午後6時30分～8時30分 対象 区内在住か

認定ファシリテーター

申込方法 住所・

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

在学の高校生以上の方 定員 20人（抽選）

氏名・年齢・電話番号、託児希望の方は子

・所在地を電話かファックスで右記問合せ

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・

供の氏名・年齢を電話か直接下記問合せ先

先へ

電話番号を書いて下記問合せ先へ

へ（区ホームページから申込可）

●革製品のリメイクと染色教室

日程 ①6月7日㈬ ②14日㈬ ③21日㈬

日時 6月1日～12月7日の木曜日（全10回）
午後6時～9時 対象 区内在住か在勤の方

④24日㈯ ⑤28日㈬ 時間 ①②③⑤午後

定員 10人（ 抽 選 ） 費用 10,000円（10

①②③⑤台東区芸術文化財団 ④国立劇場

回分・教材費別途） 申込方法 往復はがき

（千代田区） 対象 区内在住か在勤・在学

申込締切日 5月15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

初心者のためのスポーツ教室
「卓球」

申込締切日 5月25日㈭

問合せ 日本堤子

ども家庭支援センター☎（5824）2535

子守唄講習会「伝えよう親と子
のふれあい広場」

申込締切日 5月11日㈭（必着）

伝統芸能講座「初心者のための
歌舞伎セミナー」

6時30分～8時30分 ④午前11時

場所

に教室名・住所・氏名（ふりがな）
・年代・

の18歳以上で、全日程参加できる方

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差

電話番号（昼間）
、在勤の方は勤務先名・

定員 50人（抽選） 内容 歌舞伎の基礎知

し上げます。 日時 5月20日㈯午後2時～

所在地を書いて右記問合せ先へ

識、代表的な演目の解説、国立劇場での鑑

申込締切日 5月10日㈬（必着）

賞ほか 講師 高木秀樹氏（歌舞伎・文楽研

日時 6月2日～7月14日の金曜日（全7回）
午後7時～9時 場所 台東リバーサイドス

3時 場所 寿子ども家庭支援センター
対象 区内在住の未就学時と保護者・家族、

●第1回CAD入門講座「RootPro CAD」

究家） 費用 8,000円（5回分・歌舞伎鑑

ポーツセンター第2競技場 対象 区内在住

妊娠中の方と家族、子守唄に関心のある方

日時 6月13日㈫・14日㈬（全2回）午後6

賞代含む） 申込方法 はがきに講座名・郵

【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20日

第 1179 号 （6）

便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

医） 費用 1,000円（材料費）

電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学

●植木の手入れを学びませんか 日時 5月

校）名・所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月10日㈬（必着） 問合せ 〒

110－0004 台東区下谷1－2－11 （公
財）台東区芸術文化財団

14日 ㈰ 午 後1時30分 ～3時 定員 20人
（抽選） 講師 鈴木信晶氏（樹木医）

当館所蔵の錦絵コレクションの中から周延
の作品と、
一葉の「別れ霜」が掲載された「改
進新聞」を同時にご鑑賞いただき、周延が
築いた絵画の世界へいざないます。 期間

場所 特別養護老人ホーム谷中

対象 区内在住か

対象 ボラ

●リサイクル活動室出前講座「手ぬぐいを
利用したミニトートづくり」
（要申込）
日時 5月8日㈪午前10時～正午 場所 谷中
区民館第1集会室 定員 10人（先着順）
費用 100円（材料費） 申込み・問合せ 環

