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区の世帯と人口（6月1日現在）
住民登録

隅田川花火大会実行委員会

前月比

世 帯 数

115,367（+125）

人

195,266（+118）

口
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祝
上野動物園で

ジャイアントパンダの赤ちゃん誕生!
（公財） 東京動物園協会提供

問合せ

隅田川花火大会実行委員会事務局
☎（5246）1445

平成29（2017）年 7月5日

第40回

禁止になります。
いでください。
享保 年に始まった両国の花
ごろまで入出庫ができなくなり
自転車を放置しない
◆立入禁止区域◆
火の伝統を受け継ぐ花火大会で ・会場周辺にお住まいの方は、 ●次の橋は、午後６時～９時
ます
でください
外に燃えやすい物を置かない 分ごろまで車は通行禁止、歩行 ●人は午後４時 分～９時ごろ、 規制に入る直前は、周辺道路
す。今大会は昭和 年に復活し
でください。
花火大会当日、浅草・浅草橋
てから、 回目の記念大会とな
者は一方通行になります
車は午後４時 分～９時 分ご の混雑が予想されます。利用す
ります。第１会場では、花火業 ・許可なくドローンを飛行させ ・言問橋 墨田区側から台東区側 ろまで立入禁止になります（台 る方は、早めにご来場ください。 ・蔵前・田原町駅周辺の公道上
ることは禁止です。
などに放置された自転車は撤去
・吾妻橋 台東区側から墨田区側
者による花火コンクールも行わ
し、保管所に移送します。
れます。色とりどりの花火が夜 ※台東リバーサイドスポーツセ ・駒形橋 墨田区側から台東区側
ンター野球場・少年野球場は、・厩 橋 台東区側から墨田区側
一定期間引き取りのない自転
空に舞う、光の競演をお楽しみ
一般開放しませんので、事前 ・蔵前橋 墨田区側から台東区側
車は処分されます。
ください。
に並んでも入場できません。 ●桜橋は、午後１時～９時 分
▽保管場所等
※小雨決行、荒天等で実施でき
ない場合は翌日に順延、両日 ▽問合せ 隅田川花火大会実行 ごろまで通行禁止になります
委員会事務局
とも実施できない場合は中止

☎（５２４６）１４４５

桜橋付近は、花火を満載した
台船が停泊し危険なため、通行
禁止になります。

●首都高速６号線は、次のとお
り通行禁止になります
・両国ＪＣＴから堤通出口
午後６時 分～８時 分ごろ
・堀切ＪＣＴから両国ＪＣＴ
午後６時 分～８時 分ごろ
・向島・駒形出入口閉鎖
午後６時～９時 分ごろ
・堤通出入口（上り）閉鎖
午後６時 分～８時 分ごろ
・駒形ＰＡ閉鎖
午後６時～９時ごろ
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東区側隅田公園内の東武鉄橋～ ▽問合せ 雷門地下駐車場
言問橋手前・言問橋～旧山谷堀
☎（５８２７）５６６０
う かい
水門手前のマラソンコース内お ●めぐりんが迂回します
花火大会当日、北めぐりんの
よび築山部分は 日㈮夜間～
日㈯終日立入禁止）
バス停１～５・ ・ 、東西め
立入禁止区域は、左図「会場 ぐりんのバス停 ～ 、ぐるー
案内」の斜線の部分（ ）です。 りめぐりんのバス停９～ は午
この区域の居住者や事業所等 後５時 分から終発まで、北め
の関係者は、実行委員会発行の ぐりんのバス停 ～ は午後１
「居住者証」があれば立入るこ 時から終発まで停車しません。
また、交通規制による遅れが
とができますが、
「居住者証」
があっても道路上で花火を見る 見込まれますので、ご理解とご
協力をお願いします。
ことはできません。
車は、
地元警察署長発行の
「車 ▽問合せ 北・東西めぐりんは
日立自動車交通㈱
両通行証」があれば、午後４時
分～６時は通行できます。
☎（５６８２）１１２２
ぐるーりめぐりんは
浅草周辺道路の交通
京成バス㈱奥戸営業所
規制に伴うお知らせ
☎（３６９１）０９３５
台東区交通対策課
☎（５２４６）１３６１
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●雷門地下駐車場は、花火大会
当日の午後５時 分～９時 分

▽移送料 ５千円
▽問合せ 交通対策課自転車対
策担当
☎（５２４６）１３０５

辺

警戒所・救護所

第 回「台東第九公演」
下町で第九合唱団員募集

・公演
月 日㈰
▽日程
▽場所 東京藝術大学奏楽堂
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・合唱練習
▽日時 ９月５日～ 月 日の毎
週火曜日午後７時～８時 分
※各パート２回、ボイストレーニ

17

12
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▽費用 ８千円
（高校生以下４千円）
※公演時、女性は所定のブラウス
（１万円程度）着用
▽申込方法 区役所、生涯学習セ
ンター、区民事務所等で配布し
ている募集チラシの内容を確認
し、往復はがきで台東区民合唱
団へ（抽選）
※台東区民合唱団ホームページか
ら申込可
※電話等による申込不可
▽申込締切日 ７月 日㈪（必着）
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１１５３

ングを行います（土曜日午後）
。
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール、柏葉中学校
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割引券付パンフレット
「演
芸・舞台を観に行こう！」
（７～ 月の催し物のご
案内）を作成しました

31

返還日時

保管場所

放置場所

凡例

30

12

７～ 月に区内の演芸場等で行
われる演劇、落語、漫才、講談、

12

午後1時～7時
田原町駅 清川保管所
（月曜日・年末年
周辺
（清川2－24－26）
始を除く）

中央区地区本部

武
東 線
戸
亀

ン

両国駅

総武線鉄橋

横網・石原・亀沢地区本部

花火打上場所

花火

道 路
京 葉

観客進行方向
一方通行
（橋上）

浅草橋地区本部

浪曲、レビューなどの催し物を掲
載しています。
▽配布場所 区役所１階台東アー
トギャラリー・同９階④番文化
振興課、区民事務所・同分室、
地区センター、生涯学習センタ
ー、図書館ほか
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

12

午後2時30分～
浅草橋駅
6時30分
周辺
（月曜日・年末年
今戸保管所
始を除く）
蔵前駅周（今戸2−26−11)

浅草駅周 千束保管所
辺
(千束3－28－13)

※午後6時〜9時30分
ごろ

蔵前警察署

り

通

厩橋
都下
水道局
浅草線
蔵前駅 蔵前
橋

警備の都合で変更する
ことがありますので案
内板、
チラシなどを注意
してご覧ください。

両国・緑地区本部

両国橋

駒形橋

橋
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第2会場本部
中央連合地区本部

大江戸線 蔵前駅

立入禁止区域

両大
国江
駅戸
線

JR浅草橋駅

消防特別警戒本部

本所税務署

橋

交通規制区域

蔵前橋通り

東武浅草駅

34

春日通り

第2会場

花火

浅草寿地区本部

東京
スカイツリー

31

大
横
川
り親
通
日
水
春
公
園
都営地下鉄
浅草駅

浅草消防署

堀
水
門

本所警察署
地
下 本所消防署
鉄
半
蔵
門
線
地下鉄浅草駅

本所北部地区本部
山

押
上
駅

う
きょ ー駅
とう イツリ
スカ

墨田区役所

通り
浅草
都営地下鉄
本所吾妻橋駅

吾妻

地下鉄
田原町駅 浅草通り

桜橋

押
上
駅
ラ
イ

浅草寺

前

30

30

橋
言問

江
戸
通
り

第1会場本部
野球場

馬
道
通
り

花火

浅草警察署

蔵

30

30

28

30

京
成
曳
舟
駅
曳
舟 京
駅 成
押
上
線

45

祝 第 40 回 隅田川花火
言問の柳時雨
空町の賑わい
風流！ 室咲松竹梅
桜橋に舞う 妖艶美人
隅田川 なないろ花火日和
墨堤の春夏秋冬
百花繚乱 花化粧
銀河物語
江戸紫に TOKYO 雅
大川端の錦慕情
千紫万紅 江戸桜

30

寺島地区本部
墨
堤
通
り

高
速
六
号
線

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
言 問 通 り

清
澄
通
り

30

向島
消防署

清川地区本部

30

30

り
通
治

隅田川花火大会
交通規制等

第２会場 午後7時30分開始

45

水

明

曳
舟
川
通
り

少
年
野
球 旧
場 築 谷山

つ
エく
クば
ス
プ
レ
ス
浅
草
駅

隅田の大花絵巻

45

東
戸
向
街
島
駅 道

橋
場
通
り

石
浜
通
り

30

白鬚橋

明 治 通 り

楽しく観るために
ご協力ください

第１会場 午後7時5分開始
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祝 第 40 回記念 隅田川花火大会
艶美な花の羽衣
ドラマティックな東京夜景
晴夜の大川 総天然色
花火コンクール①～⑩
ポケモン花火 キミにきめた！
真夏のワンダーランド
粋と雅の七変化

りょうらん

百花繚乱

30
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・会場付近には駐車場がありま
せんので、自動車や自転車は
交通規制にご協力を
利用しないでください。
お願いします
・ごみは持ち帰ってください。
・堤防には絶対にのぼらないで
◆交通規制区域◆
ください。
・橋の上は一方通行になります。 ●午後６時～９時 分ごろまで
立ち止まったり、座ったりし 車の通行が禁止になります
花火大会当日、左図「会場案
ての花火見物はできません。
・道路には、自動車や商品など、 内」の薄いピンク色の地域（ ）
通行の妨げとなる物は置かな は、自動車、自転車などが通行

花火大会 プログラム

30

会場案内

隅田川花火大会

第 1184 号 （2）
広報

【家庭の省エネヒント】冷たい空気は床側に溜まる傾向があるため、エアコンの冷房時は風向きを上向きに調節しましょう。また、扇風機を併用して空気を循環
させるとより効果的に部屋を涼しくできます。（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 7月5日

第 1184 号

国立西洋美術館が世界文化遺産登録1周年を迎えます

28 年 7 月に、国立西洋美術館を構成資産に含む「ル・コルビュ ▷所在地 台東区上野公園 7 − 7
ジエの建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－」が世界文化 ▷開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分
（金
遺産に登録されました。台東区は「世界遺産のあるまち」として、
曜日は 8 時まで）
今後も国立西洋美術館の文化的・建築的価値の普及・啓発や将 ※7～9月の金・土曜日、
10 月27日、
11月24日、
30
年
1
月
26
日、3
月
30
日は午後
9 時まで
来の世代に継承するための取り組みを進めていきます。
※入館は閉館の 30 分前まで
本館（ル・コルビュジエ
▷休館日 月曜日、年末年始（12 月 28 日～ 1
設計）と新館（前川國男
月 1 日）
設計）からなり、松方コ
※月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日が休館
レクションの作品および
▷常設展観覧料 一般 500 円 、大学生 250 円
ルネサンス以降20世紀
※高校生以下・18 歳未満・65 歳以上・心身に障
初頭までの作品等を展示
害のある方と付添者 1 人は無料（入館の際に
しています。
ⓒ国立西洋美術館
学生証または年齢確認できる物、障害者手帳
を提示）
▷無料観覧日（常設展のみ） 第 2・4 土曜日、
登録1周年記念パネル展示
文化の日（11 月 3 日）
▷期間 7月5日㈬～ 19日㈬
▷問合せ 国立西洋美術館
▷場所 区役所1階
☎（5777）8600（ハローダイヤル）

