2日 は東京都議会議員選挙
㈰
7月

東京都議会議員の都全域での定数は、127人です。台東区選挙区からは、2人を選出します。
私たちの暮らしをより良くするための大切な選挙ですので、必ず投票しましょう。

「選挙のお知らせ」を郵送
します（６月 日㈮以降）
投票できる方には、
世 帯 全員 分の「 選 挙
のお知らせ」を、世帯
主宛てに郵送します。
投票に行く際は、
投票所を確認して、

ご自分の「選挙のお知らせ」をお
持ちください。お持ちになると、

待ち時間なく投票できます。
※「選挙のお知らせ」が手元にな
くても投票できますので、投票
所の係員にお申し出ください

（受付に時間がかかります）
。

投票日に投票所へ行けな
い方へ

期日前投票をご利用く
ださい

出口

「選挙当日は仕事で忙しい」
「旅
行や買い物の予定がある」など、
当日、投票所へ行けない方は「期
日前投票所」をご利用ください。

入口

投票管理者
投票立会人

▽期日前投票時間 午前８時 分
～午後８時（土・日曜日を含む）

①「選挙のお知らせ」裏面を
記入 「選挙のお知らせ」が
届いたら、裏面の「投票用紙
等請求書」欄に、事前に必要
事項を記入してください。
②期日前投票所で投票 記入
した「選挙のお知らせ」を持
って区内６か所のいずれかの期
日前投票所にお越しください。

旅行などの滞在先でも
投票できます

候補者を選ぶために

お知らせしています。
・選挙公報 ６月 日㈬ごろ、新
聞 紙の朝刊（朝日、読売、毎

・公営ポスター掲示場 区内 か
所の掲示場で、候補者の情報を

193

ームページでも閲覧できます。

ますので、区選挙管理委員会へ
ご連絡ください。
※東京都選挙管理委員会事務局ホ

日、産経、東京、日本経済）に
折り込んでお届けします。新聞
を購読していない方には郵送し

28

区有施設

店舗等

最近、台東区へ転入した
方へ

年３月 日以降に台東区に住
民登録した方は、台東区では投票
できません。前住所地で投票でき
る場合がありますので、投票の可
否については、前住所地の選挙管
理委員会へお問合せください。

料）を持参すると、待ち時間な
く投票できます。

※前住所地で投票する場合、台東
区で請求できる都内在住の証明
書「住民票の写し（選挙用）
」
（無

23

台東区選挙管理委員会事
務局
☎（５２４６）１４６１
（５２４６）１４５９

台東区 選挙

仕事や旅行などで
他の市区町村に滞在
等をする方は、あら
かじめ投票用紙等を
請求しておくと、滞
在地の市区町村選挙管理委員会で
投票できます。
▽投票期間 ６月 日㈯～７月１
日㈯

区役所本庁舎、区民事務所・同分室、
地区センター、台東保健所、生涯
学習センター、図書館 ほか

FAX

※投票用紙等は郵送するため、日
数に余裕をもって請求してくだ
さい。

体の不自由な方・入院
中の方へ

①郵便による不在者投票 ②入
院・入所先での投票ができます。

詳しくは、区ホームページま
たは「広報たいとう号外 選
挙特集号」をご覧ください。

6

●選挙公報の配布場所

29

問合せ

▲「選挙のお知らせ」の封筒

30

●期日前投票所
場所
期間
台東区役所本庁舎1階
6月24日㈯～
（東上野4－5－6）
7月1日㈯
谷中区民館1階（谷中5－6－5）
浅草橋区民館6階
（浅草橋2－8－7）
台東リバーサイドスポーツセン
6月25日㈰～
ター体育館3階（今戸1－1－10）
7月1日㈯
生涯学習センター1階
（西浅草3－25－16）
金杉区民館１階
（下谷3－1－30）

24

区内ファミリーマート、アブアブ
赤札堂（上野4−8−4）、オオゼキ
（雷門2−16−11）、 肉のハナマサ
（根岸4−17−12）
、区内郵便局、
区内地下鉄各線の駅、JR上野駅み
どりの窓口（入口左側）

で 検索

③投票箱に
入れる。

115,242（+571）
人

195,148（+509）
口

23

②記載台で
候補者氏名を
記入する。

世 帯 数
明るい選挙キャラクター
「選挙のめいすいくん」

前月比
住民登録

広報

6/5

● ● ● ● ● ●

①本人確認、
「選挙のお知らせ」を
名簿対照係
かんたん！ 提示し、投票用紙をもらう。
投票用紙交付係

投票の流れ
● ● ● ● ● ●

区の世帯と人口（5月1日現在）
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の投票日です

（6月23日㈮告示）

詳しくは「広報たいとう号外 選挙特集号」をご覧ください。
※6月15日㈭ごろ、新聞6紙の朝刊（朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済）に折り込んでお届けします。選挙公報の配布場所でもお配りしています。

後 期 高 齢 者 医 療 制 度の 加
入 者へジェネ リック 医 薬
品差額通知を送付します

６月下旬または 月中旬に東京
都後期高齢者医療広域連合から送

て価格が安くなっていますが、
有効成分の含有量が同じで、有
効性や品質、安全性が同等の医
薬品です。
※国民健康保険の加入者には 年
３月に同様の通知を送付します。

年度の住民 税（特別区
民 税・都民 税 ）納 税 通 知
書 を６月 ９日 ㈮ に 郵 送 し
ます

住 民 税（ 特 別 区 民 税・都
民 税 ）第 １ 期 分 の 納 期 限
は６月 日㈮です
金融機関やコンビニエンススト

民生委員・児童委員が
変わりました

臨時福祉給付金の申請期限は
６月 日㈮です

▽氏名（担当）
遠藤孝一氏（谷中地区主任児童

ジャーと相談の上、希望施設を
事前に見学してください（見学
施設に要予約）
。

▽申込締切日 ６月 日㈮
※各施設の連絡先等、詳しくは入

所のご案内をご覧になるか左記
へ
▽問合せ 高齢福祉課施設担当
☎（５２４６）１２０５

止となります。

区民館併設の中央図書館浅草橋
分室の空調機更新工事に伴い、工
事期間中（ ～ 月）は騒音・振
動等の発生が予想されます。ご理

浅草橋区民館の利用につ
いて

▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

30

※申込みの際は、家族やケアマネ

解・ご協力をお願いします。
現況届は、受給資格を確認する ▽問合せ 工事については 中央
▽必要な物 介護保険証、過去３
か月分のサービス利用票・サー 大切な届です。手当を受給中の方
図書館☎（５２４６）５９１１
には届出用紙を送付しましたので、 区民館の利用については
ビス利用票別表
必要事項を記入し、６月 日㈮
▽入所のご案内・申込書配布・申
浅草橋区民館
込場所 区役所２階⑤番高齢福祉 （必着）までに返送してください。 ☎（３８５１）４６４６
下記問合せ先でも受付けています。 区民課区民施設係
課、地域包括支援センター
提出がない場合、手当の支給が停
☎（５２４６）１１２３

児童手当・児童育成手当
の現況届をお忘れなく

10

付します。現在処方されている薬
をジェネリック医薬品へ切り替え
た場合、自己負担額がどの程度軽

ア（バーコードが印字されている
委員）
は、左記コール
対象となる可能性がある方で、
ものに限る）
、区役所、区民事務 ▽問合せ 福祉課福祉振興係
センターへ
未申請の方には、世帯ごとに申請
所・同分室で納めてください。
☎（５２４６）１１７２
書を再送しました。給付金の給付
口座振替（自動払込）の方は、
は、今回限りとなり、今後の実施 ▽問合せ 台東区臨時福祉給付金
特 別 養 護 老 人 ホームの入
残高にご注意ください。一括納付
はありません。
コールセンター（土・日曜日・
所 申 込 み を 受 付 け てい ま
をご利用の方は、第１期から第４
▽給付対象 次の全てに該当する
祝日を除く午前８時 分～午後
す（ 年度第２回）
期までの全額が引き落しとなりま
方 ① 年１月１日時点で、台
５
時 分）
すので、
残高の確認をお願いします。 ▽対象 区内在住で、在宅介護を
東区に住民登録がある ② 年
☎（６９１０）２０２１
受けることが困難であり、原則、 度分の特別区民税（均等割）が
引き落しの確認については、預
※ 月 日㈫まで開設
介護保険で要介護３以上と認定
貯金通帳の記帳によりお願いしま
非課税 ③課税されている方の
された方（入院治療の必要な方、 扶養親族等でない ④生活保護
す。
●給付金の給付を装う「振り込め
特別養護老人ホームに入所中の
▽問合せ 税務課税務係
等を受給していない
詐欺」や「個人情報の詐取」にご
方は除く）
☎（５２４６）１１１４
※給付対象に該当し、申請書が手
注意ください
※要介護１ ２で申込む場合は、
元にない方は下記コールセンタ
住民税の納付は便利な口
区や東京都・厚生労働省が、Ａ
申込書裏面の「特養以外での生
ーへ
座振替をご利用ください
ＴＭの操作を求めることは絶対に
活が困難な理由記入書」を記入 ▽給付額 １人１万５千円
ありません。このような事で電話
▽対象施設
▽申請方法 原則、郵送申請
がかかってきたり、不審な郵便物
※区役所３階 会議室でも受付
が届いたら、迷わず最寄りの警察
（消印有効）
▽申請期限 ６月 日㈮
署や、警察相談専用電話（ ☎＃
※申請から支給まで１か月半～２
９１１０）にご連絡ください。
か月程度かかります。
▽問合せ 生活安全推進課
※ＤＶ被害者等、台東区内在住で、
☎（５２４６）１０４４
他の区市町村に住民票がある方
７月 日㈪までに申込むと、第
２期分から口座振替（自動払込）
ができます。
通帳・届出印をお持ちになり、
預金口座振替（自動払込）依頼書
で口座のある金融機関または区役
所３階⑩番税務課・区民事務所・
同分室へお申込みください。
納期眼（８月 日㈭）に指定の
口座から振替をします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

