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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
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～妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援～
産後ケア事業

7月開始

産後4か月未満で、心身の不調等が
ある母子に対し、区が委託する産科
医療機関・助産院でケアやサポート
を行います（費用負担あり）
。
・宿泊型サービス
産後の休養と、助産師等による
心身のケアや育児サポート等を
行います。
・外来型乳房ケア
乳房トラブルを解消するとともに、
授乳指導等を行います。

さまざまなサポート
お気軽にご利用ください！

こんにちは赤ちゃん訪問
区内在住の生後4か月未満の赤ちゃ
んがいる家庭を保健師や助産師が訪
問し、赤ちゃんの体重測定や育児相
談などを行います。

問合せ

台東保健所保健サービス課☎（3847）9497

ゆりかご・たいとう
台東区に住民登録のある全ての妊婦
の方へ、出産や子育てのさまざまな
相談や支援を行います。
※面接終了後に、こども商品券
1万円分を差し上げます。

妊婦歯科健康診査
区内在住の妊婦の方へ、母
子健康手帳交付時に区内委
託歯科医療機関で利用でき
る受診票をお渡しします。
▷問合せ 台東保健所保健サービス
課母子成人保健担当
☎（3847）9449

浅草保健相談センター☎（3844）8171

※各事業の申込方法等、詳しくは区ホームページをご覧になるか、上記へお問合せください。
【クールビズ】区役所・区施設では5月1日㈪～10月31日㈫の期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解・ご協力をお願
いします。
〈台東区環境課☎5246-1284〉

浅 草 北 部 地域での建替え
支援事業を実施します

イモバイル含む）
等が提供する
「緊
急速報メール」で、荒川の洪水に
関する注意・発生情報を、携帯電

ンター、防災広場「初音の森」
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

話やスマートフォンに配信します。
区では、浅草北部地域の防災性
橋 場 公 園 がリニューアル
テレビやラジオ・防災無線等か
の向上のため、次の建替え支援事
オープンしました
らの情報に加え、緊急時の迅速な
業を実施します。各制度内容等、
避難に役立ててください。
改修工事が完了し、公園が新し
詳しくは区ホームページをご覧に
くなりました。ぜひご利用くださ
なるか、左記へお問合せください。 ▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２
い。
・木造建築物不燃化建替え助成

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◆

☎（５２４６）１１４２

※申込方法等、詳しくは募集チラ
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
へ
▽問合せ 産業振興課

開催日時・場所（※）

名称（連携医療機関）

特 別 整理のため図 書 館 が
休館します

たいとう地域包括支援センター 台東1－25－5・☎（5846）4510
ほうらい地域包括支援センター 清川2－14－7・☎（5824）5626

木造建築物を耐火・準耐火建築
物に建て替える場合、費用の一

医療機関と地域包括支援センターで連携した認知症
カフェを、区内5か所で開催します。認知症の方と家
族・認知症に関心のある方など、誰でも参加でき、専

門家や同じ立場の方と気軽に話ができます。
※詳しくは地域包括支援センターへ。内容により実費
負担あり。
▷申込方法 電話で下記問合せ先へ

認知症カフェを始めました

区内で開業するデザイ
ナ ー・クリエイ タ ーの 方
へ～ 家 賃 の一部 を 助 成 し
ます～

まつがや地域包括支援センター 松が谷4－4－3・☎（3845）6505

担当地域

名称

る場合は前々年）の世帯の総所
得金額の合計が 万円以下であ
り、小学生以下の子供または、

る「かんぽの宿 伊豆高原」の
変更等
子 育て世 帯 住 宅リフォー
▽助成額 助成対象工事費（消費 「小人・幼児」の料金を、夏季の
ム支援
期間限定で値下げします。
税等を除く）の３分の１（上限
▽期間 ７月 日㈯～８月 日㈭
万円）
子供や妊娠中の方が安全に過ご
すための住宅リフォームに対して、 ※工事着手前に申込みが必要です。 のうち指定する日
工事費用の一部を助成します。
▽対象 前年（５～６月に申請す

認知症は特別な病気ではなく、誰でもなる可能性の
ある、脳の病気です。今後、高齢化の進展に伴い、認
知症になる方の増加が見込まれます。
区では、認知症に関する啓発や相談・支援体制の充
実を図るため、各地域包括支援センターに「認知症地
域支援推進員」を配置しました。認知症に関すること

部を助成します（要件等、詳し
くは左記へ）
。
▽対象区域 東浅草２丁目、橋場
２丁目、日本堤１ ２丁目
▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～６月１日㈭
☎（３８７６）０８５４
・根岸図書館
６月５日㈪～８日㈭
☎（３８７６）２１０１
・中央図書館（池波正太郎記念文
庫を含む）
６月 日㈪～ 日㈭
☎（５２４６）５９１１
・中央図書館浅草橋分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８６３）００８２
・中央図書館谷中分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８２４）４０４１

普段は自由に見ることができな
い施設を公開し、入居クリエイタ
ーのアトリエ公開や商品の展示・
販売、卒業企業による販売など、

台 東 デ ザイナー ズ ビレッ
ジ施設公開

▽対象 区内に事業所や店舗を開
設する、ファッションザッカ関
連産業のデザイナー・クリエイ
ター
▽所在地 橋場２
７
▽助成件数 ５件
▽主な設備 ブランコ、すべり台、 ▽助成額 家賃の２分の１（上限
ジャングルジム、シーソー、健
月額５万円）
康遊具、スポーツコーナー、ト ▽助成期間 ３年間
イレ
▽募集期間 ５月 日㈪～６月
日㈫
▽問合せ 公園課
※申込方法等、詳しくは区ホーム
☎（５２４６）１３２１
ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３
●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
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

近 隣 型 商 店 街 に 関 する 助
成

５月の水防月間に合わせ、区と
区内三消防署の合同で、水防訓練
を実施します。
消防署・消防団による「積土の

▽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）

水 防 訓 練・防 災 科 学 実 験
ショー を 見 学 してみ ま せ
んか

う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを使用した「住宅浸水
防止対策」なども行います。

認知症地域支援推進員を配置しました

問合せ 介護予防・地域支援課☎（5246）1225

認知症でお悩みの方へ

出産前で母子健康手帳の交付を
受けた方がいる世帯等
▽助成対象工事 対象世帯が居住

する区内の住宅（マンション等
の共同住宅の場合は専有部分の
み）の、手すりの取り付け・段

差の解消・滑り防止の床材への

※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩

番）
☎（５２４６）１３６７

指 定 保 養 施設「かんぽの
宿 伊豆 高原 」の「 小 人
・幼 児 」の利用 料 金を値
下げします

区で保養施設として指定してい

施設係
☎（５２４６）１１２３

るか、左記へお問合せください。
▽問合せ
・予約については、かんぽの宿
伊豆高原
☎０５５７（５１）４４００
・利用方法については区民課区民

▽予約開始日 利用日の３か月前
※利用料金等、詳しくは区ホーム
ページか、区民事務所等で配布
している案内チラシをご覧にな

31

▽助成額
万円
※「三世代住宅助成（ 万円）
」
との併用可
・建替え相談会 建替えに関する
疑問などの相談に、建築士やフ
ァイナンシャルプランナーなど
の専門家が応じます。
※日程等、決定次第、区ホームペ
ージ等でお知らせします。
・専門家派遣 木造建築物の建替
え等にあたり、建築に関するこ
とや権利関係の調整等の相談に
応じるため、建築士・弁護士な
どの専門家を派遣します。
▽対象区域 竜泉３丁目、浅草５
丁目、千束３ ４丁目、今戸２
丁目、東浅草１ ２丁目、橋場
１ ２丁目、清川１ ２丁目、
日本堤１ ２丁目
▽問合せ 地区整備課
☎（５２４６）１３６５