9 月 24 日㈰まで、常設展内（版画素
描展示室）で「ル・コルビュジエの芸術
空間―国立西洋美術館の図面からたどる
思考の軌跡」を開催しています。

台東区公共の場所における
客引き行為等の防止に関する条例を
制定しました 問合せ 生活安全推進課☎（5246）1044

姉妹友好都市をはじめ、全国の自治体が、各都市の特産品販売や地域の伝統芸能の紹
介・観光パンフレットの配布・移住促進PR等、各地の魅力を発信していくスペースです。
※詳しくは、区ホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。
▷開店日時 7月13日㈭午前10時

区内の路上等公共の場所において、区民等に不安を与え、迷惑をかける客引き行為等を
防止するため、
「客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました。
条例施行後は、地域や警察との連携をさらに強化し、客引き行為等への指導を進めてい
きます。

街内）
▷営業時間 午前10時～午後7時（毎
週水曜日は定休日）

禁止行為（区内全域）

▷出店自治体
・宮城県大崎市（姉妹都市）

パタ崎さんのしそ巻
（大崎市）

7月13日㈭～18日㈫

山形県特産ラ・フランス
（村山市）

・山形県村山市（友好都市）
7月20日㈭～8月15日㈫
・福島県南会津町（友好都市）
8月17日㈭～22日㈫
※この後も、北海道鹿追町・茨城県筑
西市・滋賀県長浜市などが出店予 ※画像はイメージです。
問合せ

定です。

20
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る地域を「特定地区」
（右図赤枠内）として指定します。
●特定地区内での指導を行います
特定地区内で禁止行為を行った者は①区職員 ②客
引き行為等防止推進員（町会・商店会等の方） ③客
引き行為等防止指導員（区の警備業務委託）から指導
されます。
●指導に従わないときは
指導に従わない者には、区職員が警告・勧告を行い、
勧告に従わない悪質な場合は、氏名・住所・店舗名等
の公表・5万円以下の過料を科します。

一部支給

０人

27万円未満 200万円未満 244万円未満

1人

65万円未満 238万円未満 282万円未満

２人 103万円未満 276万円未満 320万円未満
3人目以降
1人につき

290

280

980

38万円加算

※社会保険料控除相当額（８万円）を加算済

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

１月２日以降に転入した方は、
（運転免許証等）
、１月２日以降
１月１日に住んでいた市区町村
に転入した方は、１月１日に住
発行の 年度住民税課税（非課
んでいた市区町村発行の 年度
税）証明書
住民税課税（非課税）証明書
※住民票や民生委員の証明書など ▽支給額（月額） １級５万１千
円、２級３万４千 円
が必要になる場合があります。
事前に左記へお問合せください。

全部支給

配偶者所得
扶養義務者所得

▽支給額（月額） 全部支給４万
２千 円、一部支給９千 円～
４万２千 円（申請月の翌月分

申請者本人の所得

扶養人数

から支給）

児童扶養手当所得制限額（28年分所得）

コン ビニエンスス ト アで
の 住 民 票の写 し・印 鑑 登
録証明 書の交 付サービス
を停止します

定期点検のため、左記の日程で
停止します。
▽日程 ７月 日㈯終日
▽問合せ 戸籍住民サービス課
☎（５２４６）１１６４
15

区内で特に客引き行為等が多く、対策の必要があ

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

ご存じですか「特別児童
扶養手当」

20

求職者向け説明会＆施設
めぐりん

10

客引き行為等防止特定地区（上野2・4・6丁目）

ご存じですか「児童扶養
手当」
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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８日㈯午後１時～３
時、 日㈯、８月２日㈬・５日
㈯・ 日㈯午前 時～正午
年４月１日採用の新卒
▽対象
者（高齢部門のみ）
、中途採用者

▽申込方法 希望日・氏名・電話
番号を電話か電子メールで左記
問合せ先へ
▽申込締切日 各開催日の２日前
▽場所・問合せ 台東区社会福祉
事業団☎（５６０３）２２２８

＠ bz
メール
taitojd-somu
03.plala.or.jp

26 22

事業者に対しては、客引き行為または勧誘行為を用いた営業を禁止します。

都市交流課☎（5246）1016

次のいずれかに該当する 歳未
満の児童を監護している父母また
は養育者（施設入所者、障害によ
る公的年金受給者は除く）に支給
します。 ①身体障害者手帳１～
３級程度（下肢障害の一部４級を

含む） ②愛の手帳１～４度程度
③長期間安静を要する病状または
精神の障害により日常生活に著し

い制限を受けている
▽必要な物 世帯全員の住民票、
申請者（保護者）と児童の戸籍

謄本、申請者名義の預貯金口座
が分かる物、所定様式の診断書
または身体障害者手帳・愛の手

帳の写し、 印鑑（朱肉で押せ
る物）
、個人番号カードか通知
カードおよび本人確認ができる

顔写真付きの物
（運転免許証等）
、

30

①客引き行為（不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為）
・居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ファッションヘルス、児童に対する物品販売等が対象
②勧誘行為（路上スカウト）
・キャバクラ、ファッションヘルスでの勤務、アダルトビデオへの出演等の勧誘
③客待ち・勧誘待ち行為
・上記①または②の行為を行う目的で、相手方を待つこと

南会津の地酒
（南会津町）

次のいずれかの状態にある、
歳になった最初の３月 日まで
（中度以上の障害がある場合は
歳未満）の児童を養育している保
護者（事実婚状態の方、施設入所
者等は除く）に支給します。①父
母が離婚 ②父または母が死亡
③父または母に重度の障害がある
④父または母から１年以上遺棄さ

れている ⑤父または母が１年以
上拘禁されている ⑥父または母
が裁判所からＤＶ保護命令を受け

た ⑦婚姻によらないで生まれた
子 など
▽必要な物 申請者（保護者）と

児童の戸籍謄本（申請事由の記
載のある現在の物）
、申請者名
義の預貯金口座が分かる物、印

鑑（朱肉で押せる物）
、個人番
号カードか通知カードおよび本
人確認ができる顔写真付きの物
E

東京初の世界文化遺産である国立西洋美
術館に、ぜひご来館ください。
▷期間 7 月 17 日㈷～ 30 日㈰
▷対象 台東区内在住の方
▷持ち物 住所が確認できる物（運転免許
証、本人宛て住所が記載された郵便物等）
※企画展「アルチンボルド展」は有料です。

10月1日施行

ふるさと交流ショップ 台東がオープンします

▷場所 浅草4−36−5（千束通商店

台東区民を対象に常設展の
無料観覧を実施します

特別児童扶養手当所得制限額（28年分所得）
扶養人数

配偶者所得
申請者本人の
扶養義務者所得
所得

29

450

０人

467万6千円未満 636万7千円未満

1人

505万6千円未満 661万6千円未満

２人

543万6千円未満 682万9千円未満 270

29

3人目以降
38万円加算 21万3千円加算
1人につき
※社会保険料控除相当額（８万円）を加算済

【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

国民年金のお知らせ

● 年度（７月～ 年６月）の国
民年金保険料免除・納付猶予の申

請を受付けています
▽必要な物 本人確認できる物
（運転免許証等）
、年金手帳、印鑑

※申請時、本人・配偶者・世帯主
（納付猶予は本人・配偶者）の
所得の審査があります。

※退職した方は、特例的に免除が
認められる制度があります。
▽申込み・問合せ 区民課国民年
金係（区役所３階①番）

☎（５２４６）１２６２

● 歳前の病気やけがによる障害
基礎年金を受給している方は所得

状況届を提出してください
▽所得状況届が送られた方 必要
事項を記入し、７月 日㈪（必
着）までに返送

▽診断書付き所得状況届が送られ
た方 ７月に病院で診察を受け、
診断書を作成してもらい、７月
日㈪までに区役所３階①番区
民課国民年金係へ提出

▽問合せ
台東区区民課国民年金係
☎（５２４６）１２６２

上野年金事務所
☎（３８２４）２５１１
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後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方へ
28年中の所得により、一部負担金の割合（下図）が変わる方には、7月下旬に新しい

同封の返信用封筒で返送してください。
医療費の一部負担金割合と1か月の自己負担限度額

新しい高齢受給者証は、世帯主あてに7月24日㈪に発送予定です。
※28年中の所得および生年月日により、医療機関での窓口自己負担金の割合（1～3割）
が決まるため、前年度とは負担金の割合が変わる場合があります。
▷問合せ 国民健康保険課資格係☎（5246）1252

世代間・世代内の負担の公平性や、負担能力に応じた負担を求めるため、70歳以上の
方の自己負担限度額が、8月診療分から下図のように引き上げられます。
※住民税非課税世帯については、変更なし
住民税非課税世 住民税非課税世
一般世帯
帯 （低所得Ⅱ） 帯 （低所得Ⅰ）

外来（個人）
44,400円
12,000円
自己負担
外来＋入院
（世帯）
80,100円+1%（※2）
限度額
44,400円
〈多数該当〉
（※1）
〈44,400円〉
現役並み所得者

一般世帯
14,000円
外来（個人）
57,600円
（※3）
自己負担
限度額 外来＋入院
（世帯） 80,100円+1%（※2） 57,600円
〈多数該当〉
（※1）
〈44,400円〉
〈44,400円〉

8,000円
24,600円

15,000円

変更なし

（※1）12か月間に4回以上、世帯の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた場合は、4回目から
世帯の限度額が下がります。
（※2）10割分の医療費から267,000円を差し引いた額の1％を80,100円に加算します。
（※3）一般世帯については、1年間（8月～翌7月）の外来の自己負担額合計額に、年間14万4千
円の上限を設けます。

▷問合せ 国民健康保険課給付係☎（5246）1253
国民健康保険課後期高齢者医療係☎（5246）1254

「限度額適用認定証」
「標準負担額減額認定証」
「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の交付について（74歳以下の方）
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受診時に医療機

1か月の自己負担限度額

一部負担
所得区分
金の割合
3割

70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額の見直しについて

8月～30年7月診療分
所得区分
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対象でない方は、現在お持ちの被保険者証を引続きお使いください。

高齢受給者証が8月に更新されます。

現役並み所得者

31

29

対象の方は、8月1日㈫以降、新しい被保険者証をお使いください。古い被保険者証は、

国民健康保険に加入している70～74歳の方（後期高齢者医療制度の加入者は除く）の

所得区分

第 1184 号 （4）

被保険者証を簡易書留郵便で送ります。

高齢受給者証が新しくなります

現行（70歳以上の方）

40

る制度です。

国民健康保険課から

今年度は 件の応募の中から、
左記の６件が支援対象企画に決定
しました。
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