台東芸能文庫の新作の貸
出を開始しました
演劇・落語・漫才・浪曲・レビ
ューなど大衆芸能の中心地である
台東区では、
シリーズ「台
東芸能文庫」を制作し、芸能文化

15

31

減できるかが分かります。
▽対象 生活習慣病等の医薬品が
処方されていて、薬代が一定額
以上軽減されると見込まれる方
※ジェネリック医薬品とは、先発
医薬品の特許期間終了後に製造
されるため、先発医薬品と比べ

区議会 議長・副議長、監 査 委
員が決まりました

30

の記録・保存・活用を図っていま
す。今回は、其の十四「浪曲師
国本武春」
、其の十五「落語家
柳家さん喬」を制作し、中央図書
館で貸し出しを開始しました。ぜ
ひご覧ください。

302

30

12

30

28

30

次の方は送付されません。①
▽問合せ
住民税の全額が給与から引き落と
・通知については、ジェネリック
される方（特別徴収） ② 前年の
医薬品通知サポートデスク（６
月下旬～７月 日㈪、 月中旬 合計所得金額が 万円以下の障害
～ 年１月 日㈬の土・日曜日・ 者・ 未 成 年 者・ 寡 婦・ 寡 夫 ③
祝日を除く午前９時～午後５時） 前年の合計所得金額が次の金額以
下の方
☎０１２０ ５２７９８４
・その他については、台東区国民 ・扶養親族のいない方
万円
万円×人
健康保険課後期高齢者医療係
・扶養親族のいる方
数（控除対象配偶者＋扶養親族
☎（５２４６）１２５４
＋１）＋ 万円
▽納期限 第１期は６月 日㈮、
第２期は８月 日㈭、第３期は
月 日㈫、第４期は 年１月
５月 日に開かれた区議会臨
日㈬
時会で、議長・副議長の選出と
▽
納
付場所 金融機関、コンビニ
議会選出の監査委員の選任同意
エンスストア（納付書にバーコ
が行われ、次のとおり決まりま
ードがついている場合）
、区役
した（敬称略）
。
所、区民事務所・同分室
▽議長
▽納税相談 特別な事情で納期限
歳
河野純之佐
までに納められないときは、お
（たいとうフロンティア）
早めにご相談ください。
蔵前２ ８
▽
減
免申請 生活保護を受けてい
▽副議長
る、災害に遭ったなど特別な事
歳
望月元美
由で納税が困難となり、減免を
（台東区議会自由民主党）
希望する方は、納期限の７日前
鳥越２ ８ ９
までに申請してください。
▽年金からの特別徴収 ４月１日
現在 歳以上で、前年に公的年
金等所得がある方は、老齢基礎

下谷２

10

▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

30

29

・

区外契約特別養護老人ホーム
区立特別養護老人ホーム
施設名
所在地
施設名
所在地
浅草
浅草4－26－2
白楽荘
多摩市
谷中
谷中2－17－20
みずほ園
西多摩郡
三ノ輪
三ノ輪1－27－11
瑞穂町
良友園
蔵前
蔵前2－11－7
ひのでホーム
西多摩郡
台東
台東1－25－5
清快園 （新清快園） 日の出町
千束
千束3－28－13
第2カントリービラ青梅
民間特別養護老人ホーム
青梅愛弘園
青梅市
施設名
所在地
成蹊園
浅草ほうらい 清川2－14－7
福楽園
あきる野
フレスコ浅草 浅草5－33－7
市
和敬園
橋場すみれ園 橋場1－1－10

125

☎（５２４６）１１０７〜９

11

21

年金等から住民税が控除されま
す。
※地方税の臨時特例法により、平
成 年度までは、住民税の均等
割額は４千円（特別区民税３千
円、都民税１千円）から５千円
（特別区民税３千 円、都民税
１千 円）になります。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５
納税の相談は収納課

10

30

28

30

31

35

30

35

500

201

▽監査委員
歳
松尾伸子
（台東区議会公明党）

36

31

31

31

－
24
－
11
－
304
18

65

500

－

－

61

49 －
10

52 －
－

18

５月 日に開かれた同臨時会
で、丸山幸秀委員の退任に伴う
選任同意が行われ、区監査委員
に新たに就任しました
（敬称略）
。
▽区監査委員
歳（新任）
大場賢一
大場賢一 区監査委員

D
V
D

31

29

31 10

35

30

12

区監査委員が決まりました

平成29（2017）年 6月5日

河野純之佐 議長
望月元美 副議長
松尾伸子 監査委員

第 1182 号 （2）
広報

【家庭の省エネヒント】エアコンは「30分運転・5分停止」（間欠運転）を5回繰り返した場合、連続運転した場合よりも、消費電力量が約3割多くなります。電
源の頻繁なオンオフを控え、省エネに繋げましょう。（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246−1281〉

広報

（3） 平成29（2017）年 6月5日

第 1182 号

工場・指定作業場に関する主な申請・届出内容
事由
工場

指定作業場

新設するとき（移転を含む）

設置認可申請

設置届

建物、施設に変更があるとき

変更認可申請

変更届

名称、代表者等の変更があったとき

氏名等変更届

譲り受け、相続等地位を承継したとき

承継届

廃止したとき

廃止届

可）に、必要な税資料を添えて
左記問合せ先へ郵送か持参
宅期間が１年以上あれば対象
※対象期間内での７日以内のショ

▽日時 ６月 日㈫
午前 時～午後４時
▽場所 区役所正面玄関前

30

出てください。
また、事故（自損事故含む）に
遭ったら、必ず左記問合せ先まで

28

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

12

10

笑って 元 気 教 室「 漫 才 と
体操」

▽日時 ７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 うたじ、青空ピー介・プ

ー子
▽場所・申込み・問合せ
千束健康増進センター
☎（５６０３）００８５

６月 は 蚊 の 防 除 対 策 と 強
化月間です

40

ートステイを除く
※福祉用具の貸与は介護保険サー
ビスに含む

付担当（区役所２階③番）
☎（５２４６）１２４９

雇 用 や 就 業 に 関 する 相 談
を行っています

▽日時 月・火・木・金曜日（祝

日を除く）午前 時～午後５時
▽対象 就業相談は、原則、区内

在住か在勤・在学の就職活動で
お悩みの方。雇用相談は、区内
の企業または個人事業主で、求
人活動や人事採用でお悩みの方。
▽相談時間 原則１人１回 分
※就職先をあっせんするものでは
ありません。
▽場所・申込み・問合せ 産業振
興課（区役所９階⑤番）
☎（５２４６）１１５２
90

10

30

※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ
▽問合せ 児童保育課保育相談係

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

交通事故など第三者から受けた
けがなどの医療費は、加害者（相

3,420円
（水色）

▽支給額 年間 万円
▽申込み・問合せ 介護保険課給

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

31

10

（区役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４

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

届け出てください。担当者が事故
の状況などを伺った上で、必要な
書類（被害届など）をご案内しま
すので、事故日から 日以内に提
出してください。

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

30

月１日 ㈰から事 業 系 有
料ごみ処理券の料 金 が変
わります

現行料金 改定後料金
（色）
（色）

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

券種

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

10

手方）が過失割合に応じて負担し
ますが、届け出により後期高齢者
医療で保険診療を受けることがで

4月3～20日 6月上旬

※交通事故の場合、事故証明書が
必要となりますので、必ず警察
署に届け出てください。

1～3月分

3月上旬

▽問合せ 国民健康保険課後期高
齢者医療係（区役所２階⑮番）
☎（５２４６）１２５４

10～12月分 1月5～22日

認 証 保 育 所の 保 育 料 を 助
成しています

7～9月分 10月3～20日 12月上旬

外国人観光客の受け入れ
に便利なパンフレットを
ご利用ください

廃棄するか、穴
をあける

7月3～20日 9月上旬

▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１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

古タイヤ

4～6月分

外国人観光客向けマナー啓発パ
ンフレットと、外国人観光客向け
おもてなしコミュニケーションＭ
ＡＰができました。
利用を希望する方は、左記へお
問合せください。

スイレン鉢、 メダカなどを飼
消火用水槽な うか、週に一度
水を取り替える
ど

助成対象月 申込期間（必着）交付時期

雨が降ると水たまりが多くなり、
蚊が発生しやすくなります。都で
は６月を
「蚊の発生防止強化月間」
とし、対策を呼びかけています。
蚊に刺されないためには、網戸を
設置したり、幼虫（ボウフラ）の
発生源となる水たまりをなくすこ
とが効果的です。幼虫は、約１～
２週間で成虫になります。左表を
参考に家の周りを点検し、蚊の発
生原因をなくしましょう。
また、屋外の蚊が多くいる場所
で活動する場合は、できるだけ肌
を露出せず、虫よけ剤を使用する
など、蚊に刺されないよう注意し
てください。保健所では、チラシ