ンティアや介護の仕事に関心のある方

境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

定員 10人（先着順）※演習・体験・試食

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

人1枚）に催し名・住所・氏名・年齢・電

あり、動きやすい服装で参加

出店者募集 日時 6月18日㈰午前10時～

話番号を書いて下記問合せ先へ（電子申請

5月25日㈭

可） 申込締切日 5月8日㈪（必着）

団総務課☎（5603）2228

在勤・在学の方

樋口一葉生誕145周年記念企画
展「樋口一葉と錦絵～歌川派の
浮世絵師楊洲周延が描いた「別
れ霜」の挿絵と錦絵の世界～」

日時 5月26日㈮午前10時～午後3時45分

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 区役所10階会議室

☎（5828）7591

ボランティア育成講座「高齢者
福祉を支えるボランティア」

申込方法 往復はがき（1

問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

申込締切日

問合せ 台東区社会福祉事業

階 出店数 23店（抽選） 申込方法 住所・
氏名・年齢・電話番号・子供の年齢を電子

図書館のこども室から

☎（5246）1323

区立保育園・こども園「合同子
育てひろば」のんびりのびのび
子育てタイム

午後2時 場所 環境ふれあい館ひまわり7

メールか直接下記問合せ先へ※電話での申

●読み聞かせ講習会（夜間・初級） 日時

込不可、営業関係の方の出店不可

5月16日㈫・30日㈫（全2回）午後6時～

申込締切日時 5月15日㈪午後6時※出店決
定者のみ出店票を送付。 問合せ 環境ふれ

7時30分 場所 生涯学習センター4階407
研修室

対象 これから読み聞かせの活動

あい館ひまわりリサイクル活動室

日時 5月16日㈫午前10時15分～午後3時

を始めたい・始める予定の初心者で全日程

☎（3866）8050

時～午後4時30分（入館は4時まで）

場所 生涯学習センター3階301研修室

参加できる方※以前同講習会に参加した

home.ne.jp

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

対象 乳幼児と保護者

方・子供を連れての参加は不可 定員 20

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

入館料 一般300円、小中高生100円

本コーナー、保育士による歌・手遊び、育

人（先着順） 講師 児玉ひろ美（中央図書

あい館ひまわりの３階リサイクル情報交換

場所・問合せ 一葉記念館

児・栄養・健康・保育園に関する相談

館非常勤司書・JPIC読書アドバイザー）

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

問合せ 松が谷保育園☎（3841）6772

申込方法 中央図書館こどもとしょしつで

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

三筋保育園☎（3866）2413

配布する申込用紙で申込むか電話で下記問

パネルに掲示しています。

待乳保育園☎（3873）4150

合せ先へ※申込みは本人に限る。

ゆずります すり鉢、ガラス水槽、ベビー

台東保育園☎（3832）6743

申込開始日 4月25日㈫

ベッド

4月21日㈮～6月25日㈰

開館時間 午前9

☎（3873）0004

旧東京音楽学校奏楽堂
ンサート「弦楽」

木曜コ

日時 5月18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

内容 ままごと・絵

問合せ 中央図書館

ゆずってください 電子辞書、チャイルド

児童担当☎（5246）5911

文化財講座

Eメール trnet@jcom.

●あかちゃんえほんタイム

日時 5月13

シート、冷蔵庫

日㈯午前11時～11時30分

場所 根岸社

※上記の情報は4月1日現在の内容です。

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

●「巨匠横山大観－日本近代美術にもたら

生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

したもの－」 区内に残る横山大観の作品

会教育館和室 対象 区内在住の平成27年

詳しくは、下記へお問合せください。

時30分から販売※未就学児の入場不可

を、解説を交えながらバスで巡ります。

11月13日～28年11月12日生まれの子供

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

ルショップ☎（3866）8361

ル

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

日時 6月4日㈰午前10時～正午、午後2時

と保護者

往復はがきに「弦楽」
・希望人数（2人ま

～4時

人につき1回まで、いずれの回・会場とも

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

史跡及び名勝「横山大観旧宅及び庭園」
、

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

下谷神社（雲竜図「天井画」
） 講師 佐藤

は本人に限る。中央図書館では受付しませ

志乃氏
（
〈公財〉
横山大観記念館主任学芸員）

ん。

申込締切日 5月2日㈫（必着） 問合せ 〒

110－0004 台東区下谷1－2－11 旧

場所 上野区民館（作品解説）
、国

●「横山大観旧宅を探る」 史跡横山大観

☎（5826）7125

旧宅を鑑賞し、ゆかりの場所をバスで巡り

期間 6月7日㈬まで

開館時間 午前9時30

分～午後4時30分（入館は4時まで）
休館日 月・木曜日（祝日の場合は翌日）

※5月2日㈫～7日㈰は開館し、9日㈫は休
館します。 入館料 一般500円、小中高
生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用
場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

