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区の世帯と人口（6月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,367（+125）

人

195,266（+118）

口
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子ども家庭支援センターは、安心して子供を産み、育てる環境づくりを目指しています。
地域の子育て支援の拠点として、さまざまな活動を行っています。
親子で遊んだり、同じ立場の方と話をしたり、互いに支え合う仲間づくりの場にもなっています。
お気軽にお越しください。

同年代の子供と遊べて
安心できます！

講師と一緒に
「親子で体育遊び1.2.3!」

同じ悩みを持つ方との
つながりができて、
心配事が
解決できます！

★ ★ ★ ★ 総合相談・情報提供「子育て相談」★ ★ ★ ★

★★

子育てに関する不安や悩みなどの相談に応じています。気軽にご相談ください。
▷日時 月～土曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～午後5時
▷対象 0～18歳未満の子供と保護者、関係者
▷相談方法 面談（要予約）
、電話、ファックス、電子メールで受付

誰でも気軽に利用できる場で、親子で遊んだり、他の人たちと話をしたり、ゆっ
くり過ごすことができます。赤ちゃんコーナーもあります。
▷日時 月～土曜日（祝日・年末年始を除く）午前10時～午後4時
▷対象 0～3歳の子供と保護者

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」
▷所在地・問合せ 日本堤2－25－8
☎（5824）2535 FAX （3873）2617
Eメール nihondutsumi-nikoniko@
jcom.home.ne.jp
▷相談 ☎（5824）2571

遊びと情報交換の場の提供「あそびひろば」 ★ ★

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」
▷所在地・問合せ 台東1－25－5
☎（3834）4577 FAX （3834）4426
Eメール taito-wakuwaku@jcom.
home.ne.jp

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
▷所在地・問合せ 寿1－10－10
☎（3841）4631 FAX （3841）4643
Eメール kotobuki-nobinobi@jcom.
home.ne.jp

区内在住の親子向けに、楽しく遊べるイベントも行っています。
※詳しくは6面をご覧ください。
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お知らせします 台東区 の 財政状況
平成28年度予算下半期執行状況（29年3月31日現在）
※内容は一部を除き29年3月31日現在のもので、最終的な決算額と異なります。

各会計の執行状況

※千円単位を四捨五入

一般会計

総務費

28年度の一般会計の当初予算は、968億円を計上し
ました。その後、上野「文化の杜」新構想推進、東京都
知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙、認可保育所の
誘致などの経費を加えるため、
予算の補正を行いました。
さらに、27年度から繰り越した年金生活者等支援臨時
福祉給付金などの予算も含めると、最終的に総額997億
1,903万円となっています。
予算額

収入済額

収入率

938億
6,245万円

94.1％

収入済額内訳

収入率

997億1,903万円
予算額内訳
299億円

98.9％

国・都支出金

292億
7,828万円

270億
4,005万円

92.4％

特別区税

208億
1,033万円

188億
2,667万円

90.5％

地方消費税交付金

54億
1,267万円

54億
8,661万円

101.4％

その他 (※2)

143億
1,775万円

129億
4,054万円

90.4％

997億1,903万円
予算額内訳

支出済額内訳 執行率

教育費

398億
367億
6,277万円 2,516万円

165億
143億
7,116万円 6,882万円

区民負担の概要
29年3月31日現在の特別区民税の課税額は、181億
1,004万円で、これを区民1人当たり、1世帯当たりの負
担額として計算すると、およそ次のようになります。
1人当たりの負担額

歳入

特別区債現在高

歳出

予算額

歳入

132億
145億
支出済額
8,610万円
2,868万円
収入率
95.3%
執行率
87.2%

●老人保健施設会計 予算額は1億5,498万円となっています。
収入済額
収入率

97.2%

執行率

88.7%

土地

440,643.92平方メートル

1,135億9,169万円

建物

463,100.54平方メートル

1,125億2,333万円

工作物及び
立木竹

―

87億8,227万円

基金

―

440億8,642万円

出資による
権利

―

108億6,698万円

動産

―

102億7,134万円

合計

―

3,001億2,203万円

英語版観光情報サイト
「Ｖｉｓｉｔ Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃ ＴＯＫＹＯ」を開
設しました

区 内 の 観 光ス
ポット、イベント、

グ ル メ、 宿 泊、
文化体験情報等
のコンテンツと、ネイティブスタ
ッフが毎週区内の新着観光情報を

500

配信します。
▽問合せ 観光課

31

価格

※土地には、道路敷を含まない
※出資による権利・動産は28年3月31日現在

☎（５２４６）１１５１

10

13億4,487万円 136億4,657万円

数量

台東区民の意識調査にご
協力ください

区では、皆さんの区政に対する
要望や意向を幅広く調査し、区政
運営に反映させるために区民意識
調査を隔年で実施しています。対
象となった方には、７月上旬に調
査票を郵送し、後日、区職員また
は区が委託する調査委託機関の調
査員が調査票の回収に伺います。
▽期間 ７月 日㈪～ 日㈪
▽対象 無作為に抽出した区内在
住の満 歳以上の方・１千 人
▽調査委託機関 ㈱都市ネット
▽問合せ 広報課広聴担当
☎（５２４６）１０２３
20

0円

種類

歳出

1億
1億
支出済額
3,753万円
5,063万円

償還額

29年３月31日
現在高

区有財産の状況

歳出

歳入

発行額

149億9,144万円

収入済額

予算額

28年10月から29年3月ま
での増減額

28年9月30日
現在高

歳出
42億
44億
支出済額
収入済額
9,746万円
5,469万円
46億3,765万円
収入率
96.1%
執行率
92.7%

1億5,498万円

194,639人

※人口・世帯数は外国人を含む

歳入

152億4,239万円

9万3千円 人口

1世帯当たりの負担額 15万8千円 世帯数 114,671世帯

予算額

ファミリー・サポート・
センター会員募集

▲2次元コード

10

30 28

301

45

10

11
30

28

行っています（利用条件あり）
。

45

・依頼会員入会説明会（予約制）
▽日時 ７月 日㈪、８月 日㈪
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講

習会（予約制）
▽日時 ７月 日㈪、８月 日㈪
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 生涯学習センター３階

研修室
※託児あり（要予約）
※車での来場不可

▽申込締切日 各開催日の前日
※土・日曜日を除く
▽申込み・問合せ 台東区社会福

祉協議会
☎（５８２８）７５４８

ボランティアポイント
７月 １日 ス タ ー ト！はつ
らつ サ ー ビ ス 有 償 ボ ラ ン
ティア募集中

高齢者や障害のある方の日常生
活を支援する
「はつらつサービス」
のボランティア活動にポイントが
つくことになりました。集めたポ
イントはクオカードと交換できま
す。
・登録時研修（要予約）
▽日時 毎月第１・３金曜日
午後２時〜４時
▽場所・申込み・問合せ 台東区
社会福祉協議会はつらつサービ
ス☎（５８２８）７５４１

者のみの世帯 ③１日のうち、
ひとりになる時間帯がある（施
設等に入所中の方を除く）
▽申込方法 本人確認できる物

（健康保険証、介護保険証等）
を左記問合せ先か地域包括支援
センターへ持参
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑥番）
☎（５２４６）１２２５

就学相談

▽対象 来年度、小・中学校に入
学する予定で障害のある、また

はその心配のある子供と保護者
▽申込開始日 ７月３日㈪
▽申込方法 事前に電話をし、子
供と一緒に左記問合せ先へ
▽問合せ 学務課特別支援学級担
当（区役所６階②番）
☎（５２４６）１４１６

寿区民館臨時休館日のお
知らせ

東京都議会議員選挙投票所設置
のため、寿区民館の左記施設がご
利用いただけません。ご理解、ご
協力をお願いします。
▽日程 ７月２日㈰
▽対象施設 集会室、多目的ホー
ル、調理室、トレーニングルー
ム
▽問合せ 南部区民事務所
☎（３８４２）２６５１