バケツ、植木 片付けるか裏返
鉢の受皿など す

▽問合せ 観光課おもてなし担当
☎（５２４６）１４４７

詰まった雨ど 詰まりを取り除
い
く

やパンフレットを配布しています
ので、ぜひご利用ください。

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４５５

対策

家 族 介 護 慰 労 金を 支 給 し
ます

▽対象 次の全てに該当する方を
介護している家族 ①要介護４

献血にご協力を

病気やけがで血液を必要とする
多くの方のために、献血への温か

いご理解とご協力をお願いします。

健 康

または５の方で、介護保険サー
ビスを利用せずに在宅での生活
期間が１年以上 ②介護を受け
ている本人とその介護者が、介
護保険料を滞納していない ③
②の方を含む世帯全員が住民税
非課税
※３か月以上継続して入院してい
た場合は、入院期間の前後で在
発生場所

空き缶、空き 缶、ビンなどを
ビンなど
片付ける

表1

▽対象 児童と保護者が同一世帯
で区内に在住し、認証保育所と
月極入所契約をしている保護者
▽助成対象月・申込期間・交付時
期 左表１のとおり

5,000円未満
5,000円以上10,000円未満
10,000円以上15,000円未満
15,000円以上20,000円未満
20,000円以上25,000円未満
25,000円以上30,000円未満
30,000円以上35,000円未満
35,000円以上40,000円未満
40,000円以上

助成金額
（月額）
助成なし
5,000円
10,000円
15,000円
20,000円
25,000円
30,000円
35,000円
40,000円

▽助成額 左表２のとおり（認証
保育所の保育料と、認可保育園

保育料差額（月額）

の保育料差額で計算）

▽申込方法 申請書・請求書（区
ホームページからダウンロード

表2

場所 浅草

●土壌汚染調査等の届出 対象 ①工場・指定作業場
寺境内（雨天時は浅草公会堂） 演目 （能）吉野天人
を設置し、有害物質（規則で定める27物質）を取
天人揃 観世喜正、
（狂言）萩大名 山本泰太郎、
（能）
り扱い、または取り扱ったことのある方 ②3,000
猩々乱 坂真太郎 入場料（全席指定）S席5,000円、
平方メートル以上の敷地内において土地の改変を行
A席4,000円※未就学児の入場不可
う方 届出等 ①工場・指定作業場を廃止し、または
●入場券 販売開始日時 7月12日㈬午前10時
販売場所 チケットぴあ（☎0570－02－9999、Pコー
主要な部分を除却しようとする時は、有害物質の使
ド457－591）
、浅草公会堂、区役所9階④番文化振興
用履歴を調査し、必要に応じて廃止等の30日前ま
課、下記財団事務局
でに土壌汚染状況調査を行い、届出。土壌や地下水
●台東薪能ワークショップ
「詳解！！今年の見どころ」
の汚染が認められた場合は、土壌汚染の拡散防止措
日時 7月19日㈬午後6時30分～8時30分 場所 生涯学
置が必要 ②3,000平方メートル以上の敷地内にお
習センター3階301研修室 対象 区内在住か在勤・在
いて土地の改変を行う方は、東京都の指導に従って
学の方 定員 80人（抽選） 講師 坂真太郎氏（能楽師
①と同様の調査等が必要 ③有害物質取扱事業者が
観世流） 申込方法 往復はがきに「ワークショップ希
土壌を汚染したことで、人の健康に被害を生じた時
望」
・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・
か、その恐れがある場合には直ちに区および東京都
性別・電話番号・参加希望人数を書
いて下記問合せ先へ 申込締切日 6
に報告が必要
月30日㈮（必着）
対象
●井戸設置者
動力を用いる全ての揚水施設
◆以降、上記記事の共通項目◆
（一戸建ての住宅において家事用途のみに供するも
問合せ 〒110－0004 台東区下谷1－
のは、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設）
2－11 （公財）台東区芸術文化財団
届出・報告 ①井戸を設置する方は地下水揚水施設設
「台東薪能」担当☎（5828）7591 ▲能「吉野天人」
置届出書 ②井戸を設置している方は地下水揚水量
報告書（前年にくみ上げた井戸水の量）
●野焼きや小型焼却炉の使用禁止 野焼きや小型焼
却炉（火床面積0.5平方メートル未満で、焼却能力が
毎時50キログラム未満の焼却炉）で廃棄物等を焼却
することは条例で禁止されています（伝統行事や学
校教育上必要な焼却等は除く）
。
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 台東区環境課☎（5246）1282 土壌汚染調査
等の届出の②は東京都環境局化学物質対策課土壌地
下水汚染対策担当☎（5388）3495
きます。この場合、自己負担分を
除いた医療費を東京都後期高齢者
医療広域連合が一時立替え、後で
加害者（相手方）に請求します。

●化学物質を取り扱う事業者 対象 工場・指定作業
場を設置し、特に適正な管理を必要とする化学物質
（規則で定める59物質）を単独で年間100キログラム
以上取り扱う事業者 報告・提出 ①前年度の適正管理
化学物質ごとの使用量等を区に報告（6月末まで）
②従業員が21人以上の事業場は、化学物質管理方法
書を作成し区へ提出※ガソリン・灯油中の対象化学
物質の含有率と給油所における排出係数が変更され
ました。変更された排出係数に基づく報告をお願い
します。届出書作成について、詳しくは東京都環境
局ホームページの「化学物質適正管理作成届出の手
引き」をご覧ください。

日時 9月5日㈫午後5時開場、5時45分開演

交 通 事 故などに遭ったと
き の 医 療 費 につい て ～ 後
期高齢者医療制度～

●工場・指定作業場の設置者 対象 工場・指定作業場
を新たに設置・変更する方 工場とは 次のいずれかに
該当する、物品の製造や加工、作業を常時行う事業場
①作業の種類に関係なく合計2.2キロワット以上の原動
機を使用する事業場 ②合計0.75キロワット以上、2.2
キロワット未満の原動機を使用する14項目の事業場
③原動機の動力数に関係なく43項目の事業場
指定作業場とは 自動車駐車場（収容能力20台以上）
、ガ
ソリンスタンド、ボイラー（伝熱面積5平方メートル以上
のもの、ガスを燃料とする場合は伝熱面積10平方メート
ル以上）等32種類の作業場 必要な届出 下表のとおり

診療を受ける際には、医療機関に
事故による受診であることを申し

台東区発足70周年記念事業
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）に基づく
「第38回 台東薪能（たきぎのう）」
申請・届出をお忘れなく

10

20

【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〉

広報

30

指・爪を洗う。左右
５回こする。
7

指の間を洗う。５回
こする。
8

手首を洗う。左右５
回こする。

環境ふれあい館まつり2017
「模擬店」
「マイバッグキャンペーン」
「スペシャルクイズツアー」のほか、
「つくってみよう！マイエコ」等の催しが行われます。さまざまな催しや
体験を通して、地球にやさしい暮らしを一緒に考えましょう。
日時 6月24日㈯・25日㈰午前10時～午後5時（25日は4時30分まで）
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり☎（3866）8098

期間中いつでも体験できるもの
内容 模擬店、包丁・はさみ砥ぎ実演（有料）
、野菜市場、掘り出し物セール、マイバ

ッグキャンペーン、本のかえっこ、エコまわるんさがし、まわるんナゾときツアー、
かぶり物で記念撮影コーナー、お手玉をつくろう！（先着50人）
、お手玉で遊ぼう！、
ごみ分別クイズ、隅田川の生き物を調べてみよう、としょかんクイズ ほか

時間を固定して行うもの
・見てみよう！清掃車のしくみ（随時受付） 日時 24日㈯・25日㈰午前11時、午
後1時、2時（各15分程度）※小雨決行・荒天中止
・スケルトン清掃車と写真を撮ろう 日時 24日㈯・25日㈰午前10時～午後3時の
間で「見てみよう！清掃車のしくみ」実施時間以外 定員 各100人（先着順）
・無農薬野菜の畑クイズツアー 日時 25日㈰ 午前10時45分、11時、11時15分、
11時30分、11時45分（各10分程度）※雨天中止 定員 各15人（先着順）
・つくってみよう！マイエコ（①傘生地でつくるアームカバー ②染ムラのある手拭
いを利用したのれんづくり ③プルトップと端布〈はぎれ〉で作るワニ？ヤモリ？
④毛糸ボランティアに参加しよう）
、学習ゲーム（各随時受付） 日時 24日㈯・25日
㈰午前10時30分～午後0時30分、1時30分～4時30分※24日㈯の受付は4時、
25日㈰は3時30分まで 費用 ①100円 ②100円 ③④無料
・女性の健康情報コーナークイズ 日時 24日㈯午前10時30分～午後4時30分
・リサイクルクイズ 日時 25日㈰午前10時～午後4時30分
・ビオトープ探検ツアー 日時 24日㈯・25日㈰午後2時、2時20分（各10分程度）
定員 各15人（先着順）
・ビンゴ大会（①すごい生き物編 ②おいしい食べ物編） 日程 ①24日㈯ ②25日
㈰ 時間 午後3時～3時30分 定員 各50人（先着順）
・プチ・エコ工作（パスケース作り） 日時 24日㈯・25日㈰午前10時～正午
・るん♪るん♪まわるんぬりえコーナー 日時 24日㈯午前10時〜午後4時30分
・にゃんそーじとごみの分別に挑戦！ 日時 24日㈯午前10時15分〜午後4時30分
・古代からの贈り物 けいそう土で小物をつくろう！（随時受付） 日時 25日㈰午前
10時～午後3時
・サシェ（香り袋）を作ってみよう！ 日時 25日㈰午前10時～午後3時※材料がな
くなり次第終了
・リサイクル自転車抽選会 日時 24日㈯・25日㈰午後3時45分 対象 エコポイント
で抽選に応募した方・随時受付（受付は3時15分まで） 費用 500円（防犯登録料・
当選者のみ）
・伝統工芸体験コーナー（すだれのコースター、銀のしおり） 日時 25日㈰午前10
時30分～午後3時※材料がなくなり次第終了 対象 小学3年生以上
費用 子供100円、大人（高校生以上）500円