子犬のしつけ方教室

申込み・問合せ 根岸図書館

場所

山晴夫（東京桐たんす）
、13日㈯・14日
㈰土師忠男（江戸指物）
、19日㈮～21日

NPOのための専門相談

㈰大河原享幸（東京打刃物）
、27日㈯・

日程 労務相談は6月8日㈭、会計・税務相

午後2時～4時 場所 谷中区民館（旧宅解

談は6月14日㈬、法律相談は6月20日㈫

前11時～午後5時

説）
、岡倉天心記念公園（岡倉天心宅跡・

時間 午後2時～4時

町伝統工芸館☎（3842）1990

旧前期日本美術院跡）
、国史跡及び名勝
「横山大観旧宅及び庭園」 講師 稲葉和也

対象 区内で活動する

非営利団体 定員 各2組（先着順）
話番号を電話かファックス・電子メールで
下記問合せ先へ

申込締切日 5月30日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

週間前

申込締切日 各開催日の1

場所・問合せ 台東区社会福祉協議

江戸下町伝統工芸館20周年記
念イベント「伝統工芸職人工房
体験・見学スタンプラリー」

会台東ボランティア・地域活動サポートセ

下記の期間に区内工房でスタンプを集めた

小学生200円（横山大観記念館入館料）

ンター☎（3847）7065

方に７月8日㈯・9日㈰（予定）の20周年

申込方法 往復はがき（1枚2人まで）に講

FAX （3847）0190

感謝祭で記念品を差し上げます。 期間 5

座名・希望時間・参加者全員の氏名（ふり

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

月8日㈪～7月7日㈮※参加工房の場所等、

番号を書いて右記問合せ先へ

詳しくは区ホームページをご覧ください。

リサイクル

問合せ 〒

課文化財担当☎（5246）5852

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

●フリーマーケット出店者募集
日程 ①5月27日㈯

工作教室「フォトフレーム」

②28日㈰

時間 ①午

前9時～午後5時 ②午前10時～午後4時

<5月>

クター（東京都動物愛護推進員）

日時 5月28日㈰午後1時30分～3時30分

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

5日

申込方法 当日現地で申込み

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

より中止の場合あり

5～7日

保健所生活衛生課愛護動物管理担当

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学４

店

☎（3847）9437

年生
料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「5

2,000円(②のみ事前支払いした区内在住

定員 20人（抽選） 費用 300円（材

花とみどりに関する催し

②40店

出店数（予定）①20

出店料 ①1,500円

②

の方は1,500円)

宝の舞（浅草寺境内）

19～21日

下谷神社大祭（下谷神社）
小野照崎神社大祭（小野照崎

神社）
、三社祭（浅草神社）
24～29日

さつきフェスティバル（上野

月工作教室」希望・住所・氏名（ふりがな）

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

公園噴水前広場）

日時 5月13

・電話番号・学校（園）名・学年を書いて

①里彩くるカエル倶楽部

25日

日㈯、6月17日㈯（全2回）午前10時～

下記問合せ先へ 申込締切日 5月15日㈪
（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習

●大輪あさがお栽培講習会

正午 定員 20人（抽選） 講師 雨間秀浩氏
（東京朝顔研究会会長） 費用 500円（2回
分・材料費）
●入谷あさがお栽培講習会

日時 5月13

日㈯、6月17日㈯（全2回）午後1時30分
～3時 定員 20人（抽選） 講師 半谷善之
氏（入谷朝顔組合組合長） 費用 500円（2
回分・材料費）
●みどりのカーテン・屋上緑化講習会
日時 5月14日㈰午前10時～11時30分
定員 20人（抽選） 講師 鈴木信晶氏（樹木