荒 川の 洪 水 情 報 に関 する
緊 急 速 報 メール を配 信 し
ます

●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

問合せ（上記参照）
永寿総合病院認知症疾患医療セ
オレンジカフェ（永寿総 奇数月（要予約）※5月は30日㈫午後3時～4時30分・ ンター☎（3833）8381㈹
合病院）
永寿総合病院多目的ホール（東上野2−23−16）
たいとう地域包括支援センター
まつがや地域包括支援センター
毎月第3土曜日※5月は20日㈯午後2時～3時30分・ あさくさ地域包括支援センター
喫茶Y・O・U（台東病院）
台東病院
みのわ地域包括支援センター
偶数月※6月は14日㈬午後5時30分～7時・
カフェやなか（土田病院）
やなか地域包括支援センター
土田病院（上野桜木1−12−12）
奇数月の第3水曜日※5月は17日㈬午後2時30分～4時
あさがおカフェ（浅草病院）
ほうらい地域包括支援センター
30分・浅草ほうらい1階地域交流スペース
くらまえカフェ（東京トー 毎月第3水曜日※5月は17日㈬午後1時30分～3時30分・
くらまえ地域包括支援センター
タルライフクリニック） くらまえ地域包括支援センター
（※）開催日時・場所は変更の場合あり。事前に各地域包括支援センターへお問合せください。
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浅草・千束・花川戸
池之端・上野公園・上野桜木・谷中
下谷（3丁目）
・日本堤・根岸（4・5丁目）
・三ノ輪・竜泉
浅草橋・雷門・蔵前・小島・寿・駒形・鳥越・三筋・柳橋
入谷・北上野・下谷（1・2丁目）
・西浅草・根岸（1～3
丁目）
・松が谷
秋葉原・上野・台東・東上野・元浅草
今戸・清川・橋場・東浅草

所在地・電話番号
浅草4－26－2・☎（3873）8088
谷中2－17－20・☎（3822）1556
三ノ輪1－27－11・☎（3874）9861
蔵前2－11－3・☎（3862）2175

あさくさ地域包括支援センター
やなか地域包括支援センター
みのわ地域包括支援センター
くらまえ地域包括支援センター

20

−
19
−

また、小中学生向けに、防災科
学技術研究所の ナダレンジャー
による「防災科学実験ショー」も

100

・

120

・

でお悩みの方はご相談ください。
▷主な活動内容
・認知症の方や家族の相談支援（訪問可）
・認知症の理解に向けた啓発活動（認知症サポーター
養成講座の開催等）
・認知症で医療機関の受診が難しい方への受診の支援
・認知症カフェを医療機関と連携して実施

800

15

Dr.

30

29

さまざまなイベントを行います。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ
※「モノづくりのマチづくり」を
テーマにした地域イベント「第
９回モノマチ」も同時開催
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３
28

21

▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１（１年

26

28

29

12

11 27

・

・

19

10

240

・

・

26

開催します（当日会場で午前９時
分から受付）
。
▽日時 ５月 日㈯
午前 時～ 時 分
▽場所 谷中防災コミュニティセ
30

・

近年、記録的な豪雨により、全
国的に大規模な水害等が頻発して
おり、今後も洪水の発生頻度が高
まることが予想されています。
そのため、５月１日から区内全
域で、㈱ＮＴＴドコモが提供する
緊急速報「エリアメール」および
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【電子申請】今まで窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報シス
テム課☎5246－1031〉

広報

児 童育 成 手 当をご存じで
すか

・育成手当
父または母が、離婚・死亡・行

※戸籍関係の証明書は発行後１か
月以内、その他の証明書は発行
後３か月以内の物

明書などが必要になる場合があ
ります。
証明書の申請をする場合は委任
状等が必要です。
▽問合せ 税務課税務係

ります。
※本人以外の方が課税（非課税）
暮らし ②世帯全員が 歳以上
③自宅に風呂がない
▽配付枚数 年間 枚
▽配付時期・方法 ６月下旬・簡

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

☎（５２４６）１１０１
易書留郵便で送付
▽利用方法 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
▽利用期間 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
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）
①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
布）に記入し、 円切手を貼っ
て左記問合せ先へ郵送
②左記問合せ先で直接申込み
▽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

区内一斉清掃にご協力を
お願いします
区では、ポイ捨て行為の防止に
関する条例で、５月 日を「環境
美化の日」と定めています。そこ
で、５月 日㈰に区内一斉清掃を
実施します。
皆さんも住居や店舗・

▷日時 毎週水曜日午後7時ま
で （祝日・年末年始を除く）
子育て・若者支援課 ▷場所
児童手当・子ども医療費助成の申請（※1）
（※4） ⑫番
☎（5246）1232
・区役所
住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
1階 戸籍住民サービス課
※申告済みに限る
国民健康保険課（後期
軽自動車税納税証明書の交付
高齢者医療制度担当を
2階
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) の登録・廃車
含む）
、高齢福祉課、介
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く（※4）
護保険課、障害福祉課
区役所代表
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1
、
☎（5246）1111 か 3階 区民課（国民年金係）
日券の販売
⑤番
税務課、収納課
ら各担当へお問合せ
母子健康手帳の交付
ください
児童保育課、子育て・若
住民税・軽自動車税の納付・還付
6階 者支援課、放課後対策
※還付額は５万円未満に限る
担当

日曜開庁・窓口延長 のお知らせ

▽申込場所 区民事務所・同分室、
地区センター、左記問合せ先
▽問合せ 区民課区民係（区役所
３階③番）

５月は赤十字会員増強運
動月間です

商店や医療機関等で取引や証明
に使用する「はかり」は、２年に
１度の定期検査を受ける必要があ
ります。検査は、東京都が９月以
降に事業所等へ伺って行います。
検査に先立ち、
区から「はかり」
の使用状況について調査表を送付
しますので、ご回答ください。
▽回答期限 ５月 日㈮（必着）
▽問合せ くらしの相談課消費者

「はかり」の定期検査の
事前調査を行います

☎（５２４６）１１２２

５月は赤十字会員と活動資金の
募集運動が実施されています。
寄せられた募金は、災害救護事
業、講習普及事業、国際活動、赤
十字ボランティアの育成・支援、
看護師等の育成、献血等の血液事
業、社会福祉事業など、さまざま
な人道的事業に使われています。
皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

います。詳しくは、区ホームペ
ージをご覧になるか左記へお問
合せください。
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２９２

▷日時 第2日曜日午前9時～午後5時 ▷場所 区役所1階

20

会社の周りを掃除して、きれいに
しましょう。
また、大江戸清掃隊による、ま
ちの美化啓発を呼びかけるキャン
ペーンも行います。
ごみのない、きれいなまちの実
現に向けてご協力をお願いします。
※大江戸清掃隊（ボランティアで
まちの清掃を行っている方、区
への登録制）の隊員を募集して

毎週水曜日に一部の窓口
時間を延長しています
第２日曜日に区役所１階の窓口を開いています

65

30

軽自動車税の納期限は５
月 日㈬です
軽自動車税は、４月１日現在、
軽自動車やバイクなどを所有して
いる方に課税されます。
５月１日に納税通知書を送付し
ましたので、お近くの金融機関、
コンビニエンスストア（通知書裏
面記載）
、区役所、区民事務所・
同分室で、５月 日㈬までに納め
てください。
障害のある方には、軽自動車税
の免除制度があります。納期限ま
でに申請してください（該当基準
等、詳しくは左記へ）
。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

区内九士業よろず相談会
弁護士・司法書士・土地家屋調
査士・建築士・社会保険労務士・
行政書士・税理士・中小企業診断
士・不動産鑑定士による無料相談
会です。
▽日時 ６月１日㈭午前 時～午
後４時（受付は３時まで）
▽場所 区役所１階ロビー
▽申込締切日 ５月 日㈮（土・
日曜日・祝日を除く午前 時～
午後４時）
※当日現地で受付可
▽申込み・問合せ くらしの相談
課区民相談室
☎（５２４６）１０２５

高齢者ふれあい入浴券の
新規申込みを受付けます

50

31

▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

収入があり、普通徴収で課税さ
れている場合は、６月９日㈮か
らの発行となります。
※課税されていない方でも、
「収
入がなかった」
「扶養家族だっ
た」等の申告をしないと、非課
税証明書が発行できませんので

▽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

問合せ

窓口
番号

取扱業務

年度住民税（特別区民

12

年度住民税（特別区民
税・都民 税 ）の課 税（ 非
課 税 ）証 明 書 の 発 行 を 開
始します
29

31

方不明（１年以上）
・裁判所から
ＤＶ保護命令を受けた・重度の障
害などの状態にある、 歳到達後
最初の年度末までの児童を養育し

※社会保険料相当額（8万円）を加算済

ている方に支給します。
税・都民 税 ）の納 税 通 知
▽手当月額 児童１人につき１万
書等を発送します
３千 円
・住民税を給与から差し引かれて
・障害手当
歳未満で心身に障害のある児
いる方（特別徴収） 決定通知書
童を養育している方に支給します。
を５月 日㈮に発送
・銀行等で直接または口座振替で
▽障害の程度 身体障害者手帳
納めている方（普通徴収）および
１ ２級程度、愛の手帳１～３
年金から差し引かれている方 納
度程度、脳性マヒ、進行性筋萎
税通知書を６月９日㈮に発送
縮症
※今年度から、都内の区市町村の
▽手当月額 児童１人につき１万
５千 円
給与所得者には、原則として特
※育成手当、障害手当とも所得制
別徴収で納税していただくこと
限があります。
になります。皆様のご理解とご
協力をお願いします。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５
482万4千円未満