親指を洗う。左右５
回こする。
9

水でよくすすぐ。15
秒以上！

きれいなタオル、ハ
ンカチでふく。

21

▽定員 ６人（先着順）
▽相談医 アレルギー専門医
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課予防担当

ウェルシュ菌は、大鍋の煮込み料理の中で、熱に強
い芽胞となって生き残り、ゆっくり冷めていく間に食
中毒の原因となる毒素を産生します。
・前日調理は避け、加熱調理したものはなるべく早く
食べましょう。
・やむを得ず保管するときは、すぐに小分けし、急速
に冷却しましょう。

☎（３８４７）９４９２

【カレーやシチュー、煮物などはウェルシュ菌に
要注意！】

知って 得 す る！ 在 宅 ケ ア
教室

6

▽日時 ６月 日㈬
午後３時～４時

5

手の甲を洗う。５回
こする。

☎（３８７６）１００１㈹

4

手のひらを洗う。５
回こする。

▽講師 台東病院看護部職員
▽テーマ オムツ交換のポイント
▽場所・問合せ 台東病院

手を水でぬらし、石
けんをつける。

センター前）
▽申込方法 受診チケット裏面記

3

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。

2

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１

1

29

30

10

ぜ ん 息 や ア ト ピ ー 等、ア
レルギーの専門相談

トイレの後・調理前は２回洗いで食中毒予防！

▽日時 ６月 日㈭午後１時 分
～４時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所６階研修室

O157など細菌性の食中毒予防は
75℃以上で1分以上の加熱が有効です

▽対象 区内在住の方

都内では、平成28年にカンピロバクター（※）によ
る食中毒が33件発生し、ノロウイルスに次ぐ、第2位
の発生件数となっています。台東区内でも3件発生し
ました。
（※）普段は鶏・牛などの家畜の腸内にいる
細菌です。食肉処理時（肉に加工されるまでの過程）
に、これらの肉に付着することがあります。
●主な原因食品
・鳥の刺身やたたきなどの生肉料理
・焼き鳥や白レバーなどの加熱不足の肉料理
●予防方法
・生肉だけでなく、肉を生焼けで食べることも危険で
す。カンピロバクター以外にも、腸管出血性大腸菌
（O157等）が肉の内部まで潜んでいる可能性があり
ますので、中心までよく加熱して食べましょう。
・お店などで肉料理を食べる時も、十分加熱してある
ものを食べましょう。
・カンピロバクターは、少ない菌数で食中毒を起こし
ます。新鮮な肉であっても安全ではありませんので
ご注意ください。

乳 が ん 検 診 を 受 け ま しょ
う

【肉の生食による食中毒にご用心！】

・トイレの後や調理の前には、必ず石けんで手を洗
いましょう。２回洗うと効果的です。
・包丁、まな板は肉用、魚用、野菜用と分けましょう。
●増やさない
・冷凍庫内は－15℃以下、冷蔵庫内は5℃以下に保
ち、食品の詰め方は全体の7割程度にしましょう。
・料理中の食品は、粗熱を取ったらすぐに冷蔵庫へ
入れましょう。
●やっつける
・包丁、まな板、布巾などは洗剤で洗い、しっかり
すすいでから、熱湯や漂白剤で消毒しましょう。
・食品
（特に肉）
は中心までしっかりと火を通しましょう。

40

対象者には、受診チケットを送
付しました。

台東保健所生活衛生課食品衛生担当
☎（3847）9466

第 1182 号 （4）

▽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

問合せ

ー、浅草病院、東京都予防医学
協会、検診車（区役所正面玄関
前、台東リバーサイドスポーツ

食中毒を予防しましょう！【細菌を予防する３つのポイント！】
●つけない

▽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
医療センター、鶯谷健診センタ

平成29（2017）年 6月5日

6月23～29日は男女共同参画週間です
男女平等推進プラザ
問合せ （生涯学習センター4階）
☎（5246）5816

あなたは個性と能力を
十分に発揮できていますか

パネル展を開催します
▷期間 6月23日㈮～29日㈭
▷場所 生涯学習センター1階アトリウム

台東区男女平等推進基本条例
区では、誰もが自分らしく生きる男女平

男女共同参画社会とは、家庭・地域・職

等社会の実現を目指して、
27年1月に「台

場・学校などで、男女が互いにその人権

東区男女平等推進基本条例」を施行しま

を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、

した。この条例は、区民・事業者の皆さ

性別にかかわりなく、その個性と能力を

んとともに、より暮らしやすく働きやす

十分に発揮できる社会です。そこで、
「男

い台東区の実現に向けた基本的な事項を

女共同参画社会基本法」公布・施行日の

定めています。※詳しくは、
区ホームペー

6月23日から1週間を「男女共同参画週

ジをご覧ください。

間」とし、男女共同参画社会基本法の目
的や基本理念について、理解を深めるこ

男女平等推進団体登録制度

とを目指しています。この機会に、自分

男女共同参画社会の実現を目指し活動す

自身を見つめ直し、より自分を大切にす

る団体への支援を目的に、男女平等推進

ると同時に、相手を尊重するにはどうし

団体の登録制度があります。登録すると、

たら良いかなど、日々の暮らしの中で考

企画室の優先予約や使用料減額、団体

えてみませんか。

ロッカーの使用など特典を受けられます。

男女平等推進プラザ「はばたき21」
生涯学習センターの4階にある、男女平等社会を実現するための区の拠点施設です。
区民の学習・研修の場として、情報提供や相談事業のほか、男女平等の視点で活動
している個人や団体の活動・交流支援など、男女共同参画社会づくりを進めるさま
ざまな活動を行っています。

●はばたき21相談室
こころと生きかたなんでも相談
（要予約）
内容

女性弁護士による法律相談
（要予約）

女性カウンセラーによる、自分の生き
女性弁護士による、離婚や親権・相続
方や人間関係・家族・子育てなどに関
などに関する法律相談
する相談

火・土曜日午前10時～午後4時
相談日時
第2水曜日午後1時～4時
水・木曜日午後5時～9時
（1回50分
第3木曜日午前10時～午後1時
※火・土曜日は託児（1歳以上の未就
以内）
第4火曜日午後4時～7時
学児）あり
相談方法 面接（女性のみ）、電話（どなたでも）

面接（女性のみ）

男女平等推進プラザ☎（5246）5819
申込み
※日曜日、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
問合せ
※法律相談の予約は、相談日の属する月の1日から受付

【男女平等推進プラザ 情報誌編集委員募集】▷対象 区内在住か在勤・在学の方 ▷活動内容 情報誌「はばたき21通信」の企画・編集
20日㈫※詳しくは、区ホームページをご覧になるか右記へ〈台東区男女平等推進プラザ☎5246－5816〉

▷申込締切日

6月

広報

▽申込方法 風しん抗体価を証明

するものを左記問合せ先へ持参

－
20
－

分） ☎（３８３３）８４０７
・鶯谷健診センター（根岸２
、土・日曜日・祝日を除く
午前９時～午後５時）

30

31

◆以降、右記記事の共通項目◆

時 分～４時 分）
☎（５８２４）３５４０

７月９日

－
19

－
19

歯と口の健康週間

絵・ポスター・標語の入選者決まる
歯と口の健康週間にちなんだ絵・ポ
スター・標語を募集したところ、3,337
点の応募があり、歯科医師会などで審
査をした結果、絵・ポスター146点、
標語238点が入選しました。上位入選
者は次のとおりです（敬称略）
。
◆絵・ポスター（小学生の部）
区長賞 山口玉愛（大正小6年）
、宇
田川真生（浅草小6年）
教育委員会賞 餅谷莉久（根岸小3年）
、
藤井智也（蔵前小3年）
歯科医師会長賞 工藤希和（大正小6
年）
、髙橋夕綺（千束小1年）
◆標語（中学生の部）
区長賞 食べ物の おいしさ伝わる
じょうぶな歯 大島美月（桜橋中1年）
教育委員会賞 だいじょうぶ 本当は
やさしい 歯医者さん 鈴木蒼志（駒
形中2年）