内容（予定）
開催期間
企画者
東日本大震災の被害で撤去された「自由の女
神」を譲り受け、アート作品として上野恩賜
The Statue of Freedom 公園芸術の散歩道に展示している「自由な女 30年1月以降
村上愛佳
神」像付近で、女神像のあった石巻市と移設 （予定）
Ueno＆Ishinomaki
先である上野との共通点について思いを巡ら
せるイベントを開催
「路上生活の身体から生ま
路上生活経験者を集めたダンスグループ「新
れるダンス、ソケリッサ！
（一社）
人Ｈソケリッサ！」の活動10周年を記念し 8月以降
東京路上パフォーマンスツ
アオキカク
て、東京近郊の公園や路上などを中心に巡る （予定）
アー」～路上にて生まれる
ダンスパフォーマンスツアーを開催
景色と未来の行方～（仮）
演劇ユニット「ブス会」を主宰する劇作家ペ
ペヤンヌマキ×安藤玉恵 ヤンヌマキと同じ年の女優安藤玉恵がタッグ
生誕40周年記念ブス会 を組み、谷崎潤一郎の長編小説である「痴人 7月15日㈯
ブス会
リーディング『男女逆転 の愛」をアレンジし、チェロの生演奏と共に ・16日㈰
魅せるリーディング公演を風情豊かな古民家
版・痴人の愛』
ギャラリーで開催
現代における映像表現の試みを広く紹介する
30 年 2月10
アサクサ実
ことを目的に、日本国内を含むアジアの若手
日㈯～3月20
アサクサショートシネマ
行委員会
アーティスト・映画監督約15人の作品を約1か
日㈫（予定）
月に渡り披露する上映会を開催
100年以上続く老舗の旅館を舞台に、そこで
行われる花火大会の会議の様子を描く演劇公 12月4日㈪～
田川啓介
花火
演を、実際に築100年を越える上野桜木の市 13日㈬
田邸で開催
谷中の最小文化複合施設HAGISOを拠点に
居間theater×地理人
居間
活動するパフォーマンスプロジェクト「居間 10月以降
「谷中のみる夢/Yanaka
theater
theater」と地図を専門とする作家地理人氏と （予定）
Dreaming」(仮)
の協働企画を谷中のHAGISOで開催
※内容・開催時期等は変更になる可能性があります。

台 東区 芸 術 文 化 支 援 制 度
の 支 援 対 象 企画 が 決 定 し
ました

企画名

文化のまち台東区にふさわしい
魅力的な芸術文化の企画を支援す

平成29（2017）年 7月5日

外来（個人ごと）

外来＋入院（世帯ごと）

80,100円+（10割分の医療費-267,000円）
現役並み
44,400円【57,600円】
×1%
所得

1割

一般

12,000円【14,000円】

44,400円【57,600円】

※8月～30年7月の診療分は、
【 】の金額となります。
※住民税課税所得額が145万円以上の方や、その方と同じ世帯にいる被保険者は、一部負担金の
割合が3割となります。
※１か月単位で医療費の合計額が自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として返還されます。

▷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

29年度後期高齢者医療保険料の納入通知書を送ります
今年度の住民税が決まりましたので、確定した後期高齢者医療保険料の納入通知書を、
7月中旬に送ります。
▷特別徴収の方 年金から差し引かれます。ご自身で納める必要はありません。
▷普通徴収の方 同封の納付書または口座振替で納めてください。
※普通徴収の納付は口座振替が便利です。
※現在まで普通徴収で、29年4月1日時点で老齢年金等が年額18万円以上あり、介護保
険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、10月以降特別徴収に変わる予
定です。
▷問合せ 国民健康保険課後期高齢者保険係☎（5246）1491

後期高齢者医療保険料の軽減措置が変わります
▷均等割額の軽減 所得の低い方は、世帯主および被保険者の所得に応じて保険料の均等
割額（年額42,400円）が軽減されます。29年度から「5割軽減」および「2割軽減」
に該当する所得基準が引き上げられます。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合 軽減後の金額

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下（その他の所
得がない）

関の窓口に提示すると、
その医療機関の1か月の保険診療にかかる費用（入院・通院別）が、 33万円以下で9割軽減の基準に該当しない
世帯の自己負担限度額までになります。
現在、認定証を使用している方の有効期限は7月31日㈪です。引続き必要な方は、7月
31日㈪までに更新の手続きをしてください。新規の申請は、随時受付けます。
※食事代や差額ベッド代等の自費分は対象外です。

9割

4,240円

8.5割

6,360円

33万円＋(26.5万円×被保険
者数)以下

33万円＋（27万円×被保険者数）
以下

5割

21,200円

33万円＋(48万円×被保険者
数)以下

33万円＋（49万円×被保険者数）
以下

2割

33,920円

※保険料の滞納があるときは、交付できない場合があります。

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円
を差し引いた額で判定します。

※住民税非課税世帯の方には「標準負担額減額認定証」も交付されます。

▷所得割額の軽減 賦課のもととなる所得金額58万円までの所得階層の方を対象に保険

※70歳以上の方は住民税非課税世帯の方のみが対象です。

料を軽減します。29年度は、軽減割合が次のとおりとなります。

▷必要な物 国民健康保険被保険者証、世帯主のマイナンバーが分かる物、世帯主の本人

賦課のもととなる
所得金額
15万円まで
20万円まで
58万円まで

確認書類（運転免許証、写真付住基カード、個人番号カードなど）
、更新の方は使用中
の「限度額適用認定証」
「標準負担額減額認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
▷申込み・問合せ 国民健康保険課給付係（区役所2階⑭番）☎（5246）1253

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送ります
現在使用中の減額認定証の有効期限は7月31日㈪です。対象の方には、7月下旬に新し

※①②は、東京都後期高齢者医療広域連合
独自の軽減措置です。
7割① ※③は、30年度以後廃止の予定です。それ
に伴い、①②についても見直しが予定さ
4.5割②
れています。
2割③

軽減割合
全額
7.5割
5割

▷制度加入直前に社会保険の被扶養者だった方の軽減 後期高齢者医療保険料の均等割額
は、これまで9割軽減されていましたが、29年度以降は、次のとおりとなります。
・29年度 7割軽減 ・30年度 5割軽減

い減額認定証を送ります（更新手続不要）
。

・31年度以降 加入から2年を経過する月まで5割軽減

▷対象 世帯全員が住民税非課税で、過去に一度でも減額認定証の交付を受けたことがある方

※上記「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。なお、

※新規の申請は、下記問合せ先で随時受付けます。
▷申込み・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

所得割額は当面の間かかりません。
▷問合せ 国民健康保険課後期高齢者保険係☎（5246）1491

広報
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周年を迎えました

10月20日を除く・各全７回） 時間（金曜日クラス）
①4歳児コースは午後2時30分～3時30分 ②5歳
児コースは午後4時～5時、
（土曜日クラス）③親
子運動教室（3歳児対象）は午前10時～11時
定員（抽選）①②各10人 ③40人（子供・保護者各
20人） 申込方法 往復はがきに希望クラス（①～
③）
・曜日・住所・氏名・生年月日・性別・保護者
氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 8月15日㈫（必着） 場所・問合せ 〒111
－0024 台東区今戸1－1－10 台東リバーサイ
ドスポーツセンター☎（3872）3181

問合せ

70

※各事業の詳しい内容は、今後広
報「たいとう」や区ホームペー

日程 9月1日～10月21日の金・土曜日（9月23日・

70

ジでお知らせする予定です。

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室第3期」

15

▽日時
月 日㈰
午前 時～正午
▽場所 浅草公会堂

清島温水プール水泳教室

①サップヨガ 水の上に浮かんで行う、水中版
ヨガです。 日時 7月28日㈮午後7時45分～8時
30分 対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上
の方 定員 20人（先着順） 費用 4,000円（保険
料含む） 申込締切日 7月23日㈰
②夏の短期水泳教室2期 日程 8月22日㈫〜24日
㈭（全3回） 時間 Aクラスは午前9時～10時、B
クラスは午前10時～11時 対象 Aクラスは小学
1・2年生、Bクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（抽選） 費用 3,750円（3回分・保険
料含む） 申込締切日 8月3日㈭（必着）
③小学1・2年生のための泳力向上教室・小学3
年生からの泳力向上教室1期 日時 8月26日～10
月14日の土曜日（全8回） 時間 Aクラスは午後2
時～3時、Bクラスは午後3時～4時、Cクラスは
午後0時30分～1時30分 対象 A・Bクラスは小
学1・2年生、Cクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（ 抽 選 ） 費用 7,000円（8回 分・ 保
険料含む） 申込締切日 8月7日㈪（必着）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
※レッスン前後の利用は延長料金が必要
講師 ①㈲ヨガワークス ②③野村不動産ライフ＆
スポーツ 申込方法 ①電話で下記問合せ先へ ②
③往復はがきに教室名・希望クラス（A～C）・
住所・氏名・年齢・電話番号・泳力レベルを書い
て下記問合せ先へ※往復はがき返信後、指定日ま
でに下記問合せ先で申込み・チケット購入
場所・問合せ 〒110－0015 台東区東上野6－16－
8 清島温水プール☎（3842）5353

日時 8月の木曜日（10日を除く・全4回）午後7時
～9時（6時50分開場）※学校行事等により中止･
変更の場合あり 場所 富士小学校3階体育館
対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の方
定員 20人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室
内履き、飲み物、タオル、ラケット（貸出あり）
※更衣室なし、保険は各自任意で加入
申込期間 7月18日㈫～28日㈮
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

70

総務課総務係
☎（５２４６）１０５２

スポーツひろば富士小バドミントン初心者教室
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▽主な内容 区政功労者表彰式、
区政功労感謝状授与

問合せ
ときめき たいとうフェスタ
第30回下町七夕まつり
推進委員会☎（5246）1016
産業振興課
江戸下町伝統工芸館
☎（5246）1131
20周年記念イベント
技能者顕彰・育成
産業振興課☎（5246）1131
（公財）台東区芸術文化財団
UENO JAZZ INN '17
☎（5828）7591
総務課
たいとう音頭ダンスコ
たいとう音頭のダンスコンテスト
8月20日㈰
生涯学習センター
☎（5246）1052
ンテスト
（公財）台東区芸術文化財団
台東薪能（たきぎのう） 能楽の公演
9月5日㈫
浅草寺境内
☎（5828）7591
隅田公園リバーサイドギャ 生涯学習課
台東区美術展
区民の絵画等の作品を展示・公開
9月8日㈮～13日㈬
ラリー
☎（5246）5815
上野公園野外ステージ（水上
第10回したまちコメデ 映画上映や音楽ライブ、短編コンペティション、
文化振興課
9月15日㈮～18日㈷ 音楽堂）、東京国立博物館、浅
ィ映画祭 in台東
コメディ栄誉賞授与等
☎（5246）1328
草公会堂、雷5656会館 ほか
台東リバーサイドスポー スポーツ振興課
スポーツボランティア スポーツボランティア育成講習会（希望者はス
9月22日㈮
ツセンター
☎（5246）5853
を育む
ポーツボランティアとして登録）
企画展「定点写真と台
中央図書館
定点写真に写された風景を名所として紹介し、そ 9月22日 ㈮ ～12月
中央図書館
東区の風景～名所の記
☎（5246）5911
の歴史的背景をさぐる企画展
20日㈬
憶をさぐる～」
文化振興課
（仮称）横山大観シンポ
シンポジウム
9月30日㈯
東京藝術大学
☎（5246）1153
ジウム
防災広場「初音の森」ほ ときめき たいとうフェスタ
地域活性化と住民の相互交流を目的としたイベン
10月7日㈯～8日㈰
第18回谷中まつり
か
推進委員会☎（5246）1016
ト
体育の日記念行事「た
台東リバーサイドスポー
障害者スポーツを含む約30種目のスポーツの体験
スポーツ振興課
10月9日㈷
いとうスポーツフェスタ
ツ セ ン タ ー、 清 島 温 水
トレーニングルーム、清島温水プールの無料開放
☎（5246）5853
2017」
プール
くらしの相談課
消費生活に関する学習発表、暮らしに役立つ情報 10月13日 ㈮ ～14日
区役所
台東区消費生活展
☎（5246）1144
の展示・発表
㈯
姉妹友好都市をはじめ、全国の自治体が集う商談 10月20日㈮ ～22日 台東区民会館、花川戸公 都市交流課
ふるさとPRフェスタ
会と物産展
㈰
園
☎（5246）1016
国立西洋美術館世界文
国際・都市交流推進室世界遺
国立西洋美術館の世界文化遺産登録1周年を記念 10月21日㈯～11月5
浅草文化観光センター
化 遺 産 登 録1周 年 記 念
産担当☎（5246）1193
するパネル展
日㈰
パネル展
10月26日㈭ ～27日 産業貿易センター台東館 産業振興課
台東区産業フェア
BtoBを基本とする展示商談会
㈮
ほか
☎（5246）1143
浅草公会堂、生涯学習セ
定点撮影写真によるパ 区内地点を昭和49年から継続して撮影した写真に 10月下 旬～11月下 ンターアトリウム、浅草 中央図書館
文化観光センター、区役 ☎（5246）5911
ネル展
よるパネル展
旬
所1階
広報課
「台東区発足70周年記 区の取り組みを紹介するほか、国立西洋美術館世
10月ごろ
－
☎（5246）1021
念誌」の発行
界文化遺産登録等の特集を収録する記念誌を発行
国際・都市交流推進室世界遺
国立西洋美術館世界文化 世界文化遺産登録1周年を迎える国立西洋美術館
10月ごろ
－
産担当☎（5246）1193
遺産登録啓発用DVD制作 の価値や、登録までの経緯等の啓発用DVDを制作
税務課
オリジナルナンバープ 台東区をイメージする図柄入りデザインの原付バ
10月ごろ
－
☎（5246）1101
レートの交付
イク用オリジナルナンバープレートを作成
庶務課
昭和22年の4月1日以降現在までに統廃合した学
10月ごろ
－
校歌集（CD）制作
☎（5246）1402
校および現存する学校の校歌集を制作
台東区映像アーカイブ これまで収集した映像資料の中から、区の街並み
生涯学習課
－
「70周年 記 念 作品」の や風景、生活などの移り変わりを記録したDVDを 10月ごろ
☎（5246）5852
作成
制作
文化振興課
したまち台東芸能文化 短時間で気軽に大衆芸能に触れることのできるプ
12月2日㈯･9日㈯
浅草文化観光センター
☎（5246）1328
ミニ実演イベント
ログラムを実施
台東リバーサイドスポー スポーツ振興課
第11回ジュニア駅伝大 区内在住・在学の小学4年生から中学3年生を対象
12月3日㈰
ツセンター
☎（5246）5853
会
に、5人1組のチームで駅伝大会
（公財）台東区芸術文化財団
浅草ジャズコンテスト ジャズコンテスト
12月9日㈯
浅草公会堂
☎（5828）7591
人権・男女共同参画課
区内小中学生を対象とした人権メッセージ
12月15日㈮
浅草公会堂
人権のつどい
☎（5246）1116
人権作文の表彰・発表、講演会
※実施期間等、上記の内容は変更する場合あり