寿区民館
☎（３８４２）８６５４

20

救急医療情報キットを無
償配布しています

11

寿区民館多目的ホールの
利用について

照明改修工事に伴い、左記の期
間ご利用いただけません。ご理解、
ご協力をお願いします。
月 日㈪～ 月 日㈪
▽期間
（予定）
▽問合せ 南部区民事務所
☎（３８４２）２６５１
区民課区民施設係
☎（５２４６）１１２３
16

164億
156億
3,361万円 1,291万円

文化・観光・産
業の振興、区議
会の運営、特別
95.0%
会計への繰出
金、特別区債の
償還など

歳入

一時借入金は、予定した収入が確保できない場合な
どに、
資金を一時的に借り入れて支出に充てるものです。
28年10月から29年3月までの間、一時借入金はありま
せん。

●後期高齢者医療会計 29年3月に予算の補正を行い、
最終的に46億3,765万円となっています。

学校や保育園の
整備・運営、生
涯学習の振興な
ど

かかりつけ医や緊急連絡先など
の救急情報を専用の用紙に記入し、
筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管

しておくことで、緊急時、救急隊
に必要な情報を伝える助けとなり
ます。すでにキットをお持ちの方
は、シートの情報が変わっていな
いか確認してください。
▽対象 区内在住の 歳以上の高
齢者で、次のいずれかに該当す
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
10

まちづくりの推
81.8% 進、道路・公園
の整備など

歳出
3億
6億
支出済額
収入済額
8,335万円
2,854万円
6億3,273万円
収入率
99.3%
執行率
60.6%

241億
252億
支出済額
6,397万円
4,104万円
275億9,547万円
収入率
91.5%
執行率
87.6%

支出内容

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
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。
※お泊りサポート 宿(泊預かり も
)
65

72億
59億
3,453万円 1,550万円

予算額

一時借入金

●介護保険会計 28年10月に予算の補正を行い、最終
的に152億4,239万円となっています。

高齢者や児童、
障害のある方、
92.1% 生活に困ってい
る方への給付な
ど
86.7%

69億
954万円

78億
236万円

●病院施設会計 29年3月に予算の補正を行い、最終的
に6億3,273万円となっています。

収入済額

執行率

888億
89.1%
6,980万円

災害対策、区民
79.0% 館等の運営、選
挙など
健康づくり、環
88.6% 境の保全、清掃
事業など

予算額

歳出
支出済額

118億
93億
1,460万円 3,787万円

支出内容

●国民健康保険事業会計 29年3月に予算の補正を行い、
最終的に275億9,547万円となっています。

(※1)特別区交付金 市町村税である固定資産税等を都が徴収し
都区の事務量に応じて分配する交付金
(※2)その他 繰越金、使用料及び手数料、諸収入など

予算額

土木費

支出済額内訳 執行率

特別会計

295億
6,858万円

特別区交付金 (※1)

衛生費

その他

歳入

民生費

予算額内訳

問合せ 財政課☎（5246）1071

【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〉
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わたしたちの生活と税金
区や都は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができ
るように、さまざまな事業を実施しています。特に区
は、住民に最も身近で基礎的な自治体として、地域や
住民の実情に合わせたきめ細かな事業を行っていま
す。住民税は、その費用をまかなう大切な財源となっ
ています（図1～4）
。
一般に市町村民税（23区は特別区民税）と道府県民
税（東京都は都民税）を合わせたものを住民税と呼ん
でいます。また、
区が課税する税金として、
軽自動車税、
特別区たばこ税、入湯税があります。

納期内に自主納付を

●窓口受付時間の延長
▷日時
▷場所

●休日の窓口開設

▷日時・場所 毎月第2日曜日午前9時～午後5時・区
役所1階⑤番戸籍住民サービス課
▷日時・場所 6月24日、8月26日、10月28日、30年1月27
日の土曜日午前9時～午後5時、区役所3階⑨番収納課

課税の内容に関することは税務課課税係☎（5246）1103〜5
収納・口座振替は税務課税務係☎（5246）1114

都支出金
74億2,959万円
7.5％

給与からの
公的年金等からの特別徴収
特別徴収

徴収方法

国庫支出金
221億
1,938万円
22.4％

自営業などの 給与支払者が毎
4月1日現在65歳以上の方で
方を対象に、 月の給与支払い
老齢基礎年金等の支払いを
年4回の納期 の際に、給与か
受ける際に、老齢基礎年金
に分けて納税 ら税金を引き落
等から税金を引き落とし区
者本人が納め とし区に納める
に納める方法
る方法
方法

特別区交付金
284億円
28.7％

納期限

●納め忘れをしないために

入

図３ 区民の負担額（平成27年度）
（万円）
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102,246
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300,000
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20,000

40,000

60,000

その他
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納税者1人当たり
特別区民税÷納税者数

105,005千円
485人

2,781 106
126,728千円
2,648
798人
479

102,932千円
981人

80,000 100,000 120,000 140,000

図４ １０，
０００円の使われ方
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180

340

660

820

100

31

28

670

住 民 基 本 台 帳の一部の写
しの 閲 覧 状 況 を 公 表 し ま
す

29

220

コン ポスト 容 器・家 庭 用
生 ごみ 処 理 機 の 購 入 費 を
一部助成しています

覧になるか左記問合せ先へ
▽問合せ 戸籍住民サービス課管
理担当（区役所１階⑤番）

☎（５２４６）１１６１

今年 月に自動交付機の
稼働が終了します

自動交付機の稼働終了に合わせ、
自動交付機で住民票の写しが取得
できる印鑑登録証兼区民カードの
発行を６月で終了します。
マイナンバーカードを使用して
全国の主なコンビニエンスストア
で住民票の写しや印鑑登録証明書
を取得することができます。土日
や夜間の利用可能な時間帯も自動
交付機より拡大し、操作方法も自

動交付機と同様のタッチパネルで
す。ぜひマイナンバーカードの申
請をご検討ください。

※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

前９時～午後５時）
☎０１２０ ００２３５１

年４月～
毎日生ごみの処理ができるため、 ▽公表する閲覧状況
年３月分
臭わない・燃やすごみの量が減り、
▽期間 ７月１日㈯～ 日㈪
▽閲覧方法 区ホームページをご

朝のごみ出しが楽になる・肥料等
の資源として再利用が可能（機種
によって異なります）等の利点が
あります。

▽対象 コンポスト容器（生ごみ
を堆肥にする容器）
、家庭用生

ごみ処理機（ディスポーザー式
を除く）
▽助成額 購入価格（消費税含む）
の２分の１（コンポスト容器は

上限１万円、家庭用生ごみ処理
機は２万５千円）
▽申込方法 購入前に申請書（区
ホームページからダウンロード
可）を左記問合せ先へ郵送か持参
※購入後３か月以内であれば助成
の対象となります。
※助成件数には限りがあります。
お早めに申請してください。
※要件等、詳しくは区ホームペー
ジをご覧になるか左記へ
▽申請書配布場所・問合せ 清掃
リサイクル課（区役所６階⑥番）
☎（５２４６）１２９１

省エネナ ビの無 料 貸 出し
を行っています

家庭での電気使用量をリアルタ
イムで確認でき、効率的な省エネ
に役立ちます。また、貸出期間中
の電気使用量のデータをグラフ化

し、省エネのアドバイスを記載し
た省エネ結果表を差し上げます。
▽貸出期間 最長６か月（取り付

け取り外しは区で行います）
▽対象 区内在住の方
▽申込方法 申請書（左記問合せ

先で配布、区ホームページから
ダウンロード可）を郵送か持参
※台数には限りがあります。

▽問合せ 環境課（区役所６階③
番）☎（５２４６）１２８１

12

10

民生費
︵３ 千 円︶高 齢 者 や 児
童︑体の不 自 由な方の福 祉 事 業
など
教育費︵２千 円︶学校・保育園
の整 備・運 営︑生 涯 学 習の振 興
など
総 務 費︵１千 円︶災害対策︑区
民館等の運営︑選挙など