▽発行開始日
・住民税を給与から引かれている
方（特別徴収） ５月 日㈮
・銀行等で直接または口座振替で

3人

▽必要な物 ①申請者（保護者）
および児童の戸籍謄本 ②申請

444万4千円未満

納めている方（普通徴収） ６月
９日㈮
※特別徴収の方でも、給与以外に

2人

者名義の預金口座の分かる物
③印鑑（朱肉で押せる物） ④
身体障害者手帳、愛の手帳また

406万4千円未満

ご注意ください。
※申告期限後に申告すると、証明
書発行に日数がかかる場合があ

1人

は診断書（障害のある方） ⑤
年１月１日に台東区に住民登
録がなかった方は、 年度住民
税課税証明書（所得額が記載さ
れている物・住民登録があった
区市町村で発行） ⑥個人番号
カードか、通知カードおよび本
人確認できる顔写真付きの物
（運転免許証等）
※この他、住民票や民生委員の証

368万4千円未満

52

22

30

4人目以降 1人につき38万円ずつ加算

18

0人

・区民事務所
西部区民
☎（3876）2651
事務所
北部区民
☎（3876）2284
事務所
南部区民
☎（3842）2651
事務所
※取扱業務等、詳しくは区役所
代表電話☎ (5246) 1111か
ら担当課へお問合せください。

ご注意ください
※水曜窓口時間延長時と第2
日曜日では、取扱業務が
異なります。
※他の市区町村や関係機関
に確認等が必要な業務は、
取り扱いできない場合が
あります。詳しくは、各
担当課・区民事務所へお
問合せください。

担当
☎（５２４６）１１４４
東京都計量検定所検査課
☎（５６１７）６６３８

工業 統 計調 査にご協 力く
ださい

年６月１日現在で工業統計調
査を実施します。この調査は、国

内の製造業に属する事業所の実態
を明らかにするため、経済産業省
が毎年実施するものです。
調査対象の製造事業所には、５
月中旬以降に東京都知事から任命
された調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

29

12

国民健康保険の加入・喪失の届出（※3）
（※4）
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の納付
収納課
住民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者
⑤番
☎（5246）1107
医療保険料・介護保険料の納付相談（※2）
転入・転出・区内転居・世帯変更の届出（※4）
印鑑登録・廃止の申請
戸籍住民サービス課
通知カード、マイナンバーカードの券面変更・再交 ⑥番 ☎（5246）1164
付申請
特別永住者証明書の申請・交付
戸籍住民サービス課
マイナンバーカードの交付（予約制）
③番
☎（5246）1164
住民票の写し等の交付
印鑑登録証明書の交付
⑧⑨ 戸籍住民サービス課
戸籍証明（全部・個人事項証明書、身分証明書等） 番 ☎（5246）1163
の交付
戸籍住民サービス課
戸籍の届出（※4）
⑪番
☎（5246）1162
（※1）月～金曜日は子育て・若者支援課（6階⑦番）で取り扱っています。
（※2）月～金曜日は収納課（3階⑨番）で取り扱っています。
（※3）月～金曜日は国民健康保険課（2階⑫番）で取り扱っています。
（※4）他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合
があります。詳しくは、各担当課へお問合せください。

19

28

10

10

500

平成28年中の所得

500

・

扶養人数

29

26

27

20

所得制限額（申請者本人）

29

31
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第 1180 号
（3） 平成29（2017）年 5月5日

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集】 ▷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〉

広報

返済完了時の年齢が 歳未満
②世帯全員が住民税を滞納して

（本人負担０・ ％、区負担０・
％）
▽申込期限 工事着手１か月前
50

45

体組成・骨密度測定、生活習慣
ルス）即日抗体検査と合わせ、希
の助言等
望者は梅毒即日抗体検査も受けら
れるようになりました。採血後、 ▽申込方法 はがきに健診日・住
ふりがな
約１時間程度で結果が分かります。 所・氏名・生年月日・電話番号・
▽日時 原則第２ ４水曜日
職業・過去１年の健康診断受診
ふりがな
午後１時～２時 分
の有無・子供の氏名・生年月日
▽場所 台東保健所４階
・託児希望の有無を書いて、左
▽予約受付
記問合せ先へ 電(子申請可 )
▽申込締切日 ５月 日㈯（消印
☎（３８４３）５７５１
有効）
午前９時～午後５時
００１５ 台東
▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
所保健サービス課

13 ･ 22日
3・4か月児健康診査
16 ･ 28日
午後1時15分～1時45分
（平成29年2月生）
午後1時15分～2時
☎（3847）9447
1歳6か月児健康診査 8日午後1時15分～2時
21日午後1時～2時15分
（平成27年11月生） ☎（3847）9447
２歳児歯科健康診査
9日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
３歳児健康診査
20日午後1時～1時45分
14日午後1時15分～2時15分
（平成26年5月生） ☎（3847）9447
27日（個別）
13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 21日 (個別)午前9時30分～10時30分
☎（3847）9497
22日 (集団)午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
7日午前9時～10時
（予約制）
☎（3847）9449
6 ･ 28日午後1時30分～2時 15 ･ 29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
こころの健康相談
7日午後2時30分～4時
5・19日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方 22日午前9時45分～正午
14日午前10時30分～正午
(予約制・前日までに) ☎（3847）9497
☎（3844）8171
発達障害個別相談
14日午後2時30分～4時30 12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即日検査
14 ･ 28日午後1時～2時30分
（予約制）
☎（3843）5751
5 ･ 30日午前10時～午後3
栄養相談（予約制） 時30分、13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

☎（３８４７）９４４７

浅草保健相談センター☎（3844）8171

ふれあい介護予防教室

地域の身近な施設で、転倒予防
の体操や健康ミニ講座・交流など、
健康に過ごすために役立つ教室を
毎月実施しています。

台東保健所

75

30 ・

－
110
－
22
－

20

6月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

6月の保健所・保健相談センターの事業案内
事業名

※感染の機会から２～３か月以上
経過した後、検査を受けてくだ
さい。

20

随時ＨＩＶ・エイズ・その他性
感染症に関するご相談に応じて
います。
▽相談・問合せ 台東保健所保健
予防課感染症対策担当
☎（３８４７）９４７６

12

子宮頸がん検診

10

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ

20

ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）

28

80

☎（５２４６）１２１７

673

５月 か ら 梅 毒 即 日 抗 体 検
査 が 受 け られるよ う にな
りました

44

健 康

95

場所
日時
ケアハウス松が谷
第2火曜日午後2時～3時30分
台東一丁目区民館
第2水曜日午後1時30分～3時
特別養護老人ホーム浅 第2金曜日午後1時30分～3時
草
（※1）
第3月曜日午後1時30分～3時
根岸社会教育館
（※2）
65 環境ふれあい館ひまわ 第3木曜日午後1時30分～3時
り
谷中区民館
第3金曜日午後1時30分～3時
福祉プラザ台東清峰会 第4金曜日午後1時30分～3時
（※1）8月は第1金曜日（※2）7・9月は第4月曜日
実施会場

10
500

今年度、偶数年齢になる 歳以
上で４～ 月生まれの女性に、受
診チケットを送付しました。
▽検診内容 問診・視診・内診・
頸部細胞診
▽受診場所 区内 医療機関
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

22

29

27

子育てママの健康診断

▽日程 健診日６月 日㈭
他の人に感染させてしまうことが
結果説明日７月 日㈮
あります。また、妊婦が感染する
と、流早産や赤ちゃんに障害が出 ▽時間 午前中（詳しい時間は個
別に通知）
る恐れがあります。感染を予防す
るには、オーラルセックス（口腔 ▽場所 台東保健所
性交）を含め、コンドームを適切 ▽対象 区内在住で、１歳以上４
に使用することが大切です。また、 歳未満（健診日現在）の子供が
いる出産後１年以上経過してい
症状がみられたら、すぐに医療機
る母親 勤(務先等で健康診断を
関を受診しましょう。
受ける機会のある方、妊娠中の
・ＨＩＶ（エイズウイルス）即日
方、１年以内に区の健康診断を ▽対象 区内在住の 歳以上の方
抗体検査・梅毒即日抗体検査を行
▽問合せ 介護予防・地域支援課
受けた方は除く）
っています
▽内容 内科診察、血液・尿検査、 ☎（５２４６）１２９５