歯科医師会長賞 気にしよう 歯の
色、歯ならび、歯肉炎、知らないまま
が 一番こわい 齊藤優（御徒町台
東中1年）
、三分間 毎日戦え 虫歯バ
スター 小林叶芽（御徒町台東中2年）
◆標語（一般の部）
区長賞 歯科検診、健康ファースト、
最優先 堀越記子（東浅草）
保健所長賞 ひざの上 みがく乳歯
親ごころ 戸田キヨ子（根岸）
歯科医師会長賞 歳かさね、歯の有
り難さ、身にしみる 笠原美津江（清
川）
、掛かりつけ 歯科医は健康パー
トナー 三浦康至（浅草）
学務課保健給食係
☎（5246）1413
台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449

問合せ

防注射および１年以内に混合ワ
クチンを接種 ③犬の健康状態
に問題がなく（内・外部寄生虫、
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、威嚇したり、咬傷
事故を起こしたことがない ④
エリアを利用する家族全員で参
加
頭分（先着順）
▽定員
▽内容 エリア内でのマナーや知
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

申込むか、電話で左記問合せ先
へ
▽申込締切日 ７月５日㈬

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

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４３７

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
中～地面まで約 センチメート
ル以内） ②今年度の狂犬病予

７月２日

、日
・浅草病院（今戸２
曜日・祝日を除く午前９時～午

６月 日

ス課☎（３８４７）９４８１

６月 日

台東保健所
浅草保健相談センター☎（3844）8171
事業名
3・4か月児健康診査 11 ･ 27日午後1時15分～1 21 ･ 26日
（平成29年3月生）
時45分☎（3847）9447
午後1時15分～2時
（平成27年12月生）
（平成27年12月1日～24日生）
1歳6か月児健康診査 13日午後1時15分～2時
19日午後1時～2時15分
☎（3847）9447
２歳児歯科健康診査 26日午前9時～10時
（予約制）
☎(3847)9449
18日午後1時～1時45分
３歳児健康診査
12日午後1時15分～2時15分
（平成26年6月生）
☎（3847）9447
25日（個別）
11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 19日 (個別)午前9時30分～10時30分
☎（3847）9497
27日 (集団)午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
14日午後1時～2時
（予約制）
☎（3847）9449
4 ･ 26日午後1時30分～2時 6 ･ 20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
5日午後2時30分～4時、
こころの健康相談
3・24日午後1時15分～2時45分
19日午後1時30分～3時、
区内在住・在勤の方
12日午前10時30分～正午
27日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに)
☎（3844）8171
☎（3847）9497
発達障害個別相談
10日午前9時30分～11時30 24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
12 ･ 26日午後1時～2時30分
（予約制）
☎（3843）5751
7 ･ 24日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、11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

－
26
－
15

30

30

7月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

7月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

40

風 し ん 抗 体 検 査・風 し ん
予 防 接 種の 費 用 を 助 成 し
ます

６月 日

15

50

１ 年 に １ 度、 胃・ 肺・ 大
腸がん検診を受診しま
しょう（要予約）

６月４日

医療
情報

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）

16

第２回ペットコミュニティ
エリア適正利用講習会

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 梅澤医院
千束2－20－2
（3872）8230
内科 谷中クリニック
谷中3－13－10
（3823）1261
西浅草2－12－8 関戸BLDG2階（3843）8567
歯科 関戸歯科医院
薬局 はるか薬局
千束2－19－2
（5824）8921
薬局 みなと薬局
谷中3－13－8
（3824）9325
今戸1－3－13 さくらコーポ201（3876）3818 11 －
内科 おのだ医院
内科 織田消化器科クリニック 下谷3－7－2
（3871）0822
－
台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
歯科
11
（3872）6676
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
薬局 米山薬局
下谷3－8－9
（3872）3381
（5824）9090 30
内科 加藤メディカルクリニック 浅草7－3－8
内科 尾泉医院
入谷2－25－2 1階
（3873）1375
松が谷2－27－12
（3842）8148
18 歯科 八木下歯科医院
薬局 アトム調剤薬局
浅草7－6－4 矢澤ビル1階（6802）3673
薬局 めぐみ薬局
入谷2－25－3
（5603）1193
内科 菊嶋クリニック
蔵前3－13－13 NRビル3階（3851）3281
上野桜木1－10－11 地下1階（3827）8401
内科 桜木内科クリニック
（3874）6433
25 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
－
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11
（5842）1454 －
10
内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1－10－6 富田ビル1階（5822）5563
内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761
歯科 庄司歯科医院
西浅草3－20－8
（3844）2168
薬局 コーセイ浅草橋薬局
浅草橋1－25－10
（3865）5322
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
内科 浅草第一診療所
浅草4－33－7
（3872）8617
内科 かとう医院
根岸3－12－14
（5603）7161
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－33－7
（5603）5002
40
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
（3872）5349

月日

19

▽期間
年３月 日まで
妊娠初期に風しんに感染すると、 ▽実施場所 区内協力医療機関
生まれてくる子供が先天性風しん

19

16

☎（３８７３）９１９０
５
・区立台東病院（千束３
土・日曜日・祝日を除く午後１

後５時、土曜日は正午まで）
☎（３８７６）１７１１
▽問合せ 台東保健所保健サービ

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。

第 1182 号

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

▽対象 区内在住の 歳以上の方
（喀たん検査は 歳以上、条件
あり）

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

症候群という病気を引き起こす恐
れがあります。今後、子供の出産
を考えている方は、抗体検査およ
び予防接種をお勧めします。

●風しん抗体検査
▽対象 区内在住で次の全てに該
当する方 ①受診日現在 歳以
上で妊娠を希望 ②今まで風し

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 ７月 日㈰
午後１時～４時
▽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

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

▽内容 胃部・胸部Ｘ線検査（胃
・肺）
、喀たん検査（一定条件
者・肺）
、便潜血検査（検便・
大腸）
※大腸がん（便潜血検査）検診は、
医療機関の空き状況により受診
できない場合があります。
▽場所・申込み・問合せ
・永寿総合健診・予防医療センタ
ー（東上野３ ３ ３ プラチ
ナビル２階、土・日曜日・祝日
を除く午前 時～午後４時

6・7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/

んにかかったことがなく、風し
ん抗体検査や風しん・麻しん風
しん混合（ＭＲ）予防接種を受
けたことがない
▽申込方法 電話か直接下記問合
せ先へ
●風しん予防接種
▽対象 区内在住で次の全てに該
当する方 ①接種日現在 歳以
上で妊娠を希望 ②抗体検査で
風しん抗体価がＨＩ法で 倍以
下、ＥＩＡ法で８ ０未満
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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4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4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4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4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5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5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5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5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4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全5回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全5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①7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、6月20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

【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
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など
世界遺産区民講座①「世界文化
遺産・国立西洋美術館と上野の
建築」 ②「国立西洋美術館と
そのコレクション、収集と展示
の実際」
（講演会）

第 1182 号
氏名・電話番号を電話かファックスで下記

朝倉彫塑館から

問合せ先へ

●特集「ふるさとへの

援センター（松が谷福祉会館内）

想い」 豊後大野市（旧

☎（3842）2672

朝地町）との友好都市

FAX （3842）2674

孤育てから個育ちへ 心が楽に
なる表現アートセラピー

提携30周年を記念し
て、故郷とゆかりのあ

初心者のためのパソコン相談会

場所・問合せ 障害者自立支

日時 7月8日㈯、8月19日㈯、9月9日㈯午
前10時、11時（各50分） 場所 生涯学習

センター※ノートパソコンをお持ちの方は
持参

申込方法 氏名・電話番号・相談内

容を電話か電子メールで下記申込（問合

る作品を特集展示しま

離婚や別居など、なんらかの理由で、ひと

せ）先へ※予約優先、相談利用月の前月か

す。

りで家事・育児・仕事を担っている方のた

ら受付

日時 ①7月14日㈮午後7時30分～8時30

～8月27日㈰

めのグループワークです。 日時 7月8日

ィア虹の会

分 ②7月22日㈯午後1時～2時

●ギャラリートーク

㈯・29日㈯、8月19日㈯（全3回）午後1

jp

立西洋美術館講堂（上野公園7－7）

学芸員が、展示作品な ▲瀧廉太郎像

時30分～3時30分

☎（5246）5821

対象 中学生以上の方

どの見どころを紹介します。

対象 全日程参加できる方

日時 6月21日㈬午後2時（30分程度）

着順） 講師 上谷和美氏（心理セラピスト）

場所 国

定員 各100人（抽

選、区内在住か在勤・在学の方優先）

期間 6月9日 ㈮

場所 生涯学習センター
定員 12人（先

相談受付団体・申込み ITボランテ
Eメール itniji@yahoo.co.