台東区が発足して

概要
期間
場所
パレードやストリートパフォーマンスを行うイベ
7月6日㈭～10日㈪ かっぱ橋本通り
ント
職人による実演・手作り教室等、職人団体や地域
7月8日㈯～9日㈰
江戸下町伝統工芸館
と連携した記念イベント
台東区優秀技能者顕彰の受賞作品展
7月13日㈭～31日㈪ 江戸下町伝統工芸館
上野公園野外ステージ
ジャズコンサート
8月5日㈯
（水上音楽堂）

昭和 年３月 日に、旧下谷区 現在さまざまな記念事業を実施し
と旧浅草区が合併して台東区とな ています。記念式典の開催や記念
ってから、今年の３月で 周年を 誌の発行など、今後予定している
各種事業をお知らせします。
迎えました。
区では、発足 周年を記念して、 ●記念式典

事業名

第 1184 号

夏期ラジオ体操地区大会
日程
場所・地区名
7月22日㈯ 小島公園・浅草寿地区
7月23日㈰ 松葉小学校・雷門地区
7月24日㈪ 千束小学校・馬道地区
台東リバーサイドスポーツセンター陸上
7月25日㈫
競技場（雨天時は地下準備室）・清川地区
7月26日㈬ 駒形中学校・入谷地区
7月27日㈭ 旧下谷小学校・東上野地区
7月28日㈮ 竹町公園・竹町地区
7月29日㈯ 柏葉中学校・金杉地区
防災広場「初音の森」
（雨天時は谷中小学
7月30日㈰
校）・谷中地区
7月31日㈪ 忍岡小学校・上野地区
8月1日㈫ 浅草中学校・浅草橋地区
時間 午前6時（清川・谷中地区以外は雨天中止）
※各会場で子供（中学生以下）に参加賞あり。体
操指導も行います。
問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

区民体育祭「ソフトテニス大会」

日程 8月20日㈰～9月3日㈰

場所 台東リバーサイ

ドスポーツセンター庭球場 対象 区内在住か在勤
・在学の方 費用（1組）一般1,000円、高校生600
円、中学生100円 申込締切日 8月7日㈪※詳しくは、
下記問合せ先で配布する大会要項をご覧ください。
問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター5階）
☎（5246）5853

台東区体育協会ジュニア育成地域推進事業
「第8回ジュニア100メートル走講習・測定会」
日時 9月10日㈰午前9時10分～正午（小雨決行） 場所 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場
対象 区内在住か在学の小学4～6年生 定員 120人（先着順） 持ち物 運動できる服装、飲み物、タオル、
運動靴（スパイク可） 申込方法 申込書（下記問合せ先で配布）に記入し、郵送か持参 申込締切日時 8月
10日㈭午後5時（必着） 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
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介護保険課から

問合せ

介護保険負担割合証を送付します
サービスの利用者負担の割合（1割また

第 1184 号 （6）

介護保険課給付担当
☎（5246）1249

利用した場合、介護サービス費の利用者負

住民税が非課税 ③預貯金等が一定額

1を軽減します。

以下（単身の場合は1千万円以下、夫婦

▷対象 次の全てに該当し、区が生計困難

軽減制度を利用する方は、既に送付してい

と認めた方 ①世帯全員の住民税が非

る申請書に記入の上、お早めに申請してく
ださい。

有効期限は7月31日㈪です。8月以降も

▷対象サービス 特別養護老人ホーム・老

課税 ②世帯の収入（仕送りや手当、

に、介護保険被保険者証と一緒にサービス

人保健施設・療養型医療施設の入所、

非課税年金等を含む）が、単身世帯で

短期入所サービス（ショートステイ）

150万円以下（世帯員が1人増えるごと

●認定証をお持ちの方へ

▷対象 要介護認定を受けている方

ださい。
●確認証をお持ちの方へ

担および食費・居住費（滞在費）の4分の

険者証とは異なります）
。サービス利用時
事業所に提示してください。

※申請方法等、詳しくは左記へお問合せく

帯・別世帯にかかわらず、配偶者等の

の場合は2千万円以下）

は2割）を記載しています（介護保険被保

軽減制度に協力する事業所のサービスを

に50万円加算） ③世帯の預貯金等の額

高額介護（予防）サービス費の
上限額が一部変わります

有効期限は7月31日㈪です。新しい認定

が、単身世帯で350万円以下（世帯員

1か月に利用した介護サービスの利用者

証は7月中旬〜下旬に送付する予定です。

が1人増えるごとに100万円加算） ④

負担が高額になり下表の上限額を超えた場

場合があります。

対象要件に該当しなくなった方は上記へご

自宅以外に活用できる資産（土地や家

合、申請いただくと、超えた分が高額介

介護保険負担限度額認定証につい
て

連絡ください。

屋等）がない ⑤負担能力のある親族

護（予防）サービス費として払い戻されま

等に扶養されていない ⑥介護保険料

す。上限額は所得等に応じて設定されてい

を滞納していない

ます。8月利用分から、一般所得（住民税

▷発送日 7月中旬〜下旬
※要介護認定申請中の方は、発送が遅れる

介護サービス利用者負担額軽減確
認証について

●介護保険施設などの食費・居住費（滞在
費）が所得等に応じて軽減されます

●介護サービスの利用料の一部が軽減され

▷対象サービス 訪問介護・通所介護・短

課税世帯）の方の上限額が下表のとおり変

▷対象 次の全てに該当する方 ①本人お

ます（社会福祉法人等による利用者負担額

期入所生活介護、特別養護老人ホーム

更となります。その他の方の上限額は変更

軽減）

における施設サービス等

ありません。

よび世帯全員が住民税非課税 ②同世

【7月利用分までの上限額】
利用者負担段階
上限額
一般所得（住民税課税世帯）の方（医療保険における現役並
世帯で37,200円
み所得相当の方〈※1〉を除く）
利用者負担段階
上限額
医療保険における現役並み所得相当の方（※1）
世帯で44,400円
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額
世帯で24,600円
の合計が80万円を超える方
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額 個人で15,000円
の合計が80万円以下の方
（世帯で24,600円）
生活保護を受給している方または世帯全員が住民税非課税
個人で15,000円
で、老齢福祉年金を受けている方

特別区職員募集
採用区分

対象

インター
申込 ネット
期間
郵送
採用予定数
1次試験日

Ⅲ類
（事務）

日本国籍を有す
る、平成8年4月
2日～12年4月1
日生まれの方

受験資格・業務従事
歴等は、
試験案内等
をご覧ください。
※Ⅰ類採用試験（一
般方式）に申し込ん
だ方は申込不可

7月27日㈭（消印有効）まで

9月10日㈰

身障者・Ⅲ類
（事務）

日本国籍を有し、
次の全て
に該当する方 ①身体障
日本国籍を有する、 害者福祉法第15条に定め
昭和61年4月2日～ る身体障害者手帳の交付
平成8年4月1日生ま を受けている ②昭和61
れの方
年4月2日～平成12年4月1
※Ⅰ類採用試験（一 日生まれ ③通常の勤務
般方式）に申し込ん 時間（原則週5日・1日7時
だ方は申込不可
間45分）に対応できる
④活字印刷文または点字
による出題に対応できる

7月31日㈪午後5時（受信有効）まで

135人

8月7日㈪午後5時 （受
信有効）まで
8月3日㈭（消印有効）まで

・ 2級職181人程度
・ 3級職 （主任主事 ・ 土木造園（土木）
10人程度
Ⅰ）70人程度
・ 3級職 （主任主事 ・ 建築12人程度
Ⅱ）9人程度
9月3日㈰

9月3日㈰

打ち水で夏を涼しく過ごそう

問合せ

（※1）医療保険における現役並み所得に相当する方とは、
同一世帯内に課税所得（※
2）が145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯年収が520万円以上（単身世帯の
場合は383万円以上）の方です。
（※2）課税所得とは、収入から公的年金控除・必要経費・基礎控除・給与所得控
除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額です。

職種
業務内容
対象
採用日
勤務地
募集人数
給与
（月額）
選考日
選考方法

33人
申込方法
9月10日㈰

試験案内
・ 特別区人事委員会事務局任用課採用係☎（5210）9787
配布場所
・ 台東区人事課人事係（区役所4階⑤番）☎（5246）1061
・問合せ

環境課から

変更なし

台東区職員募集（保育士・Ⅱ類）

Ⅰ類
（土木・建築新方式）

経験者

【8月利用分からの上限額】
利用者負担段階
上限額
一般所得（住民税課税世帯）の方（医療保険における現役並
世帯で44,400円
み所得相当の方〈※1〉を除く）

環境課普及啓発・みどり担当
☎（5246）1281

●打ち水イベントを実施します

申込締切日時

保育士・Ⅱ類
乳幼児の保育等
昭和55年4月2日～平成10年4月1日に生
まれ、保育士の資格をお持ちで、都道府県
知事の登録を受けている方（平成30年3月
31日までに資格を取得し、都道府県知事
の登録を受ける見込みの方を含む）
30年4月1日以降
区立保育園、子ども家庭支援センター、石浜
橋場こども園、身体障害児施設等
13人程度
約191,800円
（地域手当を含む）
1次選考 8月27日㈰
2次選考 9月下旬予定（1次選考合格者）
1次選考 択一式、作文
2次選考 個別面接、体力測定
申込書に記入し、下記へ持参するか簡易書留
で郵送※電子申請の場合は、区ホームページ
の「電子申請」から利用（事前にインターネッ
ト上での利用登録が必要）
7月31日㈪午後5時（必着 ・ 受信有効）