５月から、ＨＩＶ（エイズウイ

28

280

20

台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

・子供の健やかな成長を見守ります 子育
てに関する悩みや子供の虐待などの問題に
ついて、学校や子ども家庭支援センター等
と協力して支援します。
・遠慮なくご相談ください ①あなたの立
場に立って、相談・支援を行います。 ②
相談内容に応じて、区役所や関係機関との
パイプ役になります。 ③相談内容等の秘
密は守られますので、ご安心ください。
●あなたのまちの民生委員・児童委員 民
生委員・児童委員には担当区域があります。
お住まいの地域の担当委員の確認は、上記
へお問合せください。
●民生委員・児童委員を紹介します「活動パ
ネル展」 期間 ①5月8日㈪～12日㈮ ②5
月15日㈪～19日㈮ 場所 ①生涯学習セン
ター1階アトリウム ②区役所1階ロビー

・増え続ける梅毒
近年、梅毒の患者数が急激に増
加しています。 年には、東京都
で１千 人の報告がありました
。特に、 代女性
（ 年１千 人）
の増加が著しく、注意が必要です。
・梅毒ってどんな病気？
梅毒は、感染初期には性器や肛
門・口などにできものができます
が、痛みを伴わないことが多く、
自然に回復します。その後、手の
ひら、足の裏などに発疹が出るこ
とがありますが、半年以内に消え
て、気付かないうちに進行してい
きます。症状がなくても感染力は
あるため、感染に気付かないまま

民生委員制度は今年で100周年、児童
委員制度は70周年を迎えました。
民生委員制度の起こりである「済世顧問
制度」は、大正6（1917）年に岡山県で
始まりました。やがて「方面委員制度」と
して全国に広まり、今日に至るまで、生活
上の課題がある多くの人々の支えとなって
きました。現在、全国では約23万人の民
生委員・児童委員が活動しています。
●民生委員とは 厚生労働大臣から委嘱さ
れた非常勤の地方公務員で、児童委員を兼
ねており、ボランティアとして活動してい
ます（任期は3年）
。また、児童福祉を専
門に担当する主任児童委員もいます。
・地域の身近な相談相手です 地域の身近
な相談役として、ひとり暮らし高齢者や障
害のある方などの見守りを行います。

▶︎東京都民生委員・
児童委員キャラクター
「ミンジー」

いない ③融資金の返済および
利子の支払いに十分な能力があ
り、金融機関の定める保証を受

問合せ 福祉課福祉振興係☎（5246）1172

区が住宅リフォーム資金を指定
の金融機関にあっせんし、利子の

～紡ぎゆく100年 子どもに寄り添う70年～

ける（保証料は申込者負担）
④現在この制度で融資を受け、
返済を継続していない

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

第 1180 号 （4）

一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が
居住するための住宅で、居住部

分の床面積が 平方メートル以 ▽融資あっせん額 工事費の ％
以内で、 万～ 万円
下の物
▽主な申込資格 ①区内に１年以 ※返済期間は金額により異なる
年度契約利率０・ ％
上住所を有する 歳以上の方で、 ▽利率

平成29（2017）年 5月5日

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

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

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

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 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①6月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、5月19日㈮（必着）までに各センターへ（1人
15人 1教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【子供の安全・安心】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。

広報

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）
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▽場所 台東病院２階会議室

（3872）3381

－
－
10

30 30

中～地面まで約 センチメート
ル以内） ②今年度の狂犬病予

医療
情報

下谷3－8－9

▽テーマ 認知症の理解と対応

（3872）6676

乳がん検診のお知らせ

メディカルファーマシー
今戸1－3－13
・ヒロ

15

▽対象 気管支ぜん息等呼吸器疾
患のある区内在住の小学３年～

（3874）6433

ぜん

台東区歯科医師会歯科診
根岸4－1－28
11 歯科 療所

喘息児サマーキャンプ

６月 日

（3871）0822

ー、浅草病院、検診車（台東区
役所正面玄関前、台東リバーサ
イドスポーツセンター前）
▽申込方法 受診チケット裏面記

内科 おのだ医院

中学生

（3824）9325

－

防注射および１年以内に混合ワ
クチンを接種している ③犬の
健康状態に問題がなく（内・外

谷中3－13－8

今戸1－3－13
（3876）3818
さくらコーポ201

対象者には受診チケットを送付
しました。

薬局 みなと薬局

初回は午後１時～３時 分
２回目以降は午前９時 分～午
後２時 分のうち１時間
▽場所 ＤＯＧＬＹ愛犬Ｅ ＳＣ
）
ＨＯＯＬ（根岸３ １
▽対象 台東区で登録済の狂犬病

（5824）8921

▽講師 土倉明、桐原和也（作業
療法士）
▽問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

千束2－19－2

30

部寄生虫、伝染性疾病等にかか
っていない）
、他の人や犬に対
して過剰に吠えたり、威嚇した

薬局 はるか薬局

－
－
10

看護の日イベント

西浅草2－12－8
（3843）8567
関戸BLDG2階

り、咬傷事故を起こしたことが
ない ④エリア利用する家族全
員で参加できる
頭分（先着順）
▽定員
▽内容 エリア内でのマナーや知

歯科 関戸歯科医院

－

識の講習、愛犬と一緒にエリア
の模擬練習（講習中は施設内で
愛犬をお預かりします。
）
▽受講上の注意 中学生以下は保
護者同伴、３歳以下の乳幼児は
入場・受講不可、犬１頭につき
１人以上の犬を制御できる飼い
主が参加（１人で複数頭連れて
くることはできません。
）
▽申込方法 区ホームページから
申込むか、電話で左記問合せ先
へ
▽申込締切日 ５月 日㈪
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
愛護動物管理担当
☎（３８４７）９４３７

谷中3－13－10 （3823）1261

30

載の医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。

６月４日

内科 谷中クリニック

28

40

予防注射・混合ワクチンを接種
している健康な犬を飼っていて、
全日程参加できる方（２回目か

（3872）8230

30

10

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

（6458）1616

千束2－20－2

ら犬を連れての参加）
頭分（先着順）
▽定員
▽講師 家庭犬訓練士

５月 日

竜泉1－10－2

30

19

台東病院の看護師が、健康測定
や健康相談などを行います。

（3874）6433

ふたごちゃん、みつごちゃ
ん集まれ！～交流会～

28 歯科 台東区歯科医師会歯科診 根岸4－1－28
療所

▽日時 ５月 日㈮
午前９時～正午

（3872）1369

▽日時 ５月 日㈪

（3874）3826

竜泉1－10－6

29

▽費用 ２千円（４回分）
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課愛護動物管理担当

浅草3－24－9

内科 谷口内科

午前 時～正午
▽場所 台東保健所

内科 戸澤クリニック

☎（３８４７）９４３７

浅草橋1－25－10（3865）5322

10

▽場所 生涯学習センター１階ア
トリウム
▽問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

薬局 コーセイ浅草橋薬局

25

第１回ペットコミュニティ
エリア適正利用講習会

西浅草3－16－9
（3841）8811
デューク星空2階

平成28年度

15

犬のしつけ 方 教 室 ～ 褒 め
る しつ け で 楽 し い ドッ グ
ライフ♪～

歯科 野間口歯科医院

（3861）8937

平成27年度

ペットコミュニティエリアを利
用するには事前に講習会の受講が
必要です。
▽日時 ５月 日㈰
午前９時 分～正午
▽場所 ＤＯＧＬＹ愛犬Ｅ ＳＣ
）
ＨＯＯＬ（根岸３ １
▽対象 次の全てを満たすこと①
飼い主が区内在住で、台東区で
登録をしている小・中型犬（背

上野2－11－10
（3832）0076
小島ビル4階

５月 日

内科 上野医院

薬局 米山薬局

42.4

35.6

▽対象 区内在住の就学前の多胎
児と保護者、多胎児を妊娠して
いる方とその家族
組（先着順）
▽定員
▽申込開始日時 ５月８日㈪
午前９時
▽申込み・問合せ 浅草保健相談
センター
☎（３８４４）８１７１