問合せ 台東区生涯学習課

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

講師 ①米山勇氏（江戸東京博物館研究員）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 講座名・氏名・電話番号、託児（1

②川瀬佑介氏（国立西洋美術館主任研究員）

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

歳以上の未就学児、小学生は応相談）希
望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

日時 7月11日㈫午前10時15分～午後3時

望日（①か②、両日も可）
・参加者全員の

の場合は翌日） 入館料 一般500円、小中

直接下記問合せ先へ※汚れてもよく動きや

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、

高生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

すい服装で参加

場所 生涯学習センター 対象 乳幼児と保護
者 内容 保育士による歌・手遊び、育児・

申込方法 往復はがき（1枚2人まで）に希

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所
在地を書いて下記問合せ先へ
（電子申請可）
申込締切日時 7月3日㈪午後5時（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所都市交

場所・問合せ 朝倉彫塑館

申込開始日 6月8日㈭

託児の申込締切日 7月1日㈯

☎（3821）4549

たいとう音頭ダンスコンテスト
日時 8月20日 ㈰

●第2回革小物手作

☎（5246）1193

午前9時30分

り教室「パスケース

場所 生涯学習セ

か靴ベラキーホル

期間 6月16日㈮～9月20日㈬

栄養・健康・保育園に関する相談ほか
問合せ 石浜橋場こども園☎（3873）6887

浅草橋保育園☎（3866）0321

産業研修センターの催し

流課「世界遺産区民講座」担当

台東区発足70周年記念事業
中央図書館企画展「台東区博物
館ことはじめ」

問合せ 男女

平等推進プラザ☎（5246）5816

坂本保育園☎（3873）4287
玉姫保育園☎（3872）5364

図書館のこども室から

ンターミレニアム

ダー」 日時 7月22

●あかちゃんえほんタイム 日時 7月7日

ホール

日 ㈯ 午 後1時30分

㈮午前10時15分、11時

対象 区内在住か

～3時30分

の平成28年1月7日～29年1月6日生まれ

在学の小学生以上の方、区内のダンスス

対象 区内在住か在勤・在学の小学5年生以

の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

上の方※小学生は保護者同伴 定員 10人
（抽選） 講師 上川美希氏（浅草ものづくり

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

対象 区内在住

場所 中央図書館2階郷土・資料調査室

クールの生徒等

●トーク・イベント「台東区の博物館」

ャンル※音頭以外も可

日時 7月8日㈯午後2時～4時

部門（チーム人数）小学生の部、中学生・

工房） 費用 1,000円（勤労者サービスセ

※申込みは保護者に限る、中央図書館では

高校生の部、成人の部（各部門とも、1

ンター会員は500円） 申込締切日 7月1

受付しません

チームあたり5～10人程度）

日㈯（必着）

ども家庭支援センター☎（3841）4631

●第1回CADステップアップ講座 入門

●読み聞かせ講習会（初級） 日時 6月27

習センター

場所 生涯学

内容・講師 「江戸の物産会

から明治の博覧会へ」平野恵（中央図書
館専門員）
、
「台東区の博物館―朝倉彫塑

ダンススタイル オールジ

応募書類配布場所 区役所4階⑧番総務課、

会場とも同内容

申込開始日 6月20日㈫

場所・申込み・問合せ 寿子

館を中心に―」戸張泰子（朝倉彫塑館研

区民事務所・同分室、地区センター等

講座程度の操作ができる方や同程度の操作

日㈫・7月4日㈫（全2回）午前9時30分

究員） 定員 50人（抽選） 申込方法 往復

※区ホームページからダウンロード可

ができる方を対象とした実践的な講座で

～11時30分 場所 生涯学習センター

はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名

申込締切日 7月21日㈮

す。 日時 8月1日㈫・2日㈬（全2回）午

対象 これから読み聞かせの活動を始めた

・電話番号を書いて下記問合せ先へ（区

問合せ 総務課☎（5246）1052

後6時15分～8時45分

「第10回したまちコメディ映画
祭in台 東 」PRイ ベ ント「 ま ち

対象 区内在住か
在勤で全日程受講可能な方 定員 4人（抽

い・始める予定の初心者で、全日程参加で

ホームページから申込可）

選） 講師 渡辺豊氏 費用 3,000円（2回
分） 申込締切日 7月11日㈫（必着）

を連れての参加は不可 定員 20人（先着

申込締切日時 6月28日㈬午後5時（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－8621

中央図書館郷土担

当☎（5246）5911

ワ イ ア ー ド

ホ

テ

ル

かど映画会in WIRED HOTEL
ア

サ

ク

サ

ASAKUSA」

江戸下町伝統工芸館から
●江戸下町伝統工芸館20周年記念感謝祭
日時 7月8日㈯・9日㈰午前10時～午後5時
場所 江戸下町伝統工芸館

職人の実演、手作り体験（当日受付）
、即
時入札会（ライブオークション）
、展示型

順） 講師 児玉ひろ美氏（JPIC読書アド

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

バイザー） 申込方法 中央図書館こどもと

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

しょしつで配布する申込用紙で申込むか電

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

話で下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地

申込開始日 6月13日㈫

を書いて下記問合せ先へ

館児童担当☎（5246）5911

場所・問合せ 〒111－0023

内容 伝統工芸

きる方※以前同講習会に参加した方、子供

台東区橋場

問合せ 中央図書

●石浜図書館えいがとおはなし会「ペネロ

1－36－2 産業研修センター

ペ、プールであそぶ」ほか

☎（3872）6780

日㈬午前10時30分～11時、午後3時30

日時 6月21

分～４時 対象 幼児～小学校低学年(親子

シルバー人材センターの催し

オークション（6月20日㈫〜7月31日㈪）
、

Ⓒ2015「したまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

クイズ（正解者には記念品を差し上げま

日時 6月24日㈯午後6時開場、6時30分開

●①「iPadでできること」 ②「Android

す）

演（予約優先・先着順） 場所 WIRED HO

でできること」 日時（全3回） ①7月3日

☎（3876）0854

●職人工房の見学・体験・お買いものスタ

TEL ASAKUSA1階「ZAKBARAN（ザ

㈪・6日㈭・10日㈪ ②7月11日㈫・14

●根岸図書館えいがとおはなし会 日本の

ンプラリー 区内工房でスタンプを集めた

ックバラン）
」
（浅草2－16－2「浅草九倶

日㈮・18日㈫ 時間 午前10時～正午

むかしばなし「花さか爺さん」ほか

方に、上記感謝祭で記念品を差し上げま

楽部」内） 上演作品 したまちコメディ大

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

日時 6月28日㈬午前10時45分～11時30

す。 期間 7月7日㈮まで※参加工房等、

賞グランプリ2作品「女子！読み切り！コ

分） 持ち物 タブレット

分、午後3時30分～4時15分

詳しくは区ホームページをご覧になるか下

ミックワールド!」
「君の瞳に恋してる」

がき（1人1枚）に催し名（①か②）
・住所

社会教育館ホール

記へ

※詳しくは、映画祭公式ホームページをご

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合

学年 定員 各60人（先着順）
問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 産業振興課☎（5246）1131

目指せ検定博士！「第8回台東
区子供歴史・文化検定」
問題は、
「台東区歴史・文化テキスト」か

申込方法 往復は

覧ください。 費用 1,000円 問合せ「し

せ先へ

たまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 7

事務局（文化振興課内）☎（5246）1328

月5日㈬・20日㈭午前10時～11時、11

フラワ ー アレ ン ジ メント 教 室
「ブーケ作り」

ら出題します。 日時 8月27日㈰午後2時

日時 6月28日㈬午前

～2時45分

10時 ～ 正 午

場所 生涯学習センター

での参加可） 定員 各60人（先着順）

対象

時～正午 定員 各5人（抽選）

場所・問合せ 石浜図書館

場所 根岸

対象 幼児～小学校低

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

日時 7月8日㈯午前9時45分～11時45分

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

※本がなくなり次第終了

相談内容を書いて下記問合せ先へ

教育館ホール 問合せ 根岸図書館

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所 根岸社会

☎（3876）2101

対象 区内在住か在学で学校受検未実施校

区内在住で身体障害

対象 区内在住の原則60歳以上の方

または未実施学年の小学5年～中学生

者手帳か愛の手帳
（4

申込締切日 6月20日㈫（必着）※募集数

申込方法 区内小中学生は学校を通じて申

度程度）をお持ちの

に達しない場合、6月21日㈬以降に電話

込み、それ以外の方は電話で下記問合せ先

方 定員 10人（先着
順） 講師 中川氏（フローリストモア）

で受付

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

1階台東アートギャラリー

費用 800円（材料費） 申込方法 教室名・

センター☎（3864）3338

展示作品 「うつつまぼろし」伊東春香氏、

へ

申込締切日 6月26日㈪

学習課☎（5246）5828

問合せ 生涯

場所・問合せ 〒111－0056

台

台東アートギャラリーに台東区
長賞作品等を展示します
期間 6月11日㈰～7月7日㈮

場所 区役所

【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 6月5日
「Defing Gravity 」山崎裕乃氏

第 1182 号 （6）

午前9時～正午（水深60センチメートル）
、
毎週日曜日・祝日午前9時～正午（水深80

問合せ 文化振興課☎（5246）1153

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「大人向けエコ工作」
日時 第3土曜日（月1回）午後3時～4時