申込書配布場所 〒110−8615 台東区役所人事課人事係
問合せ （区役所4階⑤番）☎（5246）1061

します。また、応募要件を満たした方全員
に参加賞を差し上げます。
①家庭省エネ部門 家庭で７・８月に電気

▷日時 7月20日㈭午前10時（10分程度）

とガスの省エネに取り組み、その結果

打ち水をすることで、水が蒸発するときに

※雨天時は24日㈪に延期

や工夫した点を応募してください。平

熱を奪い、周囲の気温を下げることができ

▷場所 広徳公園（旧広徳児童遊園）

均より使用量が少ない方や、昨年と比

ます。

※同日、区内各所での打ち水の実施にご協

べて多く削減した方を表彰します。

●方法 風呂の残り湯、雨水などをバケ
ツ、ペットボトル等に入れて家の周辺等

力をお願いします。

雨水タンクの設置助成

※7月は8月分、8月は9月分の検針票でご
確認ください。

難病患者福祉
手当をご存じ
ですか
難病医療費助成制度（国
および都疾病）の対象者で、
65歳未満の方、小児慢性
特定疾病医療費助成制度の
対象者で、手当の対象疾病
にり患している方は申請で
きます。
※対象疾病は、区ホームペ
ージで確認できます。
※手当の受給には、所得制
限等の支給要件がありま
す。詳しくは下記へお問
合せください。
▷問合せ 障害福祉課給付
担当☎（5246）1201

分かる写真を添えて応募してください。
▷参加賞 液体肥料（予定）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
▷対象 区内在住の方（花とみどりの部門
は区内事業所も可）
▷応募方法 応募用紙（環境案内人〈エコ
ガイド〉7月20日号〈新聞折込〉に掲載、
区役所6階③番環境課、区民事務所・同
分室、地区センター、環境ふれあい館

▷参加賞 間伐材ノート（予定）

ひまわりで配布）に記入し、問合せ先

●ポイント ①地面だけでなく屋上・壁・

雨水をためる雨水タンクの設置に対して助

②花とみどりの部門

へ郵送か持参（電子申請可）

ベランダ等にもまく ②日陰や風通しの良

成を行っています。ためた雨水は打ち水や

・みどりのカーテンコンテスト あさがお

▷申込締切日 9月30日㈯（消印有効）

い場所で、比較的涼しい朝か夕方に行う

園芸時に利用でき、水道代の節約にもつな

などで育てたみどりのカーテンの写真

●バケツ・ひしゃくを貸出します

がります。ぜひご活用下さい（雨水100

を添えて応募してください。生育状況

あさがお展示会を開催します

▷期間 7月20日㈭～9月30日㈯

リットルで水洗トイレ約16回分に相当）
。

や景観等が優れたものを表彰します。

あさがお栽培講習会受講生の栽培した大輪

環境MVPに挑戦しよう！

・地先園芸コンテスト 玄関前、道路に

あさがお・入谷行灯（あんどん）づくりあ

にまく

▷対象 区内で打ち水を行う団体

面したスペース等で、プランター等を

さがお等を展示します。

※数に限りがあります。

夏の省エネや緑化への取り組みを応募いた

活用した横幅の合計が1メートル以上

▷日時 8月1日㈫～4日㈮午前9時～正午

※用具は区役所でお渡しします。

だいた方の中から、結果が優秀な方を表彰

の手軽な地先園芸が対象です。全体が

▷場所 区役所1階ロビー

▷申込方法 電話で上記問合せ先へ

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

日

21

13

30

プールを楽しく利用するために
～プール熱にご注意ください～

プール熱は、正式には「咽頭（いんとう）結膜熱」と呼ばれて
います。プールを介して流行することが多く、数種類のアデノ
ウイルスによって引き起こされる感染症です。
●どんな症状がでるの？ 39℃前後の発熱が3～7日程度、のど
の痛みが3～5日程度続きます。目に痛みやかゆみがあり、目や
にが出て、まぶしく感じたり涙が止まらなくなったりします。
おう吐や下痢を伴うこともあります。
●どうやって感染するの？ ウイルスが口、鼻の中やのどの粘
膜、
眼の結膜から体の中に入り込んで感染します。通常は飛沫
（ひ
まつ）感染や、手指を介した接触により感染しますが、患者と
のタオルの共用やプールを利用した場合に眼の結膜から感染す
ることもあります。
●予防するには ①普段の生活では、手洗い・うがいをし、タ
オルの共用はやめる。 ②プール利用時は、入る前に腰洗槽で
消毒し、シャワーで体を洗う。自分のタオルを使う。 ③プー
ルに入った後は、よくうがいや洗眼をし、シャワーを浴びる。
※体調がすぐれない時は、入るのを控えてください。入った後
で体調に異常があったら、早めに医師の診察を受けてください。
▷問合せ
台東保健所保健予防課感染症対策担当☎（3847）9476
台東保健所生活衛生課環境衛生担当☎（3847）9455

8月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

8月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
☎（3844）8171
3・4か月児健康診査 8･24日午後１時15分～１時45 18 ･ 23日
（平成29年4月生）
分☎（3847) 9447
午後1時15分～2時
（平成28年1月生）10日午後1 （平成27年12月25日～31日生、28
1歳6か月児健康診査
時15分～2時☎ (3847) 9447 年1月生）9日午後1時～2時15分
２歳児歯科健康診査
4日午後1時〜2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
３歳児健康診査
22日午後1時～1時45分
2・30日
（平成26年7月生）
☎ (3847) 9447
午後1時15分～2時15分
8日(個別) 午前9時～10時30分
22日（個別）
9日(個別) 午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
24日(集団) 午前9時30分～11時
☎ (3847) 9497
妊産婦歯科健康診査
（予約制）
歯科衛生相談
1・29日午後1時30分～2時30 3・24日午後1時30分～2時30分
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 分☎ (3847) 9449
2日午後2時30分～4時、24日
こころの健康相談
2日午前10時30分～正午
区内在住・在勤の方 午前9時45分～正午
7・28日午後1時15分～2時45分
(予約制・前日までに) ☎（3847）9497
発達障害個別相談
23日午後2時30分～4時30分 28日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
9 ･ 23日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
4 ･ 28日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、24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
ハローベビー学級
る方へ」をご覧ください。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

医 療 マッ プ 台
｢ 東 区の 身
近 な お 医 者 さ ん 」に 広 告
を掲載しませんか

区では、区内の医療機関・保険
薬局を案内するための情報や、か
かりつけ医・歯科医・薬剤師（薬
局）に関する情報を掲載した冊子
台｢東区の身近なお医者さん」を
発行しています。
改訂版の作成にあたり、冊子に広
告を掲載する事業者を募集します。
▽規格・掲載料
・１号（表紙内側または裏表紙内
側ページ、横２分の１面） 縦 ・
２×横 センチメートル・４万
円

・２号（本文中指定ページ、横８
分の１面） ６ ３×８ ７セン
チメートル・１万円

▽色数 ４色カラー
▽発行部数 ３万５千部
年１月下旬
▽発行時期
▽配布方法 転入者へ配布するほ
か、区立施設の窓口で配布
▽申込締切日 ７月 日㈪
※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
▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１２１５

18

ださい。
▽場所 台東保健所

月

30

▽定員
人（先着順）
▽持ち物 筆記用具、エプロン、

11

▽対象 区内在住で、１歳以上４
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

10

三角巾、スリッパか上履き
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課

12

☎（３８４７）９４６６

月 日

30

る母親（勤務先等で健康診断を
受ける機会のある方、妊娠中の
方、１年以内に区の健康診断を

10

20

小児生活習慣病予防健診

30

受けた方は除く）

10

第 1184 号

知って 得 す る！ 在 宅 ケ ア
教室

▽日時 ７月 日㈬
午後３時～４時

月 日

・

−
110
−
22
−

19

−

所・氏名・生年月日・電話番号・
職業・過去１年の健康診断受診
ふりがな
の有無・子供の氏名・生年月日・
託児希望の有無を書いて左記問
合せ先へ（電子申請可）
時（各 分程度）
▽申込締切日 ７月 日㈭（消印
有効）
▽場所 台東保健所３階大会議室
００１５ 台東 ▽対象 台東区の国民健康保険か
▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
後期高齢者医療制度の加入者
所保健サービス課
▽定員 各６人 先着順）
(
☎（３８４７）９４４７
▽内容 骨密度（素足で測定）
、
血管年齢、物忘れ度、握力、血
あなたの体の健康度、チェ
圧の測定、結果説明と助言
ッ ク し て み ま せ ん か（ 予
▽申込開始日時 ７月 日㈮午前
約制）
時
▽日時 ８月８日㈫、９月 日㈫
▽申込み・問合せ 国民健康保険
午前９時 分、 時、 時 分、 課☎（５２４６）１２５１

月 日

31

・

−

学校を通じて申込みした方には、 ▽内容 内科診察、血液・尿検査、
体組成・骨密度測定、生活習慣
受診票を配付しました。新たに受
の助言等
診を希望する方や、受診票を紛失
した方は左記へお問合せください。 ▽申込方法 はがきに健診日・住
ふりがな
▽受診期間 ９月 日㈯まで
※できるだけ、夏休み期間中に受

日

30

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）

30

24

診してください。
▽場所 区内協力医療機関
▽対象 区立小中学校に在籍する
小学４年生、中学１年生
▽内容 生活習慣調査、身長・体
重・腹囲・血圧測定、血液検査
▽申込み・問合せ 学務課保健給
食係☎（５２４６）１４１３

月

22

子育てママの健康診断

日

医療
情報

30

▽日時 健診日８月 日㈭
結果説明日９月 日㈮午前中
※詳しい時間は、８月中旬に送付
する「健診のご案内」をご覧く

月

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
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 浅草第一診療所
浅草4－33－7
(3872)8617
根岸3－12－14 (5603)7161
7 内科 かとう医院
台東区歯科医師会歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
9 歯科 診療所
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－33－7
(5603)5002
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
(3872)5349
浅草2－34－7
7 内科 浅草二天門クリニック グレイプス浅草2階 (5830)0121
入谷1－7－7
(3872)7873
16 内科 飯山医院
松が谷1－1－1
歯科 永石歯科クリニック
(3842)4182
嵐川ビル2階
内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6 (5806)3077
7 内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44 (3821)3915
台東区歯科医師会歯科
17 歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
診療所
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
(3841)5816
内科 蔵前協立診療所
三筋2－13－3
(3865)0139
上野2－11－10
7 内科 上野医院
(3832)0076
小島ビル4階
23
松が谷3－1－2
歯科 岩本歯科
(3843)8778
栗林ビル2階
薬局 みすじ薬局
三筋2－18－12 (5825)0970
寿3－16－14
内科 島田クリニック
(3843)5356
原ビル2階
7 内科 桜木内科クリニック 上野桜木1－10－11 (3827)8401
地下1階
30
台東区歯科医師会歯科
歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
診療所
薬局 コトブキ永生堂薬局 寿3－15－17
(3844)5527
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 (5842)1454
浅草橋1－25－5
(3861)2429
8 内科 小川こどもクリニック 小川ハイム201
内科 柴原医院
池之端4－11－2 (3821)3658
6
歯科 小林歯科医院
西浅草2－16－1 (3844)1092
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5 (5809)3698