納期限までに納付できない事情のある方は、お早め
にご相談ください。通常の開庁時間のほか、右記の窓
口を開設しています。

1世帯当たり
特別区民税÷世帯数

衛 生 費︵ 円︶健 康 診 断 の 実 施︑
環境保全・清掃事業など

121,193

区民1人当たり
特別区民税÷人口

土木費︵ 円︶まちづくりの推進︑
道路・公園の整備など

26年度

動産

0

138,652

66,304

産業経済費︵ 円︶地域産業の振
興︑消費者保護など

不動産

106,234
92,782

※人口・世帯数は平成27年１月１日現在
※人口には外国人住民を含む
※負担額は現年度分、滞納繰越分を合わせた数値

動産

滞納処分（公売・換価等）による収納状況（特別区民税）
債権

198,295
169,306
137,900

200,161
160,473

文化観光費︵ 円︶文化・観光事
業の振興など
その他
︵ 千 円︶区議会の運営︑
特別区債の償還など

図6

100,000

493,909

283,923

教育費
219億2,084万円
22.2%

19,698
238,857

497,942

40

図５ 財産の差押状況（特別区民税）

平成25年度

23区平均
23区最高
23区最低

総務費
80億7,141万円 108億6,627万円
11.0%
8.2%

不動産

台東区

出

土木費
65億4,544万円
6.6%
衛生費

納付・相談窓口の開設

15

歳

20

100,587

−

特別区税210億4,334万円（100％）

産業経済費
33億5,944万円
3.4%

（千円）0

30

特別区民税
（83.25％）
175億1,940万円

民生費
363億
244万円
36.7％

平成
25年度

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。

特別区税
210億
4,334万円
21.3％

歳

債権

特別区たばこ税
34億5，
142万円
（16．
40％）

軽自動車税
6，
923万円
（0．
33％）
入湯税
329万円
（0．
02％）

一般会計予算９８８億円の内訳

文化観光費
18億
1,025万円
1.8%

住民税第1期の納期限は6月30日㈮です
口座振替（自動払込）の方は、預貯金不足にならな
いようご注意ください。一括納付をご利用の方は、第
1期から第4期までの全額が引き落としとなります。引
き落としの確認は、預貯金通帳の記帳でお願いします。

図２ 特別区税の内訳

※この図は︑
平成 年度一般会計当初予算額を１万円に換算して
目的別に表したものです︒

銀行や郵便局等の金融機関だけでなく、コンビニエ
ンスストア（納付書にバーコードがついている場合）
で納付することができます。また、便利な口座振替制
度をご利用ください。申込用紙は、区役所3階⑩番税
務課、区民事務所・同分室で配布しています。

その他
99億2,391万円
10.1%

納付・納税相談は収納課☎（5246）1107〜９

その他
143億8,133万円
14.6%

地方消費税交付金
54億2,636万円
5.5%

期限までに納めていない場合、延滞金が加算されます。

老齢年金等支払い時に徴収
・4・6・8月は、前 年 度 の
年税額の2分の1相当額の
3分の1相当額（計3回）
・10・12月・翌年2月は、
残りの年税額の3分の１
第1期6月・
第2期8月・ 6月から翌年の 相当額（計3回）
第3期10月・ 5月までの翌月 ※29年度から対象となった方
・第1期は6月・第2期は8月
第4期翌年1月 の10日
の末日に、年税額の4分の1
の末日
相当額（普通徴収で計2回）
・老齢年金等支払い時の10
・12月・翌年2月に、残り
の年税額の3分の1相当額
（計3回）
※納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日
が納期限

督促状が送付されます。その後、10日を経過しても
納付がない場合は、法律に基づき、預貯金・給与・不動
産・家賃収入等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行
う場合があります（図5・6）
。

問合せ 税証明・軽自動車税は税務課税務係☎（5246）1101
図１ 台東区の家計簿（平成29年度）

●住民税を納める期限
普通徴収

納期限を過ぎると

毎週水曜日午後7時まで
区役所3階⑨番収納課

【求職者向け採用説明会】高齢施設、児童施設での勤務に従事する方を募集します。▷日時 7月5日㈬午前9時～11時 ▷対象 中途採用者、30年4月1日採用の新卒者 ▷申込方法
希望日・氏名・電話番号を電話か電子メールで右記問合せ先へ ▷申込締切日 7月3日㈪〈台東区社会福祉事業団☎5603－2228 Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp〉

広報

平成29（2017）年 6月20日

第 1183 号 （4）

平成28年度情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況をお知らせします
―信頼される区政と個人情報の保護を推進しています―

情報公開制度
区が保有している情報（個人に関する情報
などを除く）を区民の方の請求に応じて公

営審議会」
）の意見を聴いて必要と認めた 表１ 基幹系業務システムにより処理する項目 平成29年3月31日現在
とき 目的外利用件数 191件
業務
記録項目
外部提供件数 290件

●自己情報の開示等の請求状況

開しています。区の情報は区民との共有財

自己情報の開示等請求（住民票の写しの交付申請書など）

産であり、有効に活用されることは、積極

61件

請求に対する決定 開示32件、部分

的な区政参加につながります。
情報公開は、 開示21件、情報不存在8件
公正で開かれた、信頼される区政を推進す
るための制度です。

住所、氏名、生年月日、続柄、住民票コード、個人番号、本籍、そ
の他住民記録関連項目、その他外国人固有情報、児童手当等関連
住民記録 項目、選挙関連項目、印鑑登録関連項目、区民カード関連項目、年
金関連項目、国民健康保険関連項目、後期高齢者医療制度関連項目、
介護保険関連項目

●電子計算組織による個人情報の処理状況
（表1） 個人情報保護制度では、特に慎重な

情報公開請求 41件（請求取下1件を含む）

取り扱いを要する思想、信条、宗教などに

請求に対する決定 公開15件、部分公開23

関する個人情報については、電子計算組織

税務

〈特別区民税・都民税〉整理（課税）番号、特別徴収義務者指定
番号、所得金額、年税額、1月1日現在の住所・氏名、口座関連項
目、収納記録、その他特別区民税・都民税関連項目
〈軽自動車税〉整理番号、住所、氏名（名称）、標識番号、税額、
収納記録、その他軽自動車税関連項目

への記録を禁止しています。また、新たな

件、情報不存在2件

〈個人〉記号番号、届出年月日、喪失年月日、その他資格関連項目
〈世帯〉記号番号、賦課資料、収納記録、口座関連項目
国民健康保
個人情報保護制度
〈給付〉レセプト番号、診療期間、医療機関コード、その他給付関連項目
区と区以外の電子計算組織を回線で結合す 険
〈老人医療〉受給者番号、届出年月日、喪失年月日、その他資格関連項目
区民のプライバシーを守るため、区が保有 るときは、法令に定めがある場合を除き、
〈介護保険〉介護人数、介護取得年月、介護喪失年月、その他介護保険関連項目
個人情報を電子計算組織に記録するときや、

している個人情報について適正な取り扱い

運営審議会の意見を聴くこととしています。

のルールを定めています。また、自分に関

●台東区情報公開及び個人情報保護制度運

や訂正などを請求する権利を保障していま

人情報保護制度の適正かつ円滑な運営のた

す。区民の基本的人権を守り、一層信頼さ

めに設置される機関です。区長の付属機関

れる区政を推進するための制度です。

として、諮問に基づき、重要事項の審議を ※小型電子計算組織により処理する項目は省略して掲載しています。
行います。学識経験者および区民等で構成 表２ 運営審議会への諮問事項