※内容等、詳しくは下記へ
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環

境学習室☎（3866）2011

センチメートル）※浮き輪等も利用可
場所・問合せ 柳北スポーツプラザ

☎（3865）2614

問合せ スポーツ振興

課☎（5246）5853

●展示替えのため臨時休館します

在住か在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

期間 6月26日㈪～29日㈭

※託児あり（2歳以上の未就学児・5人）

●講演と朗読の集い 日時 7月9日㈰午後

講師 森田満樹氏（
〈一社〉Food Commun
ication Compass） 申込方法 講座名・

講師 講演は武井和人氏（埼玉大学人文社会

住所・氏名・年齢・電話番号・ファックス

科学研究科教授・副学長）
、朗読は田中泰

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

子氏（朗読家） 費用 1,000円（当日支払
・別途入館料が必要） 入館料 一般300

を電話かファックスで下記問合せ先へ（電

ポーツセンター第1競技場 定員 区内在住

円、小中高生100円

担当☎（5246）1144

か在勤・在学の方

き（1人1枚）に催し名・住所・氏名（ふ

ラジオ体操指導者講習会
午後6時30分

場所 台東リバーサイドス
定員 200人（先着順）

申込方法 往復はが

日程 ①6月28日㈬ ②7月10日㈪

持ち物 運動できる服装、室内履き

りがな）
・年齢・電話番号を書いて下記問

時間 午後2時～4時

講師 多胡肇氏（NHKテレビラジオ体操講

合せ先へ※複数名の記入、往復はがきでな

師） 費用 500円（4回分・登録料）

いものは無効

業者（事業を検討中の方を含む）
、区内在

申込方法 当日現地で申込み

印有効）

住か在勤の方 定員 各50人（先着順）

ーツ振興課☎（5246）5853

ター

場所 生涯学習セン

対象 主に区内飲食・宿泊業等の事

申込方法 希望日（①か②、両日も可）
・氏名

・電話番号を電話かファックスで下記問合

日時 7月12日㈬午後2時～3時

30分 場所 生涯学習センター 対象 区内

1時30分（2時間程度） 定員 60人（抽選）

日時 6月22～30日の木・金曜日（全4回）

ムスリム・ウェルカム講習会「ム
スリム旅行者へのおもてなし」

えます。

一葉記念館から

問合せ スポ

スポーツひろば

せ先へ 問合せ 観光課☎（5246）1447

●浅草中バレーボール体験教室 日時 6月

FAX （5246）1515

19日㈪午後7時～8時45分（6時50分開

申込締切日 6月20日㈫（消

◆ 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

たいとうやまびこ塾「九星気学」

子申請可） 問合せ くらしの相談課消費者
FAX （5246）1139

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」
日程 ①6月20日㈫ ②7月18日㈫ 時間 午
後1時～4時（受付は3時まで） 場所 ①区

役所10階会議室 ②5階会議室 対象 区内
に空き家等を所有している方 定員 各3組
（1組60分程度・先着順・予約優先）※予
約に空きがあれば当日受付可 相談員 宅地

場） 場所 浅草中学校4階体育館

日時 7月6～20日の木曜日（全3回）午後2

申込方法 当日直接会場へ

時～4時

●根岸小バドミントン初心者教室 日時 7

内在住か在勤・在学の15歳以上の方

月5～26日の水曜日（全4回）午後7時～

定員 15人（抽選） 講師 水野冨士氏（学習

9時（6時50分開場） 場所 根岸小学校3階

支援ボランティア） 申込方法 往復はがき

日時 7月8日㈯午後1時～4時

日時 7月6日㈭午後6時30分～9時

体育館 定員 25人（先着順）

に催し名・住所・氏名（ふりがな）
・電話

住か在勤・在学の中学生以上の方

場所 区役所10階会議室

申込期間 6月12日㈪～30日㈮

番号を書いて下記問合せ先へ

30人（先着順） 内容 台東区の防災対策に

外国語ができなくても大丈夫！
外国人とのコミュニケーション
のための日本語講座（初歩編）
〜まずはやさしい日本語で〜
対象 区内在住か

在勤・在学の方 定員 40人（先着順）

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 住所・氏名（ふりがな）
・電話番

号、在勤（学）の方は勤務先名（学校名・

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

学年）を電話かはがきで下記問合せ先へ

初心者※子供を連れての参加不可、学校行

※区ホームページから申込可

事等により変更・中止の場合あり

申込締切日 6月30日㈮（消印有効）

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

問合せ 〒110－8615

タオル※バドミントンはラケット（貸出し

台東区役所区民課

協働・多文化共生係☎（5246）1126

桜橋・わんぱくトライアスロン
2017
日時 8月27日㈰午前10時受付開始、正午
開会式（小雨決行） 場所 隅田公園（桜橋

周辺） 対象 区内在住か在学の小学4～6年
生 内容 水泳（100メートル）
、自転車（3

場所 生涯学習センター

対象 区

申込締切日 6月19日㈪（必着） 問合せ 〒

災害ボランティア入門講座
対象 区内在
定員

ついて、災害時の避難行動について考える
ワークショップほか

課学習館☎（5246）5812

・氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤務

隅田公園サクラ再生事業
①講演会 ②現地説明会

申込方法 職業・住所

先（学校）名・所在地を電話かファックス
または電子メールで下記問合せ先へ
申込締切日 6月30日㈮
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

問合せ スポーツ振興課（生涯学習セ

FAX （3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ンター5階、土・日曜日・祝日を除く午前

成年後見制度連続講座「私の『も
しも』を考える」

9時～午後5時）☎（5246）5853
●体育館工事に伴い、金竜小学校の小・中
学生向けスポーツひろばの実施場所を一時
変更します

申込み・問合せ 住宅課☎（5246）1468

111－8621 生涯学習センター生涯学習

あり）※更衣室なし、保険は各自任意で加
入

建物取引士・建築士ほか

日程 ①7月6日㈭ ②20日㈭ ③27日㈭

日程・場所 剣道は7月10・

時間 午後2時～4時 対象 区内在住か在勤
・在学の方 定員 各40人（先着順）

24・31日、8月28日の月曜日（全4回）
・

日程 ①7月1日㈯

キロメートル）
、マラソン（2キロメートル）

たなかスポーツプラザ体育館、空手道は7

時（1時間程度） 場所 ①台東区民会館8階

テーマ ①エンディングノートの活用術

を連続して行い、時間を競う（正規の大会

・8月の毎週火曜日・千束社会教育館ホー

②隅田公園公園管理事務所前 定員 各80

任意後見制度と遺言 ③法定後見制度

を縮小） 費用 1,000円（保険料含む）

ル 問合せ スポーツ振興課

人（先着順） 講師 和田博幸氏（
〈公財〉日

講師 ①二村祐輔氏（日本葬祭アカデミー教

☎（5246）5853

本花の会） 申込締切日 6月23日㈮

申込方法 下記問合せ先、区民事務所・同分

室、小学校等で配布する申込書に記入し、
6月23日㈮までに費用を郵便局で払込み
問合せ 台東リバーサイドスポーツセンター

☎（3872）3181

柳北スポーツプラザ屋内プール
をご利用ください

奏楽堂日本歌曲コンクール
入賞記念コンサート

②15日㈯ 時間 午前10

申込み・問合せ 公園課☎（5246）1324

認知症サポーター養成講座

日時 7月22日㈯午後2時30分開場、3時開
演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

日時 6月27日㈫午後6時～７時30分

ル

在勤・在学の方 定員 80人（先着順）

演目 第28回歌唱部門入賞者の歌唱、
第24回作曲部門入賞作品の演奏 出演 コ

場所 区役所10階会議室

対象 区内在住か

講師 地域包括支援センター職員

②

務研究室代表） ②小池勝雅氏（浅草公証
役場公証人） ③鳥居理英子氏（社会福祉
士） 場所・申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会☎（5828）7507

傾聴ボランティア入門講座
日時 7月14～28日の金曜日（全3回）午
前9時30分～正午 対象 区内在住か在勤・

ンクール上位入賞者 入場料 3,000円（全

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

席自由）※未就学児の入場不可

ファックスまたは電子メールで下記問合せ

在学で傾聴を初めて学ぶ方 定員 30人
（先
着順） 講師 澤村直樹氏 申込方法 住所・

入場券 下記問合せ先で販売

先へ 問合せ 介護予防・地域支援課

氏名・年齢・電話番号を電話かファックス

問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

☎（5246）1225

または電子メールで下記問合せ先へ

☎（5826）7125

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「オペラ・指揮」
日時 7月27日㈭午後１時30分開場、2時開