☎（３８７６）１００１㈹

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
あたって 分の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

▽テーマ 自宅でできる予防リハ
ビリ① 膝の痛み予防
▽講師 江藤啓介（理学療法士）
▽場所・問合せ 台東病院

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

あめ

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

飴 づ く りで 夏 休 みの 自 由
研 究！「 下 町 の 職 人 に よ
る 飴 づく りと 食 の 衛 生 教
室」

7・8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/

西浅草の「三津関製菓」の職人
を講師に迎え、飴菓子の作り方を
教えていただきます。飴づくりを
通して、職人の技術や食中毒の予
防方法について学びます。
▽日時 ８月１日㈫午後１時 分
～４時（受付は１時から）
▽場所 台東保健所３階栄養室
▽対象 区内在住か在学の小学４
～６年生
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健 康

広報

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5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5回）
20人
午後3時～4時
毎週火曜日（全5回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
毎週水曜日（全5回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 20人
水曜アクアビクス
毎週水曜日 （全5回）
15人
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日 （全5回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全5回）
20人
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）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
20人
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 20人
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 35人
金曜日（11日を除く・全3回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
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 15人

火曜リズム体操

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
気体操

日時

定員

毎週火曜日（全5回）
10人
午後2時～3時
毎週火曜日（全5回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全5回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全5回）
15人
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
金曜日（11日を除く・全3回）
10人
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 15人
毎週土曜日（全4回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
午前10時30分～正午

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 参加費 1回
300円 申込方法 往復はがきに①8月の○○教室
希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性
別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
7月20日㈭（必着）までに各センターへ（1人1教室
につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【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
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第 1184 号
電話かファックスまたは直接下記問合せ

など
日本・デンマーク外交関係樹立
150周年交流推進事業「華麗な
るヴァイオリンとフルートの響宴」
姉妹都市のデンマークのグラズサックセ市
で才能ある音楽家に与えられる音楽賞を受
賞した、デンマーク人のヴァイオリニスト
とフルーティスト夫妻の来日にあわせた演
奏会です。
開場、2時開演 場所 東京国立博物館平成

日時 9月9日㈯午後1時30分

館大講堂（上野公園13－9） 対象 区内在
住か在勤・在学の方 定員 210人（先着順）

先へ 問合せ 環境ふれあい館ひまわり
☎（3866）8098

FAX （3866）8099

夏休みサイエンススクエア「伝
統工芸職人によるもの作り教室」
内容 桐のペン皿作り 竹のけん玉作り
7月25日㈫～27日 7月28日㈮～30日
日程
㈭
㈰
午前10時～午後0時30分（受付は正
午まで）、午後1時30分～4時（受付
時間
は3時30分まで）※製作時間は15分
程度、材料がなくなり次第終了
対象
小中高生
中西正夫
田中耕太朗
講師
（三味線箱職人）（江戸すだれ職人）
費用 600円（材料費） 400円（材料費）

赤毛のアン」 日時 7月26日㈬午前10時、

ンススクールの生徒等
ダンススタイル オールジャンル※音頭以

外も可

部門（チーム人数）小学生の部、

午後2時30分（各95分程度） 場所 根岸
社会教育館ホール 対象 幼児～小学生

中学生・高校生の部、成人の部（各部門と

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書

も、1チームあたり5～10人程度）

館☎（3876）2101

応募書類配布場所 区役所4階⑧番総務課、

●としょかんたんけんたい クイズを解

区民事務所・同分室、地区センター等

きながら、普段は入ることができない地

※区ホームページからダウンロード可

下書庫などを見学します。 日時 8月5日

申込締切日 7月21日㈮

問合せ 総務課

☎（5246）1052

㈯午前10時15分、11時15分

対象 5歳

～小学生（未就学児は保護者同伴）

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」

定員 各10組（ 先 着 順 ） 申込開始日 7月

15日㈯※申込みは本人か保護者に限る
場所・申込み・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911
●夏休み工作会「煮干しの解剖教室」

期間 9月20日㈬まで

場所 国立科学博物館日本館2階講堂（上野
公園7－20） 入館料 一般620円※高校生

●専門員によるギャラリー・トーク（要申

日時 7月26日㈬午後2時～4時

レンティン（ヴァイオリン）
、アレーナ・

込） 展示内容の見どころを展示会場で解

生と保護者（子供のみの参加不可）

ルゴフキナ（フルート）
、石橋尚子（ピア

以下・65歳以上は無料

ノ）
、谷中小学校児童（合唱） 申込方法

課☎（5246）1131

説します。 日時 8月6日㈰午後4時15分
～5時 定員 20人（先着順） 講師 平野恵

㈬

※未就学児の入場不可 出演 ニクラス・ワ

催し名・希望人数（2人まで）
・住所・氏名・
電話番号・ファックス番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校）名を往復はがきかファッ

問合せ 産業振興

夏！ボランティア体験2017
小学生参加特別プログラム

クスで下記問合せ先へ（電子申請可）※後

日程 ①8月7日㈪ ②23日㈬

日送付するチケットを正門で提示、特別展

時間 午前10時～正午

の観覧には別途料金が必要

申込締切日 8

学の小学生と保護者※小学1～3年生は保

月18日㈮（必着） 問合せ 〒110－8615

護者同伴 定員 各20人（先着順） 内容 ①

③25日㈮

対象 区内在住か在

（中央図書館専門員） 申込方法 直接下記
問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 小学

定員 10組（先着順） 申込開始日 7月12日
場所・申込み・問合せ 中央図書館谷中

分室☎（3824）4041

産業振興事業団から
●したまちTAITO創業塾 日時 8月20日

場所・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911

㈰、9月3日㈰、10月1日㈰、11月5日㈰、
12月3日㈰（全5回）午後1時～6時 場所

江戸下町伝統工芸館の催し

台東区中小企業振興センター

対象 区内

●台東区優秀技能者作品の展示と実演

で起業予定の個人、起業して間もない事業

話で耳のきこえない人と話そう ③タオル

展示日時 7月13日㈭～31日㈪午前10時～

者 定員 25人（先着順） 内容 創業時の経

で犬のマスコットづくり＆プレゼント

午後8時 作品 帽子、靴紐、つげ櫛、仏像

営戦略、WEBの有効性、ビジネスプラン

講師 ①NPO法人日本国際ボランティアセ

彫刻、太鼓、神輿（みこし）
、押絵羽子板、

策定ほか

ンター（JVC） ②台東区聴覚障害者協会、

掛軸ほか

ルタント） 費用 10,000円（5回分）

台東手話サークル ③ボランティア団体

日㈯日花和子（仏像彫刻）
、16日㈰水門俊

●ビジネス交流フェスタ2017

り、御徒町駅前パンダ広場ほか※パレード

「みどりの会」 申込方法 催し名・希望日

裕（押絵羽子板）
、17日㈷竹内敬一（つげ

22日㈫午後2時～5時30分

開催中は交通規制を実施

（①～③）
・住所・氏名・電話番号・学校名・

櫛）※展示作品や実演者は変更の場合あり

台東区役所都市交流課☎（5246）1193
FAX （5246）1147

うえの夏まつり
●うえの夏まつりパレード

日時 7月22
日㈯午後5時30分～8時 場所 上野中央通

「集める」ボランティアで国際協力 ②手

実演日程・実演者（業種）7月15

講師 坂本篤彦氏（経営コンサ
日時 8月

場所 区役所

●骨董市（こっとういち） 日時 7月15日

学年・保護者氏名を電話か電子メールで下

実演時間 正午～午後4時

10階会議室
可 ） 内容・定員（先着順） ① 第1部 は グ

㈯～8月13日㈰午前11時～午後9時

記問合せ先へ

申込締切日 各開催日の1週

●20周年記念イベント「若者弟子入り体

ループミーティング・140人程度 ②第2

場所 不忍池畔

間前まで

場所・問合せ 台東区社会福祉協

験」 伝統工芸のものづくりの現場を体験

部は展示商談会・50社

●とうろう流し 日時 7月17日㈷午後7時

議会☎（3847）7065

してみませんか。 日程 8月21日㈪～9月
22日㈮のうち3日間程度 対象 高校生以上

し ②8月3日㈭

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

場所 不忍池

●氷の彫刻

日時 7月18日㈫午後2時30
分 場所 水上音楽堂前（不忍池畔）

●納涼ゆかた撮影会

日時 7月23日㈰午

前11時 場所 不忍池畔
●弁天堂大道芸

日時 7月23日㈰・29日

「第10回したまちコメディ映画
祭in台東」PRイベント「まちか
ど映画会inミレニアムホール」
（無料）

対象 中小企業（区外企業も

申込締切日 ①な

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

30歳未満の学生の方※参加希望者を対象

申込方法 申込用紙（下記問合せ先で配布）

にガイダンス（要申込）を実施します（7

に記入しファックスで下記問合せ先へ

月25日㈫午前10時）
。詳しくは下記問合

問合せ 台東区産業振興事業団経営支援課

せ先へ。

☎（5829）4124

●伝統工芸品オークション スタート価格

FAX （5829）4127

老人福祉センターの催し

日時 7月30日㈰午後2

が参考市価の半額以下の目玉商品もありま

時開場、2時30分開演

す。 日程 7月31日㈪まで

場所 生涯学習センター

時～午後8時※31日は午後3時まで

30分 出演 神田すみれ・丸一菊仙・三遊

ミレニアムホール

参加方法 会場で所定の参加用紙に記入し

亭朝橘

開演 場所 水上音楽堂（不忍池畔） 定員

定員 300人（先着順）

参加箱へ入れてください。※商品の引渡し

●スマートフォン講習会（初心者向け）

各1,200人（先着順） 出演 ①扇ひろこ、

上映作品 「湯を沸かす

は、8月下旬ごろを予定

日時 8月の木曜日（24日を除く・全4回）

㈯午後4時30分、5時30分

場所 弁天堂

境内
●納涼演歌まつり
②28日㈮

日程 ①7月27日㈭

時間 午後4時30分開場、5時

北原ミレイ、新沼謙治、西方裕之ほか ②

ほどの熱い愛」

こまどり姉妹、角川博、山川豊、浜博也ほか

ゲスト 監督 中野量太

入場料 100円

氏（午後4時45分ごろ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

時間 午前10

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
©2016「湯を沸かす
ほどの熱い愛」製作
委員会

ゲストトークあり）※詳しくは、映画祭

場所 江戸下町伝統工芸館

午後1時30分～3時30分 定員 16人（抽
選） 講師 NPO法人竹箒（たけぼうき）の

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

会 持ち物 筆記用具

区民向け説明会「通いの場でみ
んなが元気になるワケ」
（要申込）

問合せ 上野観光連盟☎（3833）0030

公式ホームページをご覧ください。

台東区観光課☎（5246）1447

問合せ 「したまちコメディ映画祭in台東」

●下町風俗資料館の開館時間を「うえの夏

実行委員会事務局（文化振興課内）

何歳になってもいつまでもイキイキと元気

まつり」期間中延長します

☎（5246）1328

でいるための通いの場について、その魅力

日時 7月15

日㈯～8月13日㈰午前9時30分～午後7時
（入館は6時30分まで） 入場料 一般300
円、小中高生100円 休館日 月曜日（祝

や作り方等を紹介します。

したまち演劇祭in台東
応援部員大募集！

日程 ①7月

19日㈬ ②26日㈬ ③31日㈪

時間 午

後2時30分～4時（2時受付開始） 場所 ①

日の場合は翌日） 場所・問合せ 下町風俗

30年1月7日㈰～2月4日㈰開催の「した

谷中区民館 ②入谷区民館 ③寿区民館

資料館☎（3823）7451

まち演劇祭in台東」に向けて、ボランティ

対象 おおむね65歳以上で元気になりたい

夏休みの自由研究に最適！環境
ふれあい館まわるんバスツアー

アスタッフを募集します。

業務内容 会

●ほのぼの寄席 日時 7月25日㈫午後1時

申込方法 老人福祉

センター・老人福祉館で配布する申込用紙
に記入し提出

必要な物 本人確認できる

物（老人福祉施設使用登録証、健康保険証
等） 申込締切日 7月22日㈯
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住の60歳以上の方
場所・問合せ 入谷老人福祉館