日

浅草橋1－4－6
遠藤ビル4階

知って 得 す る！ 在 宅 ケ ア
教室

17

平成26年度

「玄関のベルが鳴るたびに吠え
る」
「散歩中に引っ張る」など愛
犬の問題行動に悩んでいませんか。
愛犬も飼い主も楽しく学べる「褒
めるしつけ方」を学びます。愛犬
と共にご参加ください。
▽日時 ６月４～ 日の日曜日
（全４回）

５月

（3874）6433

内科 堀内科クリニック

薬局

36.5

30

0

▽日時 ５月 日㈬
午後３時～４時

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

北上野1－9－13
（5828）3007
高松ビル1階

内科 織田消化器科クリニック 下谷3－7－2

40

%

北上野1－1－11 （6231）7680

入谷薬局

56.0

10

炎症物質が血液を
介して胎盤・子宮へ

薬局 竹内薬局上野店

内科 梅澤医院

57.6

53.0

むし歯

20

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
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 曽谷村医院
鳥越1－7－1
（3851）2384

台東区歯科医師会歯科診
根岸4－1－28
療所

歯周病

31

第 1180 号

▽定員
人（抽選）
▽申込方法 参加申込書（電話で

炎症物質は
陣痛を促すため…

腫れた歯肉から
炎症物質が生産される

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

薬局 Smile調剤

日時 6月3日㈯・4日㈰午前10時～午後5
時 場所・担当 ①浅草公会堂・浅草歯科
医師会☎（3844）7491（当日のみ） ②
台東区歯科医師会館（根岸4−1−28）
・
台東区歯科医師会☎（3874）6433
内容 歯の健診・相談、歯みがき指導

60
50

月日

21

歯の無料健康相談

妊婦歯科健康診査結果
（台東区）

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
あたって の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

歯科

FAX

家庭を離れ、医師や看護師によ
る服薬指導、理学療法士による正

間食が
増える

・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/

14

日時 5月16日㈫午後1
時30分 場所 台東保
健所3階大会議室
講師 鈴木理浩氏（台東
区歯科医師会）

▽対象 今年度偶数年齢になる
歳以上の女性で４～ 月生まれ
の方

歯周病

歯肉が腫れる
・出血する

5・6月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

内科 上野なかのクリニック

歯の講演会「8020運動を通して歯
を失う原因を探る」

図2 歯肉炎およびむし歯のある妊婦の割合

早産・低体重児出産の
リスクが高まります

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

25

左記申込先へ請求）を郵送かフ
ァックスで左記申込先へ
▽申込締切日 ５月 日㈬（必着）
▽申込み・問合せ

女性ホルモンが増加し、
歯周病菌の繁殖を促進する

問合せください。※28年度に台東保健所
または浅草保健相談センターで妊婦歯科
健診を受診した方は対象外

医療センター、鶯谷健診センタ

つわりによる
歯みがき不足

でむし歯や歯周病にかかりやすく、重度の
歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高
めると言われています(図１)。また、母親
にむし歯が多いと子供もむし歯になりやす
い傾向にあります。区の妊婦歯科健診の結
果、50％以上の方に歯周病の初期症状で
ある歯肉炎、30％以上の方にむし歯がみ
られ（図２）
、治療やケアの必要な妊婦が
多いことが分かります。区の歯科基本健康
診査の結果では、進行した歯周病のある人
の割合は30代で約30％であり、妊娠中か
らの口のケアが生涯、そして生まれてくる
赤ちゃんのためにも大切です。
●4月から区内委託歯科医療機関で妊婦歯
科健康診査が受けられます 母子健康手帳
交付時に受診票をお渡しします。すでに3
月31日までに母子健康手帳を交付された
方で、歯科健診を希望する方は、上記へお

▽検診内容 問診、マンモグラフ
ィ
▽受診場所 永寿総合健診・予防

図１ 妊娠と早産・低体重児
出産の関係

台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449

台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４９２
（３８４１）４３２５

毎年6月4～10日は「歯と口の健康週間」
です。口の健康は全身の健康と大きく関
わっています。歯と口のケアは、むし歯
や歯周病を予防するだけでなく、全身の
健康を保つためにも大切です。この機会
に、歯と口の健康を見直してみませんか。
・口の健康づくり～歯周病予防から全身
の健康へ～ 歯周病は、糖尿病や心臓病・
肺炎・低体重児出産など、さまざまな全
身との関連が指摘されています。歯周病
は自覚症状が少ないため、気付いた時に
はかなり進行していることが多く、早く
からの予防と治療が大変重要です。早い
時からかかりつけ歯科医を持ち、歯と口
のケアと生活習慣の改善に取り組みま
しょう。
・母親の口の健康は、赤ちゃんにも影響し
ます 妊娠中は、つわりやホルモンの変化

清水公園

歯と口の健康情報

問合せ

しい腹式呼吸指導、指導員による
運動プログラム等を通じて自己管
理方法を学びます。
▽日程 ８月 日㈮
▽行先 ダスキン埼玉中央工場、

（5） 平成29（2017）年 5月5日

40

【犬のトイレマナーについて】犬のトイレマナーを守りましょう。ふんは飼い主が必ず持ち帰り自宅で処分し、尿は水で流すなどの配慮をしましょう。
〈台東保健
所生活衛生課☎3847−9437〉

広報

（7） 平成29（2017）年 5月5日

など

第 1180 号
んほか 演目 第1部 ミュージカル「ミッ

㈬午前10時30分～11時、午後3時30分

フィーのおたんじょうび」
、第2部 コン

～4時 対象 幼児～小学校低学年※親子で

サート「ミッフィーとうたおう」

入場可 定員 各60人（先着順）

入場料（全席指定）S席大人（中学生以上）

したコメサポーター募集

場所・問合せ 石浜図書館

2,000円、S席こども（0歳～小学生 ）

☎（3876）0854

1,000円、A席大人1,800円、A席こども

●映画とおはなし会「げんきげんきノンタ

9月15日㈮～18日㈷開催の「第10回した

800円※大人のみの入場不可、ご来場の方

ン スプーンたんたんたん」 日時 5月24

まちコメディ映画祭in台東」に向けて、ボ

全員にミッフィーステッカー（非売品）を

日㈬午前10時45分～11時30分、午後3

ランティアスタッフを募集します。

プレゼント 入場券 チケットぴあ（☎︎05

©Takeshi YAMAGISHI

時30分～4時15分 場所 根岸社会教育館

業務内容 事務局補助スタッフ、運営スタッ

70−02−9999、Pコ ー ド457−592）
、

・展示会

ホール 対象 幼児～小学校低学年

フ、広報アシスタント、レポーター、カメ

浅草公会堂、生涯学習センター、区役所9

午前9時～午後8時※会期中無休 場所 浅

定員 各60人（先着順）※団体の場合、事

ラマンほか※詳しくは、映画祭公式ホーム

階④番文化振興課、下記財団事務局で販売

草文化観光センター7階展示スペース

前に電話で下記問合せ先へ

ページをご覧になるか右記へ 問合せ 「し

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

・子供ワークショップ 紙や段ボール、木

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

たまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

☎（5828）7591

などの素材で住んでみたい「自分の家」の

事務局（文化振興課内）

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「邦楽」

☎（5246）1328

園芸講習会「プランターで花や
野菜等を栽培しましょう」
相性のよい花と野菜の組合せや栽培のポイ

場所 生涯学習センターミレニアムホ

大会議室 講師 隈研吾建築都市設計事務
所スタッフ 対象 小学4～6年生 定員 各

ントを解説します。 日時 6月4日㈰午前
10時 場所 区役所10階1003会議室

ール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・
院生ほか 入場券 500円※当日会場で午

20人※午前9時から1階で整理券を配布
（先着順）
、保護者同伴 持ち物 カッター、

対象 区内在住か在勤・在学の方 定員 20
人（抽選） 講師 永井淳一氏 申込方法 往

日時 6月15日㈭午後1時30分開場、2時開

後1時30分から販売、未就学児の入場不

はさみ、色鉛筆 問合せ 都市交流課

復はがきに催し名・住所・氏名・電話番号

可

☎（5246）1193

を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待
往復はがきに「邦楽」
・希望人数（2人ま
で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