被保険者番号、取得年月日、適用年月日、その他資格関連項目、保険
後期高齢者
料額、賦課資料、その他保険料賦課関連項目、収納記録、口座関連
する個人情報（以下「自己情報」
）の開示 営審議会（表２） 情報公開制度および個 医療制度
項目、その他収納関連項目、葬祭費支給記録、その他給付関連項目

●業務の登録状況 区が行う個人情報を取
り扱う業務については、個々に業務の目的

され、28年度は1回開催されました。

や個人情報の項目などを明らかにし、個人

問合せ 情報公開・個人情報保護制度につ

情報登録簿に登録します。

いては、総務課文書係☎（5246）1055
電子計算組織の記録項目等については、情

業務登録件数 356件

●目的外利用と外部提供の状況 目的外利

報システム課☎（5246）1031 または、

用とは、ある業務で収集した個人情報を、

各担当課へ

相談・請求の受付、区政全般の情報提供の

目的外利用や外部提供を行うことができる場合

案内・受付、区政資料の閲覧、区の刊行物

①本人の同意があるとき ②法令等に定め

等の販売、区政資料の複写サービスなどを

があるとき ③区民の生命や身体などに対

行っています。28年度は、
1年間で約8,400

する危険を避けるため、緊急かつやむを得

人の方の利用がありました。

ないと認められるとき ④台東区情報公開

情報コーナー（区役所3階⑦番）

及び個人情報保護制度運営審議会
（以下
「運

☎（5246）1056

19
15

30

布）に記入し、 円切手を貼っ

て左記へ郵送

▽申込期間 ①７月３日㈪～ 日
㈪ ②７月１日㈯～ 日㈪（消
印有効）

福祉サービスの第三者評
価に取り組んでいます

15

※申込期間終了後は、９月１日㈮
から左記問合せ先で申込み受付
▽問合せ 高齢福祉課総合相談・

65

73

給付担当（区役所２階⑤番）
☎（５２４６）１２２２

800

高 齢 者 位置 確認システム
をご利用ください

18

31

高齢者に端末機を携帯してもら
はいかい
い、徘徊により所在不明となった
場合に、居場所を電話またはイン
ターネットで案内します（端末機
には、電話やメール機能等はつい
ていません）
。
▽対象 認知症により徘徊のある
区内在住の 歳以上の高齢者を
日常的に介護し、居場所を確認
した後、迎えに行ける方
▽費用 月額 円（消費税別）
▽申込み・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

29

高 校や高 等 専門 学 校など
に在 学の方へ奨 学 資 金を
お貸しします

10

区が使用する各情報システムを、クラウド・
サービス事業者が運営するデータセンター
で一元的に管理することで、より効率的か
つ安全性の高いシステム運用へ移行する。

30

62

31

31

評価の目的
利用者のサービス選択の情報提供 サービスの質の向上
特別養護老人ホームや保育園など 事業者が福祉サービスや経営の質
を選ぶ際の情報等を得ることがで の継続的な向上に取り組みやすく
きます。
なります。

評価の構成･流れ
《事業評価》「組織の経営やマネ 《利用者調査》 利用者の意向や満
定期的に第三者評価を実施し、
結果を公表することで、 ジメント」と「サービスの内容や 足度を把握する調査です。
質」を評価するものです。

区では、
区立福祉施設で提供されるサービスについて、
利用者が質の高いサービスを受けられるよう、取り組
んでいます。評価報告書は、区役所3階⑦番区政情報
コーナー、評価を実施した施設等でご覧になれます。
昨年度実施施設 下表のとおり

口座振替（金融機関の窓口でも
手続き可）で納めてください。

※今まで普通徴収で、 年４月１
日時点で老齢年金等が年額 万
円以上ある方は、 月以降特別
徴収に変わる予定です。
・満 歳以上で東京都シルバーパ
スを購入予定の方へ
購入の際、この納入通知書が必
要となる場合があります。再発行
はできませんので、大切に保管し
てください。
▽問合せ 介護保険課資格・保険
料担当

☎（５２４６）１２４６

70

▽対象 区内在住の経済的事由に
より就学が困難で、都内または

29

▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）

65

☎（５２４６）１３４１

歳 以 上の方へ～ 年 度
介 護 保 険 料の 納 入 通 知 書
を送ります〜

年度の住民税が決まりました
ので、確定した介護保険料の納入
通知書を７月上旬に送ります。
▽特別徴収（年金天引き）の方
年金から差し引かれる保険料の
お知らせです。ご自身で納める
必要はありません。
▽普通徴収の方 同封の納付書か
29

隣接県内の高校・高等専門学校
・専修学校・各種学校（高等課
程で修業期間１年未満のもの、
および外国人を対象とするもの

を除く）に在学する方
▽月額貸付限度額 国公立学校１
万８千円、私立学校３万円

10

▽募集予定人員 若干名
▽申込方法 申請書（下記問合せ
先で配布）に必要書類を添えて

下記へ持参
▽申込期間 ６月 日㈮～７月
日㈪
※水曜窓口延長時受付なし
30

問合せ 区政

総務課

情報システムのクラウ
ド化に係る電子計算組
織の外部回線結合につ
いて

高 齢 者マッサー ジサー ビ
ス 利 用 券の 申 込みを 受 け
付けます

ることです。

内容

１枚につき１千円の負担で、マ
・はり・き
ッサージ（ 分程度）
ゅう、いずれかの施術を受けられ

情報公開制度、個人情報保護制度に関する

件名

る利用券を配布します。
▽対象 ９月 日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年９月 日
以前生まれ）の方

している個人情報を区の機関以外に提供す

区政情報コーナーをご利用ください

所管課

▽配布枚数 １人年間２枚
▽配布時期 ８月下旬ごろ郵送
▽利用場所 台東区三療師連合会

用することです。外部提供とは、区が管理

基礎年金番号、資格関連項目、他制度番号、免除関連項目、その
他国民年金関連項目

に所属する利用券取扱場所
▽利用期間 ９月１日㈮～ 年３
月 日㈯
▽申込方法 ①下記問合せ先で申
込み ②専用はがき（区民事務
所・同分室、地区センター、老
人福祉センター、老人福祉館、
地域包括支援センター、台東区
三療師連合会に所属する利用券
取扱場所で７月３日㈪から配

業務の目的の範囲を超えて、他の業務で利

国民年金

評価の目的等 右図の

評価機関の訪問調査
《第三者評価》 評価機関が《利用者調査》
《事業評価》を集計分析し、
《訪
問調査》で現状を確認のうえ総合的に評価を行います。

とおり 問合せ 福祉課庶務係☎（5246）1173
《結果の報告と公表》 評価報告書は各施設でご覧になれます。
また、評価結果はサービス事業者と東京都福祉サービス評価推進機
特別養護老人ホーム［ショートステイ含む］ 構（※）に報告され、公表されます（一部例外あり）｡
「とうきょう福祉ナビゲーション」
（台東）
、ケアマネジメントセンター（たい
URL http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/
高齢者福
とう）
、介護サポートまつがや、高齢者在
祉施設
宅サービスセンター（まつがや、たいとう、 ○サービス利用者は評価結果の情報をサービス選択に利用できます。
○サービス事業者は評価結果をもとにサービスの改善に取り組みます。
うえの）
、ケアハウス松が谷

区分

施設名称

保育園等

千束保育園、浅草橋保育園、松が谷福祉
会館（こども療育室）

（※）東京都福祉サービス評価推進機構 評価機関の認証や評価者の研修、共通的な
評価項目を定める機関です。また、評価手法の研究を行い、評価結果の情報を集
約し、公表しています。

【クールビズ】区役所・区施設では10月31日㈫までの期間、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〉

広報

青 少 年・団 体 を表 彰しま
す「青少年をほめる運動」

円以内）
▽助成対象工事 子育てに配慮し
た住宅への改修と、それに伴う
バリアフリー化・省エネルギー化
▽助成額 費用の２分の１（上限
万円）
▽申込方法 申請書（区ホームペ
ージからダウンロード可）に記
入し、左記問合せ先へ持参
年２月 日㈬
▽申込締切日
※詳しくは、区ホームページをご