☎（3873）9036

来食サービス（いきいきランチ）

方、または地域で元気になれる場づくりに

場整理、観客誘導補助、広報宣伝補助、ロ

関心のある方

ビー整理、事務局補助ほか※詳しくは、演

地域支援課☎（5246）1295

申込み・問合せ 介護予防・

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設
の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと

水の科学館（江東区）を見学したり、環境

劇祭公式ホームページをご覧になるか下記

ふれあい館でエコな工作をしたりと盛りだ

問合せ先へ

くさんのツアーです。

台東」実行委員会事務局（文化振興課内）

●石浜図書館おはなし工作会

☎（5246）1328

19日㈬午前10時30分、午後3時30分（各

ン 対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

30分程度） 対象 幼児～小学校低学年（未

定員 20人（先着順） 費用 550円

就学児は保護者同伴） 定員 各15組（先

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

着順） 場所・問合せ 石浜図書館
☎（3876）0854

紙に記入し提出 必要な物 本人確認できる
物（健康保険証等） 問合せ みのわ高齢者

●根岸図書館えいが会「世界名作劇場

在宅サービスセンター☎（5603）2245

前10時～午後4時
集合・解散

日時 8月27日㈰午

場所 環境ふれあい館

対象 区内在住か在学の小学

生と保護者 定員 20組40人（先着順）

問合せ 「したまち演劇祭in

たいとう音頭ダンスコンテスト

費用 1人500円（バス代） 持ち物 飲み物・

日時 8月20日㈰午前9時30分

弁当・タオル・帽子・筆記用具

学習センターミレニアムホール

申込方法

住所・氏名（学校名・学年）
・電話番号を

場所 生涯
対象 区

内在住か在学の小学生以上の方、区内のダ

れた食事を提供します。 日時 月～金曜

図書館のこども室から

日（祝日・年末年始を除く）正午～午後2
日時 7月

時 場所 三ノ輪福祉センター2階レストラ

【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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大学兼任講師） 費用 4,000円（4回分・

数は各楽器3人 講師 東京藝術大学音楽学

7時30分まで）※月曜日・7月29・30日

資料代含む）※当選後、事前に支払い・初

部邦楽科

は閉場 対象 中学生以上の方

コーヒーやクッキーをいただきながら、プ

回のみ別途入館料が必要

申込方法 往復

円、18歳以上の方は5,000円（4回分・

ロの歌手と一緒にピアノの生演奏で歌いま

はがき（1人1枚）に講座名・住所・氏名

教材費含む）※篠笛希望者は初日に篠笛

料金（1時間） 大プールは一般200円、中

せんか。 日時 7月26日㈬午後1時～3時

（ふりがな）
・年齢・電話番号を書いて下記

を購入 楽器 長唄三味線、篠笛、小鼓、長

学生以下100円、小プールは100円※おむ

唄

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名

つ使用の子供は利用不可※区内在住か在勤

（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号（自宅

の65歳以上の方は半額、障害者は料金が

と携帯）
・希望の楽器（第2希望まで）
、在

免除されます（要件の確認できる物を持参

出前歌声喫茶

場所 松が谷福祉会館5階

対象 区内在住で

問合せ先へ※複数名の記入、往復はがきで

身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）を

ないものは無効

お持ちの方 定員 50人（先着順） 出演 大

印有効）

申込締切日 8月1日㈫（消

費用 小学5年～高校生は500

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

勤（学）の方は勤務先名（学校名・学年）
・

し、入場前に事務所で登録手続きが必要）
。

ニスト） 費用 230円（クッキー代）

入館料 一般300円、小中高生100円

所在地を書いて下記問合せ先へ※長唄三味

場所・問合せ 台東リバーサイドスポーツ

申込方法 催し名・氏名・電話番号を電話か

場所・問合せ 〒110－0012

台東区竜泉

線希望者は三味線の撥（ばち）
・膝ゴム・

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

指かけを貸出し（貸出不要の方は、はがき
に明記） 申込締切日 8月25日㈮（必着）

塚亜希子氏（歌手）
、多羅尾睦恵氏（ピア

ファックスで下記問合せ先へ

問合せ 障

害者自立支援センター☎（3842）2672
FAX （3842）2674

奏楽堂日本歌曲コンクール
入賞記念コンサート

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区芸術文化財団から

問合せ 〒110－0004

顔彩や岩絵具（日本画用顔料）で、絹本

－11 （公財）台東区芸術文化財団

に花の絵を描きます。東京藝術大学の構

☎（5828）7591

内見学も実施します。 日時 9月23日㈷・
24日㈰・30日㈯、10月1日㈰（全4回）

ル

午後1時～4時

台東区下谷1－2

まわり☎（3866）8050

日時 8月12日㈯午前9時30分～午後4時（1
組90分程度） 対象 区内在住か在勤・在学

演目 第24回作曲部門入賞作品の演奏、第

（学生を除く）で、原則全日程受講可能な方

の方 定員 10組（要予約） 申込締切日 8

28回歌唱部門入賞者による歌唱

定員 70人（抽選） 講師 手塚雄二氏（東

月3日㈭

入場料 3,000円（全席自由）※未就学児

京藝術大学美術学部絵画科日本画教授）

会福祉協議会☎（5828）7507

の入場不可 入場券 下記問合せ先で販売

ほか

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

を含む）※顔彩・生花は要持参、顔彩購

往復はがきに「入賞記念コンサート」
・希

入希望者には当日販売あり

望人数（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、

がきに催し名・住所・氏名（ふりがな）
・

日時 7月10日㈪～9月3日㈰午前9時～午

在勤の方は勤務先名を書いて下記問合せ先

年齢・性別・電話番号を書いて右記問合せ

後5時（入場は4時まで）※7月29日㈯は、

へ

先へ

花火大会のため正午で閉場（入場は午前

問合せ 〒110－0004

台東区下谷1－2

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所
☎（5826）7125

費用 15,000円（4回分・絹本費等

●したまち邦楽ワークショップ

日時 10

11時まで）し、花火大会翌日は正午から

月7日㈯・14日㈯・29日㈰、11月12日㈰

開場します（花火大会が雨天順延の場合は

（全4回）午前10時～11時30分

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〉
」キッズセミナー「正
岡子規と夏目漱石を知ろう！」

場所 東

アスロンのため閉場

対象 区内在住か在勤・在学の小学5年生以

・夜間プール開場 日時 7月21日㈮～8月

上の方

20日㈰午後6時30分～8時30分（入場は

定員 65人（抽選）※最少催行人

きます。 日時 8月6日㈰午前11時
対象 小中学生

リンピック」
「パラリンピック」等の文言
の使用や、
「東京2020応援マーク」をチ
ラシ・ポスター等に使用できるようにな
ります。
申請方法等、詳しくは東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会
ホームページ「東京2020参画プログラム
ガイドライン」等をご覧ください。
▷問合せ 東京オリンピック・パラリン
ピック担当☎（5246）1259

環境ふれあい館ひまわりから

夏休み環境学習入門講座

①雨と雲のふしぎ～お天気のヒミツ発見！～ 日時 7月25日㈫午 ⑥廃材ガラスビーズでつくるリサイクルガラ
②海想らぼ「海藻で絵はがき作り～海の森を感じてみよう♪～」 30分 対象 区内在住か在学の小学生

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

（ふりがな）
・年齢・電話番号を書いて下記
申込締切日 7月26日㈬
（必着）

場所・問合せ 〒110－0003

のプログラムです。認証を受けると、
「オ

後2時～4時 対象 区内在住か在学の小学生 定員 30人（先着順） スアート 日時 8月10日㈭午後1時30分～3時

定員 20人（先着順）

入館料 一般500円、小中高生250円

問合せ先へ

応援プログラムとは、皆さんの「アク
ション」を東京2020大会につなげるため

翌日）
。※8月27日㈰は、わんぱくトライ

京藝術大学音楽学部（上野公園12－8）

生誕150周年を迎える正岡子規・夏目漱
石の作品から好きな字を選んでうちわに書

場所・申込み・問合せ 台東区社

7月20日から
「東京2020応援プログラム」
の対象団体が拡大されます

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

申込方法 は

場所 金

料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひ

成年後見制度無料相談会

場所 東京藝術大学美術学
部（上野公園12−8） 対象 18歳以上の方

申込締切日 7月28日㈮（必着）

日時 7月27日㈭午前10時～正午

杉区民館第3集会室 対象 小学3年生以上
の方 定員 7人（先着順） 費用 100円（材

田智子（同2位）
、鳥海仁子（同3位）ほか

申込締切日 7月13日㈭（必着）

リサイクル活動室出前講座「ア
クリル毛糸でたわしづくり」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

●大人の美術ワークショップ－絹に描く－

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
出演 小川栞奈（歌唱部門第1位）
、内

センター☎（3872）3181

台東区根岸

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

日時 7月26日㈬午後1時30分～3時

対象 区内在住か在勤・在学

定員 30人（先着順）

の小学生以上の方 定員 40人（先着順）

⑦光りかがやくランタンを作ろう！ 日時 8月22日㈫午後1時30

③涼しいとこはどこ？好きな絵のオリジナル温度計を作ろう！

分～3時30分 対象 区内在住か在学の小学生 定員 30人
（先着順）

日時 7月30日㈰午前10時30分～午後0時30分

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 3歳～小学3

※小学2年生以下は保護者同伴 持ち物 水筒、タオル、筆記用具
④親子で体験！エコ・クッキング 日時 8月4日㈮午前9時30分～ ※①③⑤～⑦は持ち帰り用袋、③は帽子、④はエプロン、三角巾

年生と保護者 定員 15組（先着順）

午後3時 対象 区内在住か在学の小学生と保護者※保護者1人に かバンダナ、かかとのある上履き（子供のみ） 申込方法 催し名

朝倉彫塑館から
●特集展示「ふるさとへの想い」 豊後大
野市（旧朝地町）との友好都市提携30周
年を記念して、故郷とゆかりのある作品を
特集展示します。 期間 8月27日㈰まで
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで） 休館日 月・木曜日（祝日

子供1人 定員 12組（先着順）

（①～⑦）
・参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）
・同伴者の有無・

⑤ゾウのUNKOで紙を作ろう！～ゾウから考える環境問題～
日時 8月6日㈰午後1時30分～4時

対象 区内在住か在勤・在学の

小学生以上の方 定員 15人（先着順）

電話番号を電話かファックスまたは直接下記問合せ先へ
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり※④のみ集合後、ガスの科