問合せ

定員 各25人（抽選） 費用 一般550円、

111－8621 生涯学習センター生涯学習

問合せ 台東

場所・問合せ 江戸下

産業振興課☎（5246）1131

申込方法 希望日・団体名・参加者氏名・電

氏（台東区文化財保護審議会副会長）

くらいまで）を飼っている・飼いたいと
講師 家庭犬しつけインストラ

28日㈰藤井直行（江戸袋物） 実演時間 午

ます。 日時 6月17日㈯午前10時～正午、

台東保健所6階中会議室 対象 子犬（1歳
思っている方※犬を連れての参加不可

江戸下町伝統工芸館の催し「職
人による実演」
日程・実演者（業種） 5月3日㈷～7日㈰片

がな）
・年齢・代表者の住所・氏名・電話

日時 5月18日㈭午後2時～3時30分

定員 40人

申込開始日 4月28日㈮※申込み

☎（3876）2101

申込締切日 5月16日㈫（必着）

東京音楽学校奏楽堂仮事務所

朝倉彫塑館特集展示「時代を創
った人物4」

同内容

定員 10組（先着順）※子供1

センター生涯学習課☎（5246）5815

☎ 090（3068）3534 ②リサイクル推
進友の会☎（3412）6857

問合せ 台東

区清掃リサイクル課☎（5246）1291

※28日に神社神輿渡御
27・28日

お富士さんの植木市（浅間神

社周辺）

子ども家庭支援センターの催し

催し名
日時
ハ ー プ コ ン 5月26日㈮
サート
午前10時45分～11時30分
5月25日㈭①午前10時30分
親 子 ふ れ あい
～11時15分
② 午 前11時
遊び
30分～午後0時15分
5月16日㈫①午前10時15分
英語でダンス ～10時45分 ②11時～11時
30分

五條天神社例大祭（五條天神社）

対象（保護者同伴）

定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
60組 4月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
区内在住の0～3歳の子供
（先着順） ㈭
こにこひろば」☎（5824）2535
区内在住の①1歳6か月～
各25組 4月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
3歳 ②9か月～1歳5か月
(先着順)
㈭
くわくひろば」☎（3834）4577
の子供
区内在住の①1歳7か月～
各25組 4月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
2歳4か月 ②2歳5か月～
（先着順） ㈭
のびひろば」☎（3841）4631
3歳の子供

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
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

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が４月６日に開催され、

時～午後５時（最終日は１時
まで）
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー
▽問合せ 松長
☎０５０（５２７８）３９８６
●これから始めるやさしい旅行英
会話
▽日時 ５月 日㈮・ 日㈮
午前 時～正午
▽場所 生涯学習センター
歳以上の英会話初心者
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽申込み・問合せ 橋本
☎０７０（２１５５）５２３９

●パラリンピック競技体験イベン
ト「ノーリミッツスペシャル２０
１７上野」
東京大会の全 競技の紹介や、
トップ選手によるデモンストレー
ションなどを実施します。総合司
会の松岡修造氏のほか、アスリー
トが多数出演します。
▽日時 ５月６日㈯午前 時～午
後９時、７日㈰午前 時～午後
６時
▽場所 上野公園竹の台広場（噴
水広場）
▽問合せ 東京都オリンピックパ

曜日（全７回）午後２時～４時

００２４
都立浅

へ
▽申込締切日 ５月９日㈫（消印
有効）
▽場所・問合せ 〒
台東区今戸１ ８
草高校

☎（３８７４）３１８２

会 員 募 集
●野山をゆっくり・のんびり歩き
ましょう「おおぞらハイキングク
ラブ」
（初・中級者歓迎）
▽日程 月２～３回（原則土・日
曜日・祝日）
▽場所 東京や東京近県
歳未満の方
▽対象
▽会費 月額 円
▽問合せ 宮﨑
☎０８０（３０２５）１９３３
●詩吟サークル（吟道館流・初心
者歓迎）
▽日時 木曜日（月２回）
午後２時～４時
▽場所 谷中区民館ほか
▽会費 月額２千 円
入会金２千円
▽問合せ 武藤

☎０９０（８８０８）９６３４
●オペラ歌唱・ボイストレーニン
グ「藤の会」
▽日時 原則火曜日（月２回）
午後６時～９時
▽場所 小島社会教育館ほか
▽会費 月額３千円
※月１回参加の方は１千 円
▽問合せ 石川