クセ市）との交流事業は対象外
です。
※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽助成額 費用の２分の１（上限
万円）
▽申込締切日 ８月 日㈭
▽問合せ 都市交流課
☎（５２４６）１０１６

７月 は「 愛 の 血 液 助 け 合
い運動」月間です
血液製剤を、献血によって安定
的に確保する体制を確立するため
に実施します。献血に関するご理
解・ご協力を求めるとともに、献
血運動の一層の推進を図ります。
・善意の献血ありがとうございま
す
区では、区内在住で献血回数が
回に達した方、以後 回ごとの
回数に達した方に、献血功労者と

子育て心理相談（予約制）

▽日程・場所 ①７月 日㈬・浅
草保健相談センター ②７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

19

▽日時 ７月 日㈬午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で
更年期や月経障害、不妊などで
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

女 性 医 師 による 女 性のた
めの健康相談「婦人科」（予
約制）

☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

25

30

地域で奉仕活動をしている青少
年や、他の模範となる行いなどを

した青少年を励ますとともに、そ
の行いを広く区民の皆さんに知っ
てもらうため、
「青少年をほめる
運動」を実施しています。
皆さんの身近に、積極的に地域
の環境美化や青少年指導・社会福

②水洗いできるものは洗濯する
③天気のよい日は窓を開け、部

いぐるみ、ソファなど
▽ダニやダニアレルゲンを減らす
には？ ①掃除機を丁寧にかける

注意しましょう。
▽ダニが多い場所は？ 布団、ベ
ッド、カーペット、たたみ、ぬ

して感謝状と記念品を贈呈してい
ます。今回、次の方に贈呈しまし
梅 雨 で す ～ ダニ・ ダニア
た。
レ ル ゲ ン 対 策 を し ま しょ
清水明氏（谷中５）
う！～
小野克巳氏（浅草３）
梅雨の時期は高温多
該当する方は、左記へご連絡く
湿になり、ダニが発生し
ださい。
やすくなります。ダニは
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
人が生活する場所であ
☎（３８４７）９４０１
れば、どこにでも生息しています。
育児相談・とことこ育児相
ダニが増えると、ふんや死骸など
談
のアレルギー原因物質（ダニアレ
ルゲン）も増加し、アレルギー性
ぜん息やアトピー性皮膚炎を起こ
します。ダニを増やさないように

健 康

覧になるか左記へ
▽問合せ 住宅課空き家相談担当
（区役所５階⑩番）
☎（５２４６）１４６８

ノーザンビーチ市、オーストリ
アウィーン市第１区イネレシュ
タット、デンマークグラズサッ

幼 児 食への ス テッ プ アッ
プ教室（予約制）

▽日時 ７月 日㈭
午前 時～正午
▽場所 台東保健所３階大会議室

▽対象 区内在住の平成 年１～
６月生まれの子供の保護者（原

親 子 クッキ ン グ「 親 子 で
楽 し く、お 昼 ご は ん を 作
ろう！」
（予約制）

▽日時 ７月 日㈬
午前 時～午後１時
▽場所 台東保健所３階栄養室

▽対象 区内在住の年長（５歳児）
クラスの子供と保護者１人
組（先着順）
▽定員
▽持ち物 エプロン、三角巾（バ

ンダナなど）
、子供用上履き、
手拭きタオル
▽申込開始日時 ６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

子 宮 頸 がん 検 診 を 受 けま
しょう

今年度、偶数年齢になる 歳以
上の４〜 月生まれの方には、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
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。
▽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

年 に１ 度 の「 総 合 健 康 診
査」を受けましょう

年３月末時点で 歳以上で、
４～８月生まれの国民健康保険お

等に加入している方やその被扶
養者は、加入している医療保険

者が特定健康診査を行いますの
で勤務先等へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ

ス課☎（３８４７）９４８１

糖 尿 病 予 防 教 室 ～「 血 糖
値 が 高 い 」と 言 わ れ た ら
～（予約制）

糖尿病の基礎知識から、予防す
る食事のコツ（試食あり）
、家庭

でもできる手軽な運動まで、まる
ごと学べる教室です。
▽日時 ７月 日㈯午前 時 分
～午後０時 分ごろ
▽場所 台東保健所３階
▽対象 区内在住のおおむね 歳
未満で、初めて参加する方
人（先着順）
▽定員
▽持ち物 飲み物（運動できる服
装で参加）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４４０

30

▽日時 ７月 日㈮
午後１時 分～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の方
▽講師 加藤浩司氏（加藤メディ
カルクリニック）
※講演後、専門医による「医療な
んでも相談」を行います（相談

区 民 の た めの 健 康 教 室 ～
講 演 会「 ホ ー ム ド ク タ ー
による糖尿病講座」～

75

30

則第１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

よび後期高齢者医療制度の加入者、
生活保護受給者に受診票を送付し
ました（９～ 月生まれの方には
７月末、１～３月生まれの方には
９月末送付予定）
。
※今年度、国民健康保険から後期
高齢者医療制度に切り替わる方
は、送付時期が異なる場合があ
ります。
※会社等で健保組合や協会けんぽ

10

▽日時 ７月５日㈬
午後３時～４時
▽テーマ 食中毒
▽講師 富田明宏（診療部）
▽場所・問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

街かど健康教室

の方がいなくなり次第終了）
。
▽場所・問合せ 浅草保健相談セ
ンター☎（３８４４）８１７１

30

30

ップアップするころのポイント、
試食（保護者のみ）
▽持ち物 母子健康手帳
▽申込開始日時 ６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

30 22
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祉活動を行っている、
または防犯・
防火に協力したなど、他の模範と
なる青少年がいましたら、左記推
薦者へご連絡ください。
▽推薦対象 区内在住か在勤・在
都市間交流事業助成
学の 歳未満の青少年および主
～ 文 化・ス ポーツ 等の 地
に 歳未満の方で構成されてい
方の団 体と交 流を考えて
る団体
いる方へ～
▽推薦者 区議会議員、町会長・
町会女性部長、民生・児童委員、 区民主体の交流を促進し、さら
なる地域の活性化を図るため、区
保護司、青少年委員、スポーツ
内団体が行う姉妹・友好都市以外
推進委員、社会教育委員など
の都市との交流事業にかかる経費
▽推薦締切日 ９月 日㈮
▽問合せ 子育て・若者支援課青 の一部を助成します。
少年担当
※ 月１日～ 年３月 日に実施
する事業で、その都市が行政と
☎（５２４６）１３４１
して推進している事業に限りま
空 き 家の 改 修 工 事 費 用 の
す。
一部を助成します
※台東区の姉妹友好都市（墨田区、
宮城県大崎市、長野県諏訪市、
栃木県日光市、
福島県南会津町・
会津美里町、大分県豊後大野市、
山形県村山市、オーストラリア
▽対象住宅 申請時点で人が居住
していない戸建て住宅（耐震性
や面積等の条件あり）
※原則、改修工事終了後５年間は、
子育て世帯向けの賃貸住宅とし
て貸出すこと（改修工事後の家

賃は１平方メートルあたり２千

屋を換気する
・ダニアレルゲン調査をします
乳幼児のいる家庭を対象に、家
庭内のダニアレルゲン調査をしま
す。保健所では、調査結果をもと
に住まい方の助言を行い、快適な

▽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
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31