下町サミットin台東区

模型を制作し発表します。
日時 5月27日㈯午前10時～正午、午後2
時～4時 場所 浅草文化観光センター5階

演

©2016「したまちコメディ映画祭in台東」実
行委員会

期間 5月13日㈯～6月11日㈰

須賀一コレクション 写真パネ
ル展Part.5「三社祭」

申込締切日 5月29日㈪（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

☎（5246）1323

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

区内在住の写真家、

申込締切日 5月23日㈫（必着）

須賀一氏から区に寄

東京都の未来を担う若手経営者達が、業種

問合せ 〒110－0004

贈された「浅草三社

や区の枠を超えて事業の紹介や情報交換を

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

祭」の写真パネルを

行う交流会です。

☎（5826）7125

展示します。

グリーン・リーダーが育てた「あさがおの

日時 5月18日㈭～22

苗」を無料で配布します。また、
「みどり

日㈪午前10時～午後

のカーテン」の作り方のパンフレットを差

6時※18日㈭は午後

し上げます。 日時 5月27日㈯午前10時

1時～6時

※苗が無くなり次第終了

・第一部 講演会「オープンファクトリー
のすすめ」
・第二部 グループワーク テーマ「あな
たのまちのオープンファクトリーに関して」
・第三部 自由交流
日時 6月5日㈪午後6時～9時

10階1002会議室

場所 区役所

問合せ 下町サミット

準備委員会 小林☎（5827）3011
台東区産業振興課☎︎（5246）1415

Concert For KIDS
～0才からのクラシック～

台東区下谷1－2－

文化カレッジ「表具経師の技を
伝える～軸の取扱いを通じて～
お話とワークショップ」

場所 浅草公会堂1階展示ホー

日時 6月17日㈯午後1時30分（2時間程

ル

度） 場所 一葉記念館地下1階研修室

☎（5246）5852

定員 30人（抽選） 講師 第15代目石井三
太夫氏
（表具師） 費用 1,000円
（当日支払）

あさがおの苗の無料配布〜「み
どりのカーテン」で節電しまし
ょう〜

問合せ 生涯学習課文化財担当

株（苗の生育状況に応じて配布数の変更あ
り） 問合せ 環境課☎（5246）1323

シルバー人材センターの催し

※別途入館料（ 一般300円・小中高生
100円）が必要

申込方法 往復はがき（1

面玄関脇

場所 区役所正

定員 200人（先着順）※1人2

リサイクル

●パソコン講座①「インターネットででき

人1枚）に催し名・住所・氏名（ふりがな）

ること」 ②「写真の取込みと整理」

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先

日程（全3回）①6月2日㈮・6日㈫・9日㈮

月4日㈰ ②11日㈰

へ※複数名の記入、往復はがきでないも

②6月12日㈪・19日㈪・22日㈭ 時間 午
前10時～正午 定員 各9人（抽選）

可、天候により中止の場合あり

のは無効
申込締切日 5月25日㈭（消印有効）

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

場所・問合せ 〒110－0012

後3時

時間 午前10時～午

場所 花川戸公園※車での来場不

出店数（予定）①30店

②20店

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

出店料 各2,000円

泉3－18－4 一葉記念館

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

☎（3873）0004

合せ先へ

①フリーマーケット推進ネットワーク

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

☎048（268）8711

月5日㈪・15日㈭午前10時～11時、11

②タイムマシーンカンパニー

時～正午 定員 各5人（抽選）

☎050（3616）3300

台東区竜

第1回革小物手作り教室
「ネックレス型カードケース」
小さな子供と一緒に、家族で入場できま

日時 6月24日㈯午後1時30分～3時30分

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

問合せ 台東区清掃リサイクル課

す。 日時 7月5日㈬午前10時30分開場、

対象 区内在住か在勤の小学5年生以上の方

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

☎（5246）1291

11時開演（1時間程度） 場所 生涯学習セ

※小学生は保護者同伴 定員 10人（抽選）

相談内容を書いて下記問合せ先へ

●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで

ンターミレニアムホール

講師 高見澤篤氏（ものづくり工房）

出演 鵜木絵里

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ボランティア体験」 日時 6月10日㈯午前

（ソプラノ）
、上田じん（トランペット）、

費用 1,000円（勤労者サービスセンター

対象 区内在住の原則60歳以上の方

10時～正午 場所 東上野区民館302集会

礒絵里子（バイオリン）
、浜まゆみ（マリ

会員は500円） 申込方法 往復はがきに教

申込締切日 5月22日㈪※募集数に達しな

室 定員 10人（先着順）

ンバ）
、白石光隆（ピアノ） 曲目 トルコ行

室名・住所・氏名（ふりがな）
・年代・電

進曲（モーツァルト）
、オペラ「アイーダ」

話番号、会員の方は会員番号を書いて下記

より凱旋行進曲（ベルディ）
、
愛の挨拶（エ

問合せ先へ

ル ガ ー） ほ か

入場料（全席指定）大 人

申込締切日 6月3日㈯（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

2,000円、0歳～小学生1,000円※大人の

1－36－2 産業研修センター

みの入場不可 入場券 チケットぴあ（☎

☎（3872）6780

0570−02−9999、Pコード326−367）
、
イープラス、生涯学習センター、下記財団
事務局で販売中

問合せ （公財）台東区

芸術文化財団☎（5828）7591

ミッフィーこどもミュージカル
ミッフィーのおたんじょうび

台東区橋場

日本・デンマーク外交関係樹立
150周年交流推進事業 隈研吾
小さな建築展、子供ワークショ
ップ「小さな建築」をつくって
みよう！

い場合、5月23日㈫以降に電話で受付
場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050

1－5－5 台東区シルバー人材センター

●「都市鉱山からつくる！みんなのメダル

☎（3864）3338

プロジェクト」に台東区は参加しています

スマートフォン使い方講習会
日時 6月8～29日の木曜日（全4回）午後

4月1日から、リサイクル金属を活用して、

1時30分～3時30分

東京オリンピック・パラリンピック2020

歳以上の方

対象 区内在住の60

申込締切日 5月25日㈭

場所・問合せ 三筋老人福祉館

大会のメダルを作成する「都市鉱山からつ
くる！みんなのメダルプロジェクト」
（東
京2020組織委員会主催）が開始され、台

☎（3866）2417

東区は参加して回収を行っています。

浅草文化観光センターやデンマーク アン

図書館のこども室から

日時 8月10日㈭①午前10時開場、10時

デルセン博物館の設計者である建築家・隈

30分開演 ②午後1時30分開場、2時開演

研吾氏の設計コンセプトを主要なテーマと

場所 浅草公会堂

した展示会と子供ワークショップを行いま

●石浜図書館えいがとおはなし会「ころわ

センター、環境ふれあい館ひまわり、生涯

す。

んと こいのぼり」ほか

学習センター、台東清掃事務所

出演 ミッフィー、ボリ

ス、バーバラ、グランティ、歌のおねえさ

回収場所 台東地区センター（いきいきプラ

ザ）
、区役所本庁舎、谷中防災コミュニティ
日時 5月17日

回収品目

【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。
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定員 30人（先着順） 費用 プール

フジゴルフセンター（江東区木場）

スマートフォン・携帯電話・PHS、デジ

学生

タルカメラ、ポータブルビデオカメラ、電

利用料で参加可

申込方法 氏名・年齢・

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方

子辞書、ポータブルカーナビ、携帯ゲーム

性別・電話番号を電話かファックスで下記

定員 30人（抽選・初めての方優先）

いて下記問合せ先へ

機、卓上計算機、ACアダプター、携帯音

問合せ先へ

講師 台東区ゴルフ連盟講師団

問合せ 〒111－8621

楽プレーヤー※個人情報は必ず消去して

学校温水プール☎・ FAX （3874）3019

費用 10,000円（8回分）※別途練習場の

生涯学習課学習館☎（5246）5812

から出してください。一度ボックスに投

問合せ 台東区スポーツ振興課

ボール代が必要

入した小型家電は、返却できません。

☎（5246）5853

名・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・

場所・問合せ 都立浅草高等

（ふりがな）
・年齢・電話番号（昼間）を書
生涯学習センター

申込方法 はがきに教室

5月は消費者月間です

電話番号（自宅と携帯）
、在勤の方は勤務

問合せ 清掃リサイクル課

区民体育祭「水泳大会」

☎（5246）1291

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「ビオトープ開放」
自然や生き物と触れ合えるプログラムを
行っています。

