催しものなど

※未就学児は要相談
▽問合せ 中田
☎０９０（５３４５）０１１８
●ゆかたの着付けを楽しみません
か

会 員 募 集

●フラダンス「ハイビスカス会」
（初心者歓迎・無料体験可）

災の標的を倒すまでの時間と、迅

駐車場内（蔵前２ １ ８）
▽問合せ 浅草消防署警防課

速で確実な行動を競います。
▽日時 ７月９日㈰
午後１時～３時

後７時～８時 分 ②水曜日午
後１時 分～２時 分 ③水曜
日午後７時～８時 分
▽場所 寿区民館ほか

☎（３８４７）０１１９㈹
●人権身の上相談所（無料・秘密
厳守）

▽日時（各月４回） ①月曜日午

▽会費 月額各５千円
やまがた
▽問合せ 山縣
☎０９０（７１７７）８８４９

▽場所 東京都下水道局蔵前庁舎

●カラオケ「なかよし歌謡同好会」

午後６時 分～８時 分
▽場所 台東一丁目区民館ほか

▽場所 西武池袋本店７階「お客
様相談コーナー」
（豊島区南池
１）
袋１
▽相談内容
・人権問題（近隣関係・プライバ
シー問題・ＤＶ・セクハラ・い
やがらせなど）
・子供の人権問題（いじめ・体罰
・不登校など）
・その他さまざまな悩みごと
▽問合せ 東京法務局人権擁護部
第三課☎（５２１３）１２３４㈹
の実施について
●時差 Biz
都は、快適な通勤を体感して
いただく快適通勤ムーブメント
」を左記の期間実施し
「時差 Biz
」ホ
ます。詳しくは、
「 時差 Biz
ームページをご覧ください。
▽期間 ７月 日㈫～ 日㈫
運
▽問合せ 東京都主催時差 Biz
営事務局☎（３４７９）０２５４

−

▽日時 ７月６日㈭
午後１時 分～４時
▽場所 社会教育センター
▽会費 ２千円
▽問合せ 学びの市場 福田
☎（５８２７）４６５１

▽日時 ７月６日㈭・７日㈮午前
時 分～午後４時（受付は３
時まで・事前予約可）

●ＪＫＡワールドオープンけん玉 ▽日時 火・金曜日（各月２回）
午後１時～４時
フェスタ２０１７
世界けん玉道選手権大会をご覧 ▽場所 浅草橋区民館ほか
●少林寺拳法初心者体験（無料） になれるほか、
小学生けん玉大会・ ▽会費 月額各３千 円
▽日時 ７月３日㈪・ 日㈪
けん玉教室
（当日受付）
も行います。 入会金３千円
午後７時～８時
※小学生けん玉大会は参加費 円 ▽問合せ 中尾
▽場所 検査センター１階集会室
☎０９０（３４７１）６３５０
が必要
こ うじ ゅか い
）
（北上野１ ８ ８）
●香寿会（日本舞踊「藤間流」
▽日時 ７月 日㈯
▽対象 小学１年生以上の方
午前 時～午後５時
▽日時 毎週日曜日
▽場所 台東リバーサイドスポー
午後１時～５時
ツセンター第一競技場
▽場所 寿区民館ほか
▽問合せ （公社）日本けん玉協
▽会費 実費（会場費）
会
▽問合せ 島本
☎（６２７３）７７６６
☎０９０（９０１３）８４０９
●ウオーキングと読書「グーの会」
▽日時 第３火曜日
午後６時～８時
たの
●愉しいサークル①「英語」 ②
※ウオーキングは月１〜２回
「韓国語」 ③「中国語」会話（未
▽場所 上野区民館ほか
経験者歓迎・初回は無料体験可）
▽会費 年額２千円
▽日時 ①②毎週金曜日午後６時
▽問合せ 千葉
分 ③毎週水曜日午後６時
☎０７０（６６５０）４６９０
分
●カラオケ「台東カルチャー・ク
▽場所 生涯学習センターほか
ラブ」
（初心者歓迎）
▽日時 火曜日（月３回）
▽会費（各１回） ①１千円 ②
１千 円 ③２千円
▽問合せ ＮＰＯ法人ＳＢＳ・Ｓ
ＢＳきずな事務局

▽会費 月額２千円
▽問合せ 大石
☎（３８５１）４３４３

（土・日曜日・祝日を除く午前
９時 分～午後６時 分）

【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。
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●浅草消防団可搬ポンプ操法審査
会「創設 周年記念大会」
指揮者以下５人１組で、可搬ポ
ンプからホース３本を延ばして火
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FAX

7月1・9～31日 ※9～28日は上記のとおり放送時間を変更します 16～22日※上記のとおり放送時間を変更します
Ａ ●世界遺産のあるまち台東区（20分）
●ニュースたいとう（20分）
B
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●台東区の安全安心のために生活安全推進課の取組
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ （14分）
C
2～8日
●旧作品 認知症チェックリスト（6分） 午前7時54分
Ａ 23～29日 ※23～28日は上記のとおり放送時間を変更します
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分 ●三島神社例大祭（14分）
B
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●したまちコメディ映画祭2016グランプリ作品＆
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ 2017したコメ告知CM（14分）
●旧作品 立志式に携わる中学生と区長との語る会（20分） B
午前9時34分（23～28日は午前7時34分）
C ●旧作品 見たい知りたい文化財 発掘！寛永寺本坊跡part-1
●旧作品 第39回 隅田川花火大会（20分）
特別編成 7日 再 8日 正午～午後5時
（6分）
午前9時48分（23～28日は午前7時48分）
●台東区議会 平成29年 第2回定例会 一般質問
●旧作品 見たい知りたい文化財 発掘！寛永寺本坊跡part-2
9～15日※上記のとおり放送時間を変更します
（6分）
午前9時54分（23～28日は午前7時54分）
●建築物の耐震化に伴う耐震診断等の助成制度につい
30日～8月5日
B
て (6分）
B
●環境ふれあい館まつり2017（14分）
●皮革産業資料館紹介番組（14分）
午前7時26分
●台東区の伝統工芸（6分）
午前9時34分
C
●台東区指定保養施設等利用案内番組（20分）
●旧作品 台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業
◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。 認定制度 (14分)
C
▷問合せ 広報課CATV担当
●旧作品 見たい知りたい文化財 発掘！寛永寺本坊
☎（5246）1041
跡part-3（6分）
午前9時54分
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500

☎０９０（３０４８）９２７６
●カラオケ「浅草歌謡同好会」
▽日時 金曜日（月３回）午後２
時～４時、土曜日（月２回）午
前 時〜正午
▽場所 千束社会教育館ほか
▽会費 月額各３千円
▽問合せ 倉田
☎（３８５６）１５２２

この下は広告欄です。

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

放送時間のご案内
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時台と午後5時台と午後9時台
※9～28日は放送時間を下記のとおり変更します
A 午前7時 B 午前7時20分 C 午前7時40分《再放送》同じ日のそれぞれ午後5時台と午後9時台と午後11時台

30

30

70

30

10

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が６月１日に開催され、

7・8月の区役所 制作番組案内

11ch

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。
台東区基本構想策定審議会委員
の推薦について ほか９件

平成29（2017）年 6月20日

−
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