居住環境づくりの支援をしていま
す。
人（先着順）
▽定員
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課
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●育児相談（対象は1歳5か月までの子供)
日時
場所
7月4日㈫午前10時～11時
谷中区民館
生涯学習センター4階（は
7月6日㈭午後1時30分～2時30分
ばたき21）
7月7日㈮午前10時～11時
今戸児童館
台東子ども家庭支援センター
7月12日㈬午前10時～11時
7月14日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
7月20日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●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
7月19日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
7月25日㈫午前10時～11時30分 台東保健所
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トレーニングマシンを使用した運動教
室です。簡単な体操やストレッチも行
います。
▷期間（祝日除く・各全10回） ①火
曜日コースは7月11日～9月12日
②金曜日コースは7月14日～9月22日
▷時間 午前10時～正午
▷場所 千束健康増進センター
▷対象 区内在住の65歳以上の方（心
疾患・高血圧等の症状のある方は主
治医要相談）
▷定員 12人（抽選）
▷費用 300円（保険料・初回のみ）
▷申込方法 はがきに希望コース（①
か②）
・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて下記問合せ先へ
▷申込締切日 6月30日㈮（必着）
▷問合せ 〒110−8615 台東区役
所介護予防・地域支援課
☎（5246）1295

11

25

25

25

高齢者はつらつ
トレーニング

20

☎（３８４７）９４５５
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第 1183 号
（5） 平成29（2017）年 6月20日

【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

（7） 平成29（2017）年 6月20日

第 1183 号
（家事塾主宰） 申込開始日 6月23日㈮

など
「台東区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業」を募集します

場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
☎（5246）5816

保護者 定員 各15組（抽選） 費用 3,750

勤務先（学校）名、会員は会員番号を書い

円（3回分・保険料含む）※レッスン前後

て下記申込先へ

の利用は延長料金が必要

申込締切日 7月

18日㈫（必着）

（必着） 申込み・問合せ 〒114－0023
北区滝野川7－5－6JSTビル4階 ㈱ジャ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

区民体育祭「空手道大会」

申込締切日 7月20日㈭

パンスタートラベル 台東区勤労者サービ

講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

スセンターバスツアー申込係

申込方法 往復はがき（1枚1教室1クラス）

☎（5907）7611

場所 台東リバーサイド

に教室名・希望クラス（AかB）
・住所・氏

問合せ 台東区勤労者サービスセンター

業を認定し、その取り組みを応援します。

スポーツセンター 対象 区内在住か在勤・

名・電話番号・泳力レベルを書いて下記問

☎（5829）4123

対象 区内に本社または主たる事業所があ

在学の方

合せ先へ※往復はがき返信後、来館手続き

る、従業員が300人以下の企業等

学生200円※別途プログラム代1,000円

あり

認定期間 2年間

を当日支払

区東上野6－16－8 清島温水プール

働きやすい職場づくりや、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた取り組みを行う企

認定によるメリット 区ホ

ームページや広報「たいとう」等で取り組

日程 9月23日㈷

費用 高校生以上500円、小中
申込締切日 7月14日㈮※詳

しくは大会要項（下記問合せ先で配布、区

みを広く紹介、ワークライフバランス資金

ホームページからダウンロード可）をご覧

における優遇措置

ください。

申込方法 申請書（電

申込み・問合せ スポーツ振興

場所・問合せ 〒110－0015

台東

☎（3842）5353

友好都市栃木県日光市から
「日光・鬼怒川で過ごす夏休み」
日光市夏の観光展
鬼怒川温泉で開催されるイベント「月あか

第30回下町七夕まつり

り花回廊」の様子を再現した「あかりの演
出」や、おすすめスポットのパネル展を行

話で下記問合せ先へ請求、区ホームペー

課（生涯学習センター5階、土・日曜日・

ジからダウンロード可）
、就業規則の写し

祝日を除く午前9時～午後5時）

上野と浅草を結ぶ、かっぱ橋本通りが七夕

います。 期間 7月1日㈯～9日㈰ 場所 浅

を下記問合せ先へ郵送か持参

☎（5246）5853

の竹飾りや提灯（ちょうちん）で飾られま

草文化観光センター 問合せ （一社）日光

す。7月8日㈯・9日㈰は、各商店・地元

市観光協会☎0288（22）1525

町会などの模擬店が出店し、縁日気分を満

台東区都市交流課☎（5246）1016

月20日㈫～8月31日㈭

申込期間 6

問合せ 男女平等

推進プラザ（生涯学習センター4階）

初心者のためのスポーツ教室

喫できます。 期間 7月6日㈭～10日㈪

☎（5246）5816

明日から始める人材確保・定着・
育成のための職場環境改善セミ
ナー

パソコン講座「Word中級」

●水泳 日時 7月20日㈭～8月9日㈬の火

場所 かっぱ橋本通り（昭和通り～国際通

～金曜日（全12回）午後6時30分～8時

り）※7月8日㈯午前10時～午後8時、9

30分 定員 80人（先着順）

日㈰午前10時～午後7時は交通規制が行

日時 9月13日～10月11日の水曜日（全5

われます。

回）午後6時30分～8時30分

申込締切日 7月16日㈰

内容 7月8日㈯午後1時15分

場所 生涯

ワーク・ライフ・バランスや、従業員のメ

●弓道 日時 8月1～22日の火・土曜日（全

・パレード（地元小学校鼓笛隊・幼稚園仮

学習センター

ンタルを守るゲートキーパーに関する情報

7回）午後7時～9時 定員 25人（先着順）

装行列等）
、午後4時・越中おわら節、9日

学または勤労者サービスセンター会員とそ

㈰ストリートパフォーマンス、太鼓ショー

の家族で、Word2010の基本操作ができ

等

る方 定員 22人（抽選） 内容 差し込み印
刷・図入りチラシの作成ほか 講師 フォー

などを紹介します。

日時 7月21日㈮午

後2時～5時 場所 台東区中小企業振興セ
ンター

対象 企業の労務担当者・人事担

申込締切日 7月29日㈯

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上の

当者・管理者等 定員 30人（先着順）

方（初めての方優先） 申込開始日 6月20

講師 佐藤道子氏（ワーク・ライフバランス

日㈫

コンサルタント、特定社会保険労務士）
、

イドスポーツセンター☎（3872）3181

場所・申込み・問合せ 台東リバーサ

源田圭子氏（都立精神保健福祉センター医
師） 申込開始日 6月23日㈮

清島温水プール水泳教室

申込み・問合せ 男女平等推進プラザ（生

問合せ ときめきたいとうフェスタ事

務局（都市交流課内）☎（5246）1264

対象 区内在住か在勤・在

ティネットパソコンスクール 費用 4,000

七夕笹飾りワークショップ

円（受講料・5回分、会員とその家族は
2,000円）
、1,500円（教材費）

七夕に向けての飾り物を折り紙で作成しま

申込方法 はがき（1人1枚）に講座名・住所

す。作った作品は持ち帰りできます。

・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、在

日時 7月6日㈭午後1時～4時（入退室自由）

勤（学）の方は勤務先（学校）名、会員は
会員番号を書いて下記問合せ先へ

涯学習センター4階）☎（5246）5816

・幼児のための水泳教室Ⅱ期 日程 8月5

場所 浅草文化観光センター3階旅行団体支

問合せ 台東保健所保健予防課

日㈯・12日㈯・19日㈯（全3回） 時間 A

援スペース 問合せ 浅草文化観光センター

申込締切日 7月28日㈮（必着）

☎（3847）9405

クラスは午後2時～3時、Bクラスは午後3

☎（3842）5566

問合せ 〒111－0056

講座「食べる事は生きる事！～
こどもチャレンジクッキング～」

時～4時 対象 3歳以上の未就学児
費用 4,000円（3回分・保険料含む）※レッ

スン前後の利用は延長料金が必要

柳ばし納涼盆踊り大会
（浅草橋地区）

台東区小島2－9

－18 勤労者サービスセンター
☎（5829）4123

「浅草芝崎町」菓子屋街ものが
たり―シニアライフ応援計画―

1人で食事を用意できるようになること

定員 各24人（抽選） 申込締切日 7月15日

日時 7月20日㈭～22日㈯午後7時～9時

で、食生活の改善と、生きる力を身に付け

㈯（必着）
・親子で幼児水泳教室Ⅱ期 日程 8月6日

（22日㈯は8時30分まで） 場所 柳橋中央

ます。 日時 7月27日㈭、8月3日㈭・10
日㈭午前10時～正午 対象 区内在住の小

㈰・13日㈰・20日㈰（全3回） 時間 Aク

問合せ 浅草橋地区センター

講座です。現在の西浅草とは異なる街の様

学4年～高校生

ラスは午前9時～10時、Bクラスは午前

☎（3851）4500

子を振り返りながら、金花糖のルーツを紹

定員 15人（先着順）

持ち物 エプロン・三角巾

講師 辰巳渚氏

タリーズコーヒー隅田公園店

「まちかど映画会in清川」
観光課
問合せ
☎（5246）1447

は、水辺空間のにぎわいの創出と周辺
地域全体の活性化のために店舗独自
のイベントを開催するなど、今後も
オープンカフェを活用した水辺空間の
楽しみ方を提案していきます。皆さん
の憩いと交流の場として、ぜひご利用
ください。