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

開放日時 毎週火曜日午

先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

区内の消費者団体が日ごろの活動や研究の
成果を発表します。 場所 生涯学習セン

申込締切日 5月26日 ㈮（ 必 着 ） 問合せ
日時 6月25日㈰午前9時受付開始

島温水プール

場所 清

対象 区内在住か在勤・在学

の高校生以上の方※学生スポーツ団体に登

〒111－0024 台東区今戸1－1－10

ター1階アトリウム

台東リバーサイドスポーツセンター

・消費者月間パネル展 期間 5月23日㈫～

☎（3872）3181

28日㈰
・手作りコーナー 日時 ①5月27日㈯午後

録している大学生は不可 費用 一般1,000

前10時30分～11時30分、毎週金曜日午

円、高校・大学生500円

後3時～4時 場所 精華公園ビオトープ

校生の部・一般1部（30歳以下）
・一般2

※汚れてもよい服装で参加、未就学児は保

部（31～40歳）
・一般3部（41歳以上）
、

種別 男子は高

たいとうやまびこ塾

1時～4時 ②28日㈰午後1時～4時
内容 ①手拭いでポケットティッシュケー

●だれでもできるモダンジャズダンス

ス作り体験 ②新聞紙スリッパ・キッチン

護者同伴、天候により中止の場合あり

女子は高校生の部・一般の部

日時 6月9～23日の金曜日（全3回）午前

ペーパーマスク作り体験

問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習

メートル背泳、50メートルバタフライ、

10時～11時30分

会場で受付※材料がなくなり次第終了

室☎（3866）2011

50・100メートル自由形、50・100メー

習支援ボランティア） 申込締切日 5月23

問合せ くらしの相談課消費者担当

トル平泳、200メートルメドレーリレー、

日㈫（必着）

☎（5246）1144

200メートルリレー

●健康体操・太極拳 日時 6月13～27日

友好都市南会津町より「東武新
型特急リバティ会津で行く可憐
なひめさゆり観賞と初夏の味覚
さくらんぼ狩りツアー」（1泊2
日）
日程 ①6月23日㈮～24日㈯

～2日㈰

②7月1日㈯

定員 各40人（先着順） 費用 1

室3人は16,500円、1室2人は18,500円
（1泊4食・交通費含む、大人・子ども同額）
※1人での申込みの場合は相部屋、1人1室
の利用は23,500円※詳しくは、区ホーム

種目 50

申込方法 申込書（下

記問合せ先で配布、区ホームページからダ

の火曜日（全3回）午前10時～正午

ウンロード可）に記入し、台東区水泳協会

講師 高橋礼子氏（学習支援ボランティア）

事務局か下記問合せ先へ

申込締切日 5月26日㈮（必着）

15日㈭

申込締切日 6月

場所 生涯学習センター3階312リハーサル

室

日時 6月18日㈰午前9時30分～午後1時
場所 柳北スポーツプラザ

ラシをご覧ください。

申込締切日時 ①6

か在勤・在学の20歳以上の方 定員 100

月9日㈮午後5時 ②6月17日㈯午後5時

人（先着順）※当日の健康状態チェックや

☎0120－915221

り、参加できない種目あり

問合せ 南会津町商工観光課

スト、健康・栄養相談、体験スポーツ会

内容 体力テ

☎0241（62）6200

持ち物 運動できる服装、屋内用・屋外用

台東区都市交流課☎（5246）1016

運動靴、飲み物、タオル
15日㈪～6月9日㈮

申込期間 5月

申込み・問合せ ス

ポーツ振興課（生涯学習センター5階、土
・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

日時 6月10日㈯午前10時30分～11時50

初心者ゴルフ教室

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児
定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

ゴルフクラブの握り方やコースでのマナー

そびほか※女性保護者向けのワークショッ

など、基礎から学びます。 日時 6月8日

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・

～7月6日の月・木曜日（6月15日を除く

玉姫児童館職員

・全8回）午後6時30分～8時30分

問合せ先へ

申込方法 電話か直接下記

申込開始日 5月12日㈮

場所 台東リバーサイドスポーツセンター、

問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学習セン

日時 6月3日㈯午後1時～4時30分
場所 区役所10階1004会議室

対象 おお

むね35歳未満の方 定員 20人（先着順）

申込方法 ①③電話か直接

を書いて下記問合せ先へ

一瞬で選ばれる印象力を身につける（面接

台東区東上野6－16－8

対策・模擬面接） 申込方法 希望セミナー

清島温水プール

名・住所・氏名・年齢・電話番号を電話か

☎（3842）5353

問合せ 産

FAX （5246）1139

です。

日時 5月27日㈯・28日㈰（全2

回）午前11時40分～午後0時30分
対象 区内在住か在勤・在学の小学4年～中

【正】650円（横山大観記念館団体入館料）

費用 100円（3回分・保険料）

第2期
曜日 クラス

問合せ 生涯学習課☎（5246）5852

硬式テニス教室

時間

定員

期間 7月12日 ㈬ ～9月21

受講料

日㈭ 対象 区内在住か在
勤・在学で高校生以上の方
持ち物
（未経験者不可）
初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円
運動できる服装・運動靴・
初級③ 午後1時30分～3時
15人
ラケット 申込方法 往復
初級④ 午後5時55分～7時25分
15人 15,000円 はがき（1人1枚1クラス、
重複申込無効）に教室名・
中級A 午前9時30分～11時
30人
木曜
希望クラス・住所・氏名
中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人
（ふりがな）
・年齢・電話番
12,000円
号、在勤（学）の方は勤務
中級C 午後1時30分～3時
15人
先（学校）名・所在地・電
中級D 午後3時15分～4時45分
30人
話番号を書いて下記問合せ
中級E 午後5時55分～7時25分
15人
先へ（抽選） 申込締切日
中級F 午後7時30分～9時
30人 15,000円 5月21日㈰（必着）
場所・問合せ 〒111−0024
中級G 午後5時55分～7時25分
15人
台東区今戸1−1−10
台
水曜
上級 午後7時30分～9時
15人 17,000円 東リバーサイドスポーツセ
※上級クラスを初めて受講する方は、6月21日㈬午後7時のレベ ンター☎（3872）3181
初級① 午前9時10分～10時40分

15人

ルチェックが必要

日時

対象

定員

費用
申込締切日
（保険料含む）

3歳以上の未就 各24人
学児
（抽選）

②幼児の為の水泳
Aクラス午後2時～3時
教室
Bクラス午後3時～4時

③成人水泳教室
6月6～20日の火曜日午後2時～3時
（初心者クロール）

中学生以上の方

4,000円

5月19日㈮
（必着）

各20人
500円
当日受付可
（先着順）（利用料別途）

20人
④障害者水泳教室 5月30日～6月20日の火曜日（全4回）
高校生以上の方
（抽選）
指導者養成講座 午後6時30分～8時30分

無料

5月15日㈪
（必着）

子ども家庭支援センターの催し

業振興課☎（5246）1152

体力・泳力レベルに合わせたクラス別指導

観記念館入館料）

定員 各15人（抽選） 持ち物 動

きやすい服装、飲み物、タオル、靴下

500円
はがきに教室名・住所・氏 ①アクアダンス45 6月7日㈬・21日㈬午後7時～7時45分、 16歳以上の方 各20人
当日受付可
（先着順）（利用料別途）
12日㈪午前10時～10時45分
名・年齢・性別・電話番号
6月3～17日の土曜日（全3回）
場所・問合せ 〒110－0015

都立浅草高校温水プール
「小中学生2日間連続水泳教室」

教室名

下記問合せ先へ ②④往復

内容 カラーで知る自分力発見（自己分析）
、

ファックスで右記問合せ先へ

上の方

びして訂正します。
【誤】一般550円、小学生200円（横山大

水泳教室

ター4階）☎（5246）5816

「若者」就活力アップセミナー

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以

対象 区内在住

ADL（日常生活活動テスト）の結果によ

分 場所 生涯学習センター4階こども室

座」の「費用」に誤りがありました。おわ

午前9時～午後5時）☎（5246）5853

交流課、区民事務所・同分室で配布するチ

男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

広報たいとう4月20日号6面の「文化財講

習センター5階、土・日曜日・祝日を除く

第11回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ

申込方法 当日

おわびと訂正

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

問合せ スポーツ振興課（生涯学

ページか区役所１階ロビー・9階①番都市

申込み・問合せ みなみやま観光㈱

講師 小野明子氏（学

催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員
申込開始日
（先着順）

場所・申込み・問合せ

歌って笑って親 6月8日㈭
区内在住の0～3歳の子供
子ゴスペル
午前10時45分～11時45分

60組

5月20日 日本堤子ども家庭支援センター「に
㈯
こにこひろば」☎（5824）2535

あつまれ！元気 6月8日㈭
っこ体操
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳6か月～3
歳の子供