●朗読・朗読劇サークル「まある」

☎０９０（３８１０）７３７４

半年分の食材費３千円
入会金１千円
※体験あり（２千円・要予約）
▽問合せ 相川
☎（３８７６）４６５３
●さつきコーラス
▽日時 木曜日（月２回）
午後２時～４時
▽場所 根岸社会教育館ほか
▽会費 月額３千円
入会金１千円
▽問合せ 加藤
☎（３８７３）４２２４
●せいび卓球クラブ
▽日時 毎週火曜日
午後７時～９時
▽場所 ことぶきこども園体育館
ほか
▽会費 月額１千円
▽問合せ 鈴木

ほか
▽会費 月額２千円

▽日時 第２水曜日
午後６時～９時
※日程は変更の場合あり
▽場所 社会教育センター調理室

☎０９０（４１６９）２０１２
●男の料理サークル（初心者歓迎）

午後７時～９時
▽場所 千束社会教育館ほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 小沼

（７月１ ８日は４時 分まで） （初心者歓迎）
▽日時 水曜日（月３回）
▽対象 都内在住か在勤・在学の
歳以上の方
人（抽選）
▽定員
▽費用 １千 円（７回分）
・

▽申込方法 往復はがきに催し
名・住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を書いて左記問合せ先

20

☎（６８０２）３５５９

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。

ラリンピック準備局パラリンピ
ック部調整課
☎（５３８８）２４９６
●第 回婚活パーティー開催！
▽日時 ５月 日㈰
午後０時 分～３時 分
▽場所 シエロイリオ（蔵前２
５）
▽費用 男性６千円、女性４千円
▽申込方法 「参加希望」
・氏名・
年齢を電話か電子メールで左記
問合せ先へ（先着順）
▽申込締切日 ５月 日㈯
▽問合せ ＮＰＯ法人ソラノワ事
務局
☎（５８０７）５９５２
Ｅメール
soranowaoffice@
gmail.com
●すこやか講座
「事故から乳児を守ろう！～家庭
の中に潜む危険～」
▽日時 ５月 日㈯
午後１時 分～３時
▽場所 浅草寺福祉会館（浅草２
８）
人（先着順）
▽定員
▽講師 宮下政子（小児科医）
▽申込み・問合せ 浅草寺病院
（日曜日・祝日を除く午前９時
～午後４時 分）
☎（３８４１）３３３０
●ハングル入門～文字と発音の基
礎～（初心者向け）
▽日時 ５月 日～７月８日の土

広告

800
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FAX
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次の件について区役所の担当課か
ら説明があり、協力していくこと
になりました。
広報「たいとう」の配付につい
て ほか 件
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5月1～6・14～31日
14～20日
B
Ａ ●第9回モノマチ（20分）
●ニュースたいとう（20分）
C
●認知症チェックリスト（6分） 	
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁か ●旧作品 第35回台東区青少年をほめる運
動表彰式（14分）
午前9時46分
らのお知らせ
21～27日
1～6日
（20分）B
B ●第35回浅草流鏑馬（やぶさめ）
●皮革産業資料館紹介番組（6分）
●平成28年度 アトリエ化支援事業（14分） ●旧作品 第25回台東区コミュニティ交流
C
午前9時26分 大会（20分） 	
●旧作品 親子で実践～ふれあい遊び～（6 28日～6月3日
C ●旧作品 平成28年度台東区優秀技能者顕
分）
B
●旧作品 今戸神社例大祭（平成28年放送 彰（20分） 	
分）
（14分）
午前9時46分 ●旧作品 第27回ザッカデザイン画コンペ
C
ティション（14分） 	
7～13日
●旧作品 第11回中学生サミット（6分）
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
午前9時54分
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分
○放送時間のご案内
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁か A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時
40分 《再放送》同じ日のそれぞれ午後1
らのお知らせ
時台と午後5時台と午後9時台
B
●第29回桜橋花まつり(20分）
C ◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちし
●見たい知りたい文化財（6分）
ています。
●旧作品 第64回台東区中学校英語学芸会 ▷問合せ 広報課CATV担当
（14分）
午前9時46分
☎（5246）1041
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催しものなど

5・6月の区役所 制作番組案内

●ぽこあぽこアート展
▽日時 ５月４日㈷～７日㈰午前

平成29（2017）年 4月20日
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