Café W.E

定員 20人（抽選） 費用 300円

映画祭in台東」のPRイベントです。

石一雄氏

日時 7月22日㈯午後2時開場、2時30分開
演（先着順） 場所 石浜小学校体育館

年代・電話番号を電話かはがきで下記問合
せ先へ

申込締切日 7月10日㈪（必着）

上映作品「ペット」
（アニメ・日本語吹替版）

問合せ 〒111−8621

生涯学習課☎（5246）5821

画祭公式ホームページをご覧ください。
問合せ 「したまちコメディ映画祭in台東」

実行委員会事務局（文化振興課内）
☎（5246）1328

日帰りバスツアー「巨峰狩りと
世界遺産の富岡製糸場見学」

試食あり）
、ホテルふせじま（昼食・温泉
入浴）
、富岡製糸場（見学） 対象 勤労者

講師 稲

申込方法 講座名・住所・氏名・

持ち物 上履きかスリッパ※詳しくは、映

の駅みかも（買物）
、巨峰狩り（2房狩り・

店内で松竹映画のポスター展示や、
さまざまなイベントを定期的に行っ
ています。
営業時間 午前9時～午後9時
場所 花川戸1－1－30
座席 屋内22席（禁煙）
、テラス4席

月26日㈬午後2時～4時 場所 生涯学習セ
ンター 対象 おおむね50代以上の方

9月に開催する「第10回したまちコメディ

日時 9月10日㈰午前8時区役所前出発、午
後6時30分帰着予定（雨天決行） 行先 道

隅田公園の四季をイメージした「限
定タンブラー」や「T’
s抹茶クリーム
あんみつ」などの隅田公園店限定商
品を楽しむことができます。
営業時間 午前9時～午後9時
場所 花川戸1－1－31
座席 屋内12席（禁煙）
、テラス7席

「金花糖のまち、西浅草」をテーマにした

介します（クラフト体験あり）
。 日時 7

10時～11時 対象 3歳以上の未就学児と

隅田公園オープンカフェ
をご利用ください
隅田公園オープンカフェは、隅田公
園内の河川敷地にある憩いの場です。
東京スカイツリー®を臨む絶好のビュ
ーポイントとなっています。店舗に隣
接するウッドデッキにも席を設けてお
り、誰でも休憩できる場所として開放
しています。隅田公園オープンカフェ

通り（江戸通り柳橋2丁目交差点付近）

生涯学習センター

認知症高齢者の専門相談
（予約制）
認知症でお悩みの方や家族の相談に、精
神科医師が応じます。 日時 第2・4金曜
日午後2時～4時（1人30分程度）
定員 各2人（先着順） 申込締切日 相談日

の前々日

申込み・問合せ 介護予防・地

域支援課☎（5246）1225

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」

サービスセンター会員とその家族、区内在

日時 7月28日㈮午前10時～午後3時45分

住か在勤・在学の方 定員 80人（抽選）

場所 三ノ輪福祉センター

費用 10,200円※食事・座席が不要な2歳

アや介護の仕事に関心のある方 定員 10

以下は無料、会員は7,600円、会員の家族

人（先着順）※演習・体験・試食あり、動

は8,600円

申込方法 はがきにツアー名・

きやすい服装で参加

対象 ボランティ

申込締切日 7月27

参加者全員の氏名・年齢・性別、代表者の

日㈭

住所・氏名・電話番号、在勤（学）の方は

団総務課☎（5603）2228

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業

【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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20人（抽選） 申込方法 往復はがき（1人1

対象 18歳以上の方（学生を除く）

午後2時（各30分前開場） 場所 生涯学習

枚）に催し名・希望日時・住所・氏名（ふ

定員 70人（抽選） 講師 手塚雄二氏（東京

センターミレニアムホール

対象 中学生

りがな）
・年齢・電話番号を書いて下記問

藝術大学美術学部絵画科日本画教授）ほか

以下の子供と保護者

●パネル展示による体験活動先の紹介「見

合せ先へ

費用 15,000円（4回分・絹本費を含む）

着順）※7月8日㈯午前9時から中央図書

申込締切日 7月5日㈬（必着）

定員 各270人（先

本市」 期間 7月14日㈮～30日㈰ 場所 生

●ワークショップ「有名人の書をかこう！」

※顔彩・生花は要持参、顔彩購入希望者に

館こどもとしょしつで整理券を配布（家

涯学習センター1階アトリウム

日時 7月16日㈰午前9時30分～午後4時

は当日販売あり

族単位・先着順・座席は選べません）

●説明会（要予約） 日時 ①7月15日㈯午

費用 100円（別途入館料が必要）

後2時～3時 ②7月19日㈬午後4時～5時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 はがきに催し