25組

5月20日 台東子ども家庭支援センター「わ
㈯
くわくひろば」☎（3834）4577

パパと子のふれ 6月3日㈯
愛ハグサイズ 午後2時～2時45分

区内在住の3～8か月の子
供と父親

20組

5月20日 寿子ども家庭支援センター「のび
㈯
のびひろば」☎（3841）4631

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

▽日時 ５月 日㈰
午前８時 分～ 時 分（小雨
決行）

●台東区スカウトフェスティバル
（当日受付・無料・参加賞あり）
▽申込締切日 ６月 日㈮
（必着）
００２１ 台東
▽問合せ 〒
区日本堤１ １ １ 台東区俳
句人連盟俳句大会係 渡辺

書いて、定額小為替を同封し左
記問合せ先へ

▽場所 上野公園上野の森美術館
前
▽内容 園児・小学生対象の上野
公園周辺ポイントラリー
▽問合せ 台東区ボーイ・ガール
スカウト協議会 岡本

俳 句

台東区俳句人連盟

瞑目のしばられ地蔵紅枝垂
五月女美沙
さくらさくら解かれほぐるるわだかまり 山本美恵子
田川芳子
森田昭子
松田千悦
山川ゆき子
若林由美子
宮山初枝
熊切キイ子
天沼千代子
※初めての方は、要相談
▽場所 寿区民館ほか
▽会費 月額３千円

小手毬や書きよくなりしボールペン
紅梅や動き出しそな堂の龍
上野にも基準木ある桜かな
春光や礼拝堂のかざり窓
春寒し陰のつぼみはアルデンテ
小走りを呼び止められし春の暮
先代の番傘もあり春の雨
浅き春思い出せない夜の一句

▽日程 隔週水・金・土曜日
※時間は随時
▽場所 生涯学習センターほか

●降雨・水位情報を提供していま
す
都では、都内に設置している雨
量計・河川水位計の観測情報およ
び河川監視カメラの映像を、イン
ターネットでリアルタイム（５分
単位の静止画）で情報提供してい
ます。
※詳しくは、建設局ホームページ
の「降雨・河川水位情報」から
ご覧になれます。
▽問合せ 東京都建設局河川部防
災課☎（５３２０）５１６４
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
▽日時 月１～２回
午後１時 分～３時 分
▽場所 生涯学習センターほか

▽講座名・日時
・書類作成セミナー ６月７日㈬
・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ６月 日㈬
・ 日㈬午前 時
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
以下で全日程参加できる方）
６月５日㈪・６日㈫・ 日㈪・
日㈫午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野

入会金２千円
▽問合せ 宮田
☎（３８４２）７５２１
▽会費 月額５千円（花材費込）
▽問合せ 秋山光瞳
☎（３８７４）０５５８
●似顔絵・水彩画サークル「浅草
まねき猫」
（初心者歓迎）
▽日時 第１ ３金曜日
午後６時 分～８時 分
▽場所 寿四丁目町会会館（寿４
６ ５）ほか
▽会費 月額１千円
入会金１千円
▽問合せ 矢口
☎（５８２８）５３８０
●カラオケ「はなます会」
▽日時 火曜日（月３回）
午後６時 分～９時
▽場所 清川区民館ほか
▽会費 月額３千 円
▽問合せ 北島
☎（３８７４）６３８４
●着付サークル「つづれ会」

●花芸・安達流「活け花サロン四
季」

会 員 募 集

☎（３８７３）５００１

30

７００

▽期間 ５月 日㈮～ 日㈰
▽場所 台東区南部地域一帯
☎（３８４１）７７７１
●不登校・ひきこもり・発達障害
等でお悩みの方へ
第 回「全国親の会」荒川大会
▽日時 ５月 日㈰
午前 時 分～午後４時 分
▽場所 サンパール荒川（荒川区
荒川１ １ １）
▽内容 第１部「体験談と質疑応
答」
、第２部「自律訓練法とグ
ループディスカッション」
▽講師 金盛浦子氏（東京心理教
育研究所所長）
▽定員
人（先着順）
※第１部のみ託児あり（応相談）
▽申込方法 氏名・電話番号を電
話かファックスで左記問合せ先
へ
▽問合せ ＮＰＯ法人ＳＥＰＹ倶
楽部
☎（３９４２）５００６
（５９４０）４０３０
●昭和・平成の歌謡曲でつづる千
波流日本舞踊「千波会」
▽日時 ６月 日㈰
午前 時 分（ 時開場）
▽場所 浅草公会堂
せんば
▽申込み・問合せ 千波
☎（３６５３）００１０
●子規顕彰台東区俳句大会俳句募
集
▽募集作品 雑詠２句１組（四季
自由、複数組可）
▽費用 １組１千円（郵便局の定
額小為替）
▽申込方法
字詰の原稿用紙に

111

▽会費 月額２千円
▽問合せ 本多
☎０９０（４６１５）５４４７
●社交ダンスサークル「桜会」
（初
心者・中級者）
▽日時 毎週土曜日
午後１時 分～２時 分（初心
者）
、２時 分～３時 分（中
級者）

☎（３８４７）８６０９

＃

祭り髪ゆひし嬰子を背負ひやる
館野タマキ
春一番画鋲が残る掲示板
永田やの
春や春旅の相談早速に
大金ナツ子
雨晴れてこころも軽く春句会
赤坂志げよ
若竹にわれも負けじと稽古せな
高久典久
春うらら船笛四方にこだませり
中村もと子
啓蟄や這っていた児の立ち上がる
山本玲子
梅が香や権現様の獅子頭
黒田令子
花辛夷つぼみが天を見上げをり
富村百合子
舞踏家のラストを演ず春の宵
山崎芳子
▽問合せ 台東区俳句人連盟
会長 渡辺繁義☎（３８７３）５００１

【はーい赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

−

−

−

・

30

30

催しものなど
※「台東デザイナーズビレッジ施
設公開」も同時開催
▽問合せ 台東モノづくりのマチ
づくり協会
☎０７０（５５４１）２０１１
●お冨士さんの植木市
▽日程 ５月 日㈯・ 日㈰、６
月 日㈯・ 日㈰
▽場所 浅間神社周辺
▽問合せ 浅草観光連盟
☎（３８４４）１２２１
●健康は健口から～元気なお口で
ステキな笑顔～
▽日時 ５月 日㈯
午後１時 分～３時
▽場所 永寿総合病院３階多目的
）
ホール（東上野２
人（先着順）
▽定員
▽内容 歯科衛生士による虫歯や
歯周病予防のためのブラッシン
グ指導
▽問合せ 永寿総合病院総務課
☎０７０（６９４０）０７６０
（土・日曜日・祝日を除く午前
時〜正午）
●夏に向けて気をつけたい感染症

15

（千代田区神田和泉町１）

とその対策
▽日時 ５月 日㈯
午後１時 分～２時 分（１時
受付開始）
▽講師 相野田祐介（感染制御部
医長）
▽場所・問合せ 三井記念病院

ふりがな

10

−

30

俳句・住所・氏名・電話番号を

10

−

28

30

11

☎（３８６２）９１１１㈹

21

●えちご長岡・佐渡を満喫する２
日間。錦鯉、雪遊び、えちごの地
酒、おいしい食と伝統の技が上野
に大集合！
▽日時 ５月 日㈯午前 時 分
～午後５時 分、 日㈰午前９
時 分～午後４時
▽場所 上野公園噴水広場
▽問合せ えちご長岡広域観光フ
ェア実行委員会
☎０２５８（３９）２３４４
●知的障害者が育てたさつき販売
▽日時 ５月 日㈬～ 日㈪
午前９時～午後５時（最終日は
３時まで）
▽場所 上野公園噴水広場
▽問合せ 小竹茂文
☎（３８４４）５１３１
●プレミアムフライデー
０から始める日本舞踊
▽日時 ５月 日㈮
午後６時 分（キッズ日舞・親
子可）
、 ７時（健康日舞・足腰

が不安な方可）
▽場所 生涯学習センター４階
▽費用 各 円

▽持ち物 足袋または靴下
▽問合せ 雪の会
☎０８０（５００１）８８１５
●第９回モノマチ
「モノづくりのマチづくり」を
テーマに、工場見学や制作実演・
ワークショップなどのイベントを

開催します。

14

12

28

13

30

11

11

30

30

30

30

34

41

平成29（2017）年 5月5日

30

−

28

10

200

30

30

30

38

FAX

26

25 27

27

−

11

10

28

28

−
23
−
16
30

21

29

FAX

30

27

300

30

24

10

30 20

24

26

15

500

50

30

30

第 1180 号 （8）
広報