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.tok

yo.jp

認知症高齢者を介護する家族の
こころのケア相談（予約制）

申込締切日 7月7日㈮

場所・問合せ 台東

区社会福祉協議会☎（3847）7065
FAX （3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

NPOのための個別相談

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

日時 第1・3水曜日午後2時～4時（1人50

時～9時（土・日曜日・祝日は午前9時から）

ル 出演 東京藝術大学音楽学部学生・院生

分程度） 対象 高齢者本人または介護して

日程 労務相談は7月26日㈬、会計・税務

※6月19日㈪〜7月14日㈮の月〜金曜日

ほか 入場券 500円※当日会場で1時30分

いる家族が区内在住の方 定員 各2人（先

相談は7月28日㈮、法律相談は7月31日㈪

は学校利用のため午後5時から

から販売、未就学児の入場不可

着順） 相談員 臨床心理士

時間 午後2時～4時

休館日 第1月曜日（祝日の場合は翌日）

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

申込締切日時 相談日1週間前の午前11時

非営利団体 定員 各2組（先着順）

往復はがきに「オペラ・指揮」
・希望人数（2

場所・申込み・問合せ 介護予防・地域支援

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

期間 6月8日㈭～9月30日㈯

時間 午後1

費用（1時間）大人（15歳以上）250円、

子供（14歳以下）100円

人まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤の

減額利用料（1時間） 高齢者（65歳以上）

120円、障害者は無料※初めて利用する方

方は勤務先名を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 6月19日㈪（必着） 問合せ 〒

は、身体障害者手帳・登録申請が必要

110－0004 台東区下谷1－2－11 旧東

利用方法 利用は個人のみ、1階受付の券売

京音楽学校奏楽堂仮事務所

機で利用券を購入

☎（5826）7125

親子の時間 毎週土曜日

課（区役所2階⑥番）☎（5246）1225

くらしに役立つ講座「食品のか
しこい選び方～食品表示を見て
みよう～」
食品表示とともに、食品ロスについても考

対象 区内で活動する

名・電話番号を電話かファックスまたは電
子メールで下記問合せ先へ
各開催日の1週間前

申込締切日

場所・問合せ 台東区

社会福祉協議会☎（3847）7065
FAX （3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

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。

平成29（2017）年 6月5日

●英会話サークル「フェニック
あいさつ

川柳

41

▽申込方法 「第 回公開講座参
加希望」
・参加者全員の氏名・
ス」
（発音・挨拶から会話へ）
▽日時 毎週木曜日
午後１時 分～４時
▽場所 根岸社会教育館ほか
▽会費 月額４千円、
入会金１千円
▽問合せ 高橋
（午後７時～ 時）
☎（３８４５）１２６９

in

代表者の住所・氏名・電話番号
を電子メールか往復はがきで左
記問合せ先へ
▽申込締切日 ６月 日㈮（消印
有効）
８６７７
▽場所・問合せ 〒
都立
文京区本駒込３
駒込病院 がん拠点事務局

初枝
貴之
智子
ゆうこ
忠雄
徹高
えり子
勲
竹町子
黎子

台東川柳人連盟

おはようとスイングしてるチューリップ
納得のいくまで測る風呂上り
また一人昭和だんだん遠くなる
搾られて搾り出しても出ない智恵
黙祷がいつまで続く同期会
満月を仏と見立て願かける
悔いはないボロ雑巾の独り言
約束を邪魔するように雨が降る
ささやかな手土産持って孫がくる
慰めた孫が今では慰める

10

34

10

10

10

−

19

23

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

●マジック同好会「カッター」
（初
心者からのテーブルマジック）
▽日時 第２ ４木曜日

Ｅメール
午後６時 分～８時 分
koukaikouza@ci
▽場所 生涯学習センターほか
ck.jp
●８月 日㈯開催〜第 回「浅草
サンバカーニバル」サポーターズ
募集〜
▽特典（１口につき） 当日の招
待席（サポーターズシート）の
招待券１枚、浅草サンバオリジ
ナルグッズ
▽募集口数
口（抽選）
▽協賛金額 １口６千 円
※パレード中止の場合も協賛金は
返還しません。
▽申込方法 往復はがきに郵便番
ふりがな
号・住所・氏名・年齢・電話番
号・希望口数を書いて左記問合
せ先へ
▽申込締切日 ７月 日㈭（必着）
００３２ 台東
▽問合せ 〒
ＲＯＸ５階
区浅草１
（浅草商店連合会内）第 回浅
草サンバサポーターズ事務局
☎（３８４７）００３８（土・
日曜日・祝日を除く午前 時～
午後６時）

会 員 募 集

▽会費 月額２千円、
入会金１千円 ▽講座名・日時
・書類作成セミナー
▽問合せ 小倉
７月５日㈬・ 日㈬午前 時
☎０９０（４７４３）３２７８
●社交ダンスサークル「朝顔ダン ・面接対策セミナー
７月 日㈬・ 日㈬午前 時
ス会」
（初心者・高齢者歓迎）
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
▽日時 毎週水曜日
以下で全日程参加できる方）
午後６時～９時
７月３日㈪・４日㈫・ 日㈪・
▽場所 浅草橋区民館ほか
日㈫（全４回）午後１時
▽会費 月額３千円、
入会金２千円
▽場所・申込み・問合せ ハロー
▽問合せ 坂入
ワーク上野
☎０８０（３２７７）７６０１
＃
☎（３８４７）８６０９
おわびと訂正
●東京都下水道局から
５月 日号８面の「会員募集」 ・浸水への備えをお願いします
に掲載の左記記事の「日程」に誤
近年多く発生している集中豪雨
りがありました。正しくは左記の などにより、下水道が整備された
通りです。おわびして訂正します。 地域でも浸水被害が起こっていま
訂正については左記へお問合せく す。豪雨に備え、各家庭でも浸水
ださい。
への備えをお願いします。
▽問合せ 台東区広報課
また、降雨情報を下水道局ホー
☎️
（５２４６）１０２１
ムページでお知らせしています。
●地域密着型国際派フラッグフッ ・ワンデーイベント 蔵前 下水
トボールチームＡＧＴ浅草ゴロゴ 道を体験しよう
ロサンダース（５歳～小学５年生） ▽日時 ６月 日㈮午前 時～午
後３時 分（雨天中止）
▽日程 金曜日午後６時 分～８
時、日曜日午前８時～ 時 分 ▽場所 東京都下水道局蔵前庁舎
▽場所 区内小学校ほか
敷地内（蔵前２ １ ８）
▽内容 下水道施設の見学、下水
▽会費 月額２千円（１家族）
道管更生の実演、起震車体験
▽問合せ ロミ髙橋
ほか
☎０７０（５５５９）６３３９
▽問合せ 東京都下水道局北部下
水道事務所
☎（５８２０）４３５２
11

19

☎（３８２３）２１０１㈹

11

30

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）

うなぎやの歴史がとろり垂れの壺
気がつけばスマホ熱中読書ゼロ
紫陽花も雨よまだかと青い顔
仙人がドローンに化けて俯瞰する
息詰めてテレビ視聴の刑事もの
軒先のやさしさもらう花の道
街角のリクルート達目にとまる
その先が聞きたくお茶を入れ替える
噂するその当人がやってくる
今年また芽が出て気付くチューリップ
こだわりの母エプロンが染みだらけ
▽問合せ 台東川柳人連盟
内田博柳 ☎（５８２７）２１３９

美智子
明光
隆
光子
澄子
清子
啓子
多美子
慶子
三枝
愛子

【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

・びわ湖 長浜曳山まつり東京

人（先着順）
円

36

30

10 30

26

●上野金杉吟詠会（漢詩・和歌・
新体詩を発音の基礎から練習）
▽日時 第１ ３土曜日
午後６時～８時
▽場所 金杉区民館下谷分館ほか
▽会費 月額３千円
▽問合せ 加藤
☎０８０（３５２３）１２３９

20

36

500

ユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた「長浜曳山祭」の子ども歌舞
伎を、伝統芸能の殿堂である国立

▽日時 ６月 日㈯
午前 時～ 時
▽場所 台東区民会館８階第一会
議室
▽定員
▽費用

▽問合せ 中田
☎０５０（７１２２）９７３８
●第 回市民公開講座「わかりや
すい抗がん剤治療」
▽日時 ７月 日㈯
午後２時～４時
▽定員
人（抽選）
▽講師 下山達（腫瘍内科医長）

12

30

劇場で公演します。
▽日時 ７月９日㈰
午後２時～４時 分
▽場所 国立劇場（千代田区隼町
４ １）
▽費用（協賛金） ３千円
▽前売券 ローソンの端末、国立
劇場で販売
都市連携協定を記念して、区内在
住の方を抽選で 人ご招待
▽招待日時 ７月９日㈰
午前 時～午後０時 分
※申込方法等、詳しくは台東区ホ
ームページをご覧ください。
▽問合せ 長浜市役所歴史遺産課
伊藤
☎０７４９（６５）６５１０
●気軽に学べる身近な金融経済学
～生活に直結する、お得な知識・
雑学～
40

催しものなど

ォーラムを開催します。
▽日時 ６月 日㈰
午後１時 分～４時
▽場所 上野区民館 集会室
▽講師 菊池健策氏（東京文化財
研究所客員研究員）
、中島誠一
氏（元長浜市曳山博物館長）
▽問合せ 長浜城歴史博物館 秀
平
☎０７４９（６３）４６１１

て実施される子ども歌舞伎東京公
演に先がけて、曳山祭の魅力と祭
りによる地域活性化を題材に、フ

●相続・不動産・空き家について
の無料相談会（要予約）
▽日時 ６月 日㈮午後１時～５
時（１組１時間程度）
▽場所 生涯学習センター３階
会議室
▽対象 区内在住の方、区内に土
地や建物を所有している方
組（先着順）
▽定員
▽申込締切日 ６月 日㈭
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人日
本地主家主協会
☎（３３２０）６２８１
●台東区連携協定都市 滋賀県長
浜市から
・フォーラム「ユネスコ無形文化
ひきやま
（無料・
遺産長浜曳山祭の魅力」
申込不要）
子ども歌舞伎がきらびやかな曳
山で演じられる「長浜曳山祭」が、
昨年 月にユネスコ無形文化遺産
に登録されました。これを記念し
303
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