名・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・

問合せ 中央図書館児童担当

電話番号を書いて下記問合せ先へ

☎（5246）5911

③7月21日㈮午後7時～8時 場所 生涯学
習センター 対象 中学生以上の方

入館料 一般500円、小中高生250円

申込締切日 7月28日㈮（必着）

●あかちゃんえほんタイム

日時 7月24

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

問合せ 〒110－0004

日㈪午前10時15分、11時

対象 区内在

定員 各30人（先着順） 費用 300～1,400

場所・問合せ 〒110－0003

11 （公財）台東区芸術文化財団

住の平成28年1月24日～29年1月23日

☎（5828）7591

生まれの子供と保護者 定員 各10組（先着

円（ボランティア保険料） 申込方法 希望
日（①～③）
・住所・氏名・電話番号・職
業（学校名）を電話か電子メールで下記問
合せ先へ

申込締切日 各開催日の前日

問合せ 台東区社会福祉協議会台東ボラン

ティア・地域活動サポートセンター

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

下町風俗資料館企画展「下町の
学び舎 机に広がる教科書と思
い出」

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

300円、 小中高生100円 休館日 月曜日
（祝日の場合は翌日） 場所・問合せ 下町風

場良雄（江戸象牙）
、29日㈯・30日㈰宮

申込締切日 7月18日㈫

入館料 一般300円、小中高生100円

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

援センター☎（5824）2535

親と子の「清掃施設バス見学会」

☎（3842）1990

日時 8月23日㈬午前9時15分～午後5時

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

行先 昭和電工㈱川崎事業所（使用済プラ

スチックからアンモニアを製造する工程

UENO JAZZ INN’
17

を見学）
、アクアパーク品川※昼食付

日時 8月5日㈯午後3時開場、3時30分開演、

対象 区内在住の小学4年生以上の子供と保

8時終演予定 場所 上野公園野外ステージ
（水上音楽堂） 出演 守屋純子オーケストラ
ほか

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

無料建築相談室

場所・申込み・問合せ 日本堤子ども家庭支

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

一葉記念館ミニ企画展
①「鑑賞しよう！文学館」
鑑賞します。夏休みの自由研究にお役立て
ください。 期間 6月30日㈮～8月27日㈰

⑩番）☎（5246）1468

は受付しません。

実演時間 午前11時～午後5時

ワークシートを使って、当館の収蔵資料を

申込開始日 6月27日㈫

川久美子（江戸刷毛・東京手植ブラシ）

俗資料館☎（3823）7451

対象 区内のマンション所有者

着順） 相談員 弁護士か一級建築士

会場とも同内容

※申込みは本人に限ります、中央図書館で

日程・実演者（業種） 7月1日㈯・2日㈰川

勝新市（東京組紐）
、22日㈯・23日㈰木

日時 7月20日㈭午後1時30分～4時15分
定員 6組
（先

順）※子供1人につき1回まで、いずれの回・

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

入館料 一般

期間 7月4日㈫～9月3日㈰

☎（3847）7065

台東区根岸

台東区下谷1－2－

台東区発足70周年記念事業
たきぎ

「第38回 台東薪能」

護者

定員 40人（抽選） 申込方法 はが

きに催し名・参加者全員の住所・氏名・
年齢・生年月日・電話番号を書いて下記

入場料（全席自由）前売3,000円、当

日3,500円※当日券のみ、学生証の提示で

問合せ先へ

割引あり

申込締切日 7月26日㈬（必

前売券 チケットぴあ（☎0570

着） 問合せ 〒111－0024 台東区今戸

－02－9999・Pコード326－169）
、東京

1－6－26 台東区清掃リサイクル推進協

文化会館（☎5685－0650）
、下町風俗資

議会事務局（台東清掃事務所内）

建築に関する相談に、実務経験豊かな建築

日時 9月5日㈫午後5時開場、5時45分開演

料館、浅草公会堂、区役所9階④番文化振

☎（3876）5771

士が応じます。 日時 7月6日㈭・8月3日

場所 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）

興課、下記財団事務局で販売

㈭午後1時～4時

演目 （能）吉野天人 天人揃 観世喜正、

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

耐震診断・家の建替えやリフォームなど、

場所・問合せ 住宅課（区

役所5階⑩番）☎（5246）1468

（狂言）萩大名 山本泰太郎、
（能）猩々乱
坂真太郎

リサイクル

工作教室
「自分せんようせんぷうき」

☎（5828）7591

入場料（全席指定）S席5,000円、

A席4,000円※未就学児の入場不可
販売開始日 7月12日㈬午前10時

日時 7月30日㈰午後1時30分～3時30分

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」

場所 生涯学習センター3階創造の部屋
対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4
年生 定員 20人（抽選） 費用 500円（材

●リサイクル活動室出前講座「手拭いを

販売場所 チケットぴあ（☎0570－02－

日時 8月10日㈭①午前10時開場、10時30

使ったのれんづくり」 日時 7月8日㈯午前
10時～正午 場所 上野区民館301集会室

9999、Pコード457－591）
、浅草公会堂、

分開演 ②午後1時30分開場、2時開演

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「7

区役所9階④番文化振興課、下記財団事務

場所 浅草公会堂

月工作教室」希望・住所・氏名（ふりがな）
・

定員 10人（先着順） 費用 200円（材料費）

局

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050

出演 ミッフィー、ボリス、

バーバラ、グランティ、歌のおねえさん

電話番号、
在学（園）の方は学校（園）名・

ほか

学年を書いて下記問合せ先へ

演目 第1部

ミュージカル「ミッ

区内在住か在学の小中学生と保護者を
抽選で10組20人ご招待

フィーのおたんじょうび」
、第2部 コン

申込締切日 7月18日㈫（必着）

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

はがき（1組1枚）に「親子招待」
・住所・

サート「ミッフィーとうたおう」
（企画制

問合せ 〒111－8621

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

氏名（2人とも）
・電話番号・子供の学校名・

作:MOON WALK Co.）

生涯学習課☎（5246）5815

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

学年を書いて下記問合せ先へ

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

入場料（全席指定）S席大人（中学生以上）

2,000円、子供（0歳～小学生）1,000円、

申込締切日 6月30日㈮（必着）

パネルに掲示しています。

問合せ 〒110－0004

ゆずります ミシン、テレビラック、ベビー

11 （公財）台東区芸術文化財団

の入場不可、来場者全員にミッフィース

カー

☎（5828）7591

テッカー（非売品）をプレゼント

ゆずってください ジュニアシート、子供
用自転車20インチ、ベビー用品
※上記の情報は6月1日現在の内容です。

台東区下谷1－2－

大人の美術ワークショップ
－絹に描く－

A席大人1,800円、子供800円※大人のみ

販売場所 チケットぴあ（☎0570－02－

〈7月〉
1日

お山開き（小野照崎神社）
、水上祭

（柳橋河岸）

9999、Pコード457－592）
、浅草公会堂、

6～8日

生涯学習センター、区役所9階④番文化振

6～10日

入谷朝顔まつり（入谷 子母神）

詳しくは、下記へお問合せください。

顔彩や岩絵具で、木枠に張った絹本に花の

興課、下記財団事務局 問合せ （公財）台

り）

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイクル

絵を描きます。普段は公開していない、東

東区芸術文化財団☎（5828）7591

9・10日

ショップ☎（3866）8361

京藝術大学の構内見学も実施します。

書道博物館企画展「あの人、こ
んな字！－歴史上の人物たち－
（日本編）
」
歴史に名を残した人たちの文字の姿を、日
本編（1・2期）と中国編（3・4期）に分
けて紹介します。今年は正岡子規と夏目漱
石の生誕150年にあたるため、日本編では
当館所蔵の正岡子規や夏目漱石の関係資料
を特別コーナーで一挙に公開します。
期間 （日本編）6月27日㈫～9月18日㈷
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

館は4時まで）
●ギャラリートーク 企画展の展示作品に
ついて、学芸員が解説します。 日時 7月
16日㈰午前10時、午後1時30分

定員 各

生涯学習センター

日時 9月23日 ㈷・24日 ㈰・30日 ㈯、10

図書館のこども室から

下町七夕まつり（かっぱ橋本通
四万六千日・ほおずき市（浅草

寺境内）
15日～8月13日

うえの夏まつり（不忍

月1日㈰（全4回）午後1時～4時 場所 東

●オフィスやまいも人形劇「ヘンゼルと

池周辺・上野中央通り ほか）

京藝術大学美術学部（上野公園12－8）

グレーテル」 日時 7月29日㈯午前11時、

29日

子ども家庭支援センターの催し
催し名
にこにこパパタイム
～パパと体育遊び１．
２．
３！～
上野の森トリオコンサート
わっしょい！ music camp

日時
7月22日㈯
午前10時45分～11時30分
7月26日㈬
午前10時45分～11時30分
7月22日㈯
午前10時45分～11時30分

赤ちゃんとの絆作り講座
7月25日㈫
～ベビーマッサージを用いて～ 午前10時30分～11時30分
7月13日㈭
劇団昴 読み聞かせの会
午前11時～11時45分
のびのびタイム
7月19日㈬
午前11時～正午
「屋上水遊び」

隅田川花火大会（隅田川）

定員
申込開始日 場所・申込み・問合せ
（先着順）
区内在住の0～3歳の
15組
日本堤子ども家庭支援セン
子供
6月27日
ター「にこにこひろば」
㈫
区内在住の0～3歳の
☎（5824）2535
60組
子供
区内在住の0～3歳の
100組
台東子ども家庭支援センタ
子供
6月27日
ー「わくわくひろば」
㈫
区内在住の0～8か月
☎（3834）4577
25組
の子供
区内在住の10か月～
6月27日
25組
寿子ども家庭支援センター
3歳の子供
㈫
「のびのびひろば」
区内在住の10か月～
なし
なし ☎（3841）4631
3歳の子供
対象（保護者同伴）

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。

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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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

10

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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