学館へ☎（3866）8098

FAX （3866）8099

環境学習室「わくわく★夏のエコスクール2017」

・安心素材で手作り虫よけスプレー♪ 日程 7月22日㈯・23日㈰

剤（お持ちの方のみ）

高生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

時間 午後2時～4時 対象 区内在住か在勤・在学の4歳以上の方（小 ・葉っぱで簡単☆たたき染め体験 日程 8月19日㈯・20日㈰
学3年生以下は保護者同伴） 定員 各20人（先着順） 費用 各100円 時間 午後2時～3時40分 対象 区内在住か在勤・在学の方（小学

●キッズサポーター募集（事前登録制）

・昆虫ハカセと！虫とり体験 日程 8月5日㈯ 時間 午前10時30 3年生以下は保護者同伴）※屋外のため、気になる方は長袖・長

屋上庭園で野菜の収穫や水やり、草むしり

分～正午 対象 区内在住か在学の小学生 定員 20人（先着順）

の場合は翌日） 入館料 一般500円、小中

などを行います。 期間 9月ごろまで

持ち物 虫とり網、虫かご（お持ちの方のみ）※屋外のため、気に

申込方法 電話で下記問合せ先へ

なる方は長袖・長ズボン着用

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

費用 各150円

一葉記念館から
●第17回朗読会「軒（のき）もる月」ほか
日時 7月30日 ㈰ 午 後1時30分 (1時 間 程

度)

時間 午後2時～3時30分

対象 区内在住か在勤・在学の小 せ先へ

学生以上の方（3年生以下は保護者同伴、3歳以下の入室不可）

☎（3821）4549

定員 60人（抽選） 講師 川口和代氏

（朗読家）
●くずし字解読講座「平安時代の仮名文字
を読む」 日時 8月25日～9月15日の金曜
日（全4回）午後1時30分（2時間程度）
定員 30人（抽選） 講師 山口恭子氏（法政

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 催し名・希望日・参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）
・

・保冷剤で簡単★アロマポットづくり 日程 8月11日㈷・12日 電話番号・同伴者の有無を電話かファックスまたは直接下記問合
㈯

場所・問合せ 朝倉彫塑館

ズボン着用、虫よけスプレー持参 定員 各12人（先着順）

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室

☎（3866）2011

FAX （3866）8099

定員 各20人（先着順） 持ち物 ゼリー状の保冷

「リサイクル活動室」夏のエコ講座

・廃食油石けんづくりに挑戦！！ 日時 7月26日㈬午後2時～4 ・パッチワークをやってみよう！ 日時 8月30日㈬午前10時～
時 対象 小学4年生以上の方 定員 7人（先着順）

正午 対象 小学3年生以上の方 定員 7人（先着順）

・さき布織りに挑戦 日程 7月27日㈭・30日㈰、8月29日㈫・

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
30日㈬ 時間 午後2時～4時 対象 小学3年生以上の方 定員 各 費用 各100円（材料費） 場所・申込み・問合せ 環境ふれあい館

3人（先着順）
ひまわり2階リサイクル活動室☎（3866）8094、1階受付
・アクリル毛糸でたわしづくり 日時 8月29日㈫午前10時～正 ☎（3866）8050
午 対象 小学3年生以上の方 定員 7人（先着順）

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

０００２ 台東区上野桜木２
４ １
（公社）日展

▽申込方法 申込書（三井記念病
院ホームページからダウンロー
ド）に記入し、ファックスか電
子メールで左記問合せ先へ
▽申込締切日 ７月 日㈮
▽場所・問合せ 三井記念病院
（千代田区神田和泉町１）
☎（３８６２）９１１１㈹
（３８６２）９１４０
Ｅメール
cancer@mitsuiho
sp.or.jp
●７月は 「社会を明るくする運
動」強調月間です

▽更生保護女性会 女性の立場か
ら、地域の犯罪予防活動や、子
供の健全育成のための子育て支



台東区短歌連盟

風薫る川のほとりに憩うときポケットにある
本を忘れる
稲田輝明
暑き日も若き人らは香りたつ柔軟剤がたっぷ
りのシャツ
遠藤美樹子
初夏の風にゆらぎてひと群れの青梅育つぶだ
うのやうに
折笠しげ
防波堤にきらめき揺れる波静か小舟が分けて
海へ出でゆく
影山博
樹下かげ白きどくだみの花ゆらすみどり豊か
な風渡りゆく
黒須千代子
暑さから逃れ着きたる玄関の火鉢に浮かぶ睡
蓮の花
小林峰子

▽会費 月額１千円
入会金１千円
▽問合せ 田中トシ子
☎０９０（４５３９）８２３６

30

千貫の御輿をゆらす若い衆の汗真夏日をはね
返しおり
鈴木こう
幾万のネモフィラ丘を青く染め風にそよぎて
空にとけゆく
鈴木秀子
葉も茎も真っすぐ伸びて清かなる菖蒲は育ち
ゆく児の匂い
隅澤理江
卓拭くにちらちら揺るる君影草震えるごとく
甘えるごとく
田部井せい子
若葉影茜色なる光受く母を偲びて梢仰げり
高瀬弘子
かくれんぼ必死に隠れるわれの前つばめ飛び
ゆく昭和のあの日
長田都志子

遠き日の思い出たどり妙義山夏の山路を友と
語りぬ
藤田志津
鳥越の祭りばやしの音にのりて初夏の風うけ
合歓はゆれおり
丸山益恵
不忍池の蓮葉をわたる風くの字くの字に葉を
揺らせつつ
宮地淑恵
芽ぶく山に入りて小さき藤花をつみ食めば初
夏の香広がりてゆく
守本順子
楡小花咲きて広ごる公園にふらここ漕いで少
女に還る
八島玉枝
鳴神が庭面おおいて八千草に大夕立のうるお
い注ぐ
山崎貞子

28

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
▽講座名・日時
・書類作成セミナー ８月２日㈬
・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ８月９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）

41

15

10

18

14

村振興協会
☎（５２１０）９９４４
●墨田特別支援学校「夏まつり」
▽日時 ７月 日㈯
午後２時～４時
▽内容 模擬店、作業販売、アト
ラクション等
▽場所・問合せ

10

22

in

える少年・少女と、身近な立場

500

会 員 募 集

柳通り銀座にあらず根岸なり初夏の風うく介 夏来たり裸形渦巻くスクランブル絽羽織扇子 ▽問合せ 台東区短歌連盟
☎（３８２１）９５４３
「社会を明るくする運動」は、
護のバスに
会長 田村直子☎（３８７４）１０６５
佐藤美枝子 白足袋も往く
萩原昭司
●だだっこ寄席
犯罪や非行のない明るい社会をつ
▽日時 ７月 日㈯午後１時 分 くろうとする運動です。左記の他
造幣局より販売されています
８月７日㈪・８日㈫・ 日㈪・
年ボランティア団体
期）の受講者募集
開場、２時開演
にも年間を通して犯罪や非行のな
国立西洋美術館を含む「ル・コ
▽協力雇用主 過去に罪を犯した
日㈫午後１時
保育や子育て支援分野の各事業
▽場所 根岸社会教育館１階和室 い、いきいきとした明るい社会を
人（先着順）
▽場所・申込み・問合せ
▽定員
目指し、運動を展開していきます。 ことを承知のうえで雇用し、立 ルビュジエの建築作品 ― 近代建 に従事する上で、必要な知識や技
とよふくひろし
築運動への顕著な貢献 ― 」が世 能等を有する子育て支援員の養成
ち直りを支援する事業主
▽問合せ 豊福寛
ハローワーク上野
▽日程 ①７月 日㈯ ② 日㈯
☎０８０（５４９８）１７７３
▽問合せ 社会を明るくする運動 界遺産リストに記載されたことを 研修です。
＃
③ 日㈬
☎（３８４７）８６０９
記念し、同美術館を中心にデザイ ▽コース名 地域保育コース、地 ●８月１日から、年金の受給資格
●セミの羽化とコウモリの観察
▽内容 ①親子がともに本物の技
台東区推進委員会
ンした貨幣セットです。
▽日時 ７月 日㈮午後６時
に触れ、驚きや感動を体験する
☎（３８７３）３９０９
域子育て支援コース、放課後児 期間が 年（ 月）に短縮されま
▽価格 ２千 円（送料込）
※雨天中止
す
「匠に学ぶワークショップ 東
童コース、社会的養護コース
▽申込締切日 ８月１日㈫
▽場所 上野公園（国立科学博物
今まで年金を受け取っていない
京藝術大学」 ②「うえの夏ま
▽対象 区内在住か在勤の方
※申込方法等詳しくは造幣局ホー ▽申込方法 申込書を左記問合せ 方も、ご自身の年金記録を確認す
館前）
つりパレード」参加 ③上野公
ムページをご覧になるか左記へ
●ジャズ・ボーカルサークル「フ
▽対象 小学生以上の親子
ることで年金を受け取れる場合が
園内キャンペーン
先へ書留で郵送
▽問合せ ハローダイヤル
人（先着順）
ァンノーツ」
▽定員
・
「更生保護」をご存じですか
▽申込書・募集要項配布場所 区 あります。
☎０５０（５５４８）８６８６
▽費用 大人１千円、子供 円
地域の方と国が協力し、罪を償 ▽日時 木曜日（月２回）午後１
役所６階⑦番子育て・若者支援 ▽問合せ 上野年金事務所
（午前８時～午後９時）
▽申込方法 参加者全員の氏名・ い再出発しようとする方の立ち直
時～９時のうち１時間 分
☎（３８２４）２５１１
課・同⑧番児童保育課（東京都
●自衛官募集
住所・電話番号を電話か電子メ りを助けるとともに、再犯等を防 ▽場所 生涯学習センターほか
ねんきんダイヤル
福祉保健財団ホームページから
▽種目 ①航空学生（海上 航空）
ールで左記問合せ先へ
☎０５７０（０５）１１６５
ぎ、地域の安全を守っています。 ▽会費 １回２千 円
もダウンロード可）
②一般曹候補生 ③自衛官候補 ※７月 日㈪ごろから配布
▽問合せ 小林
▽申込締切日 ７月 日㈭
●サマージャンボ宝くじ
罪を犯した方の立ち直りには、本
生
▽問合せ 台東リサイクルネット
▽申込締切日 ７月 日㈮（消印
☎０９０（４３７７）６３４４
収益金は、区市町村の住みよい
人の努力のほか、地域社会の中に
年４月１日現在、
有効）
ワーク 善財
（初 ▽応募資格
まちづくりなどに使われます。
彼らの居場所と仕事を確保し、地 ●親子で剣道「黒門剣友会」
①海上は 歳以上 歳未満・航 ▽問合せ （公財）東京都福祉保
☎０８０（５４３２）８０５０ 域との絆を保つことが大切です。 心者・親子歓迎、見学可）
▽発売期間 ７月 日㈫～８月
日㈭
空は 歳以上 歳未満（高卒者
健財団福祉人材養成室子育て支
Ｅメール
左記の方がこれらを支えています。 ▽日時 毎週日曜日
trnet@jcom.home.
〈見込含む〉または高専３年次
▽問合せ （公財）東京都区市町
援員担当
午前９時 分～午後１時
▽保護司 保護観察を受けること
ne.jp
●「がん」に関する検査・診断・
☎（３３４４）８５３３
になった方の生活を見守り、さ ▽場所 黒門小学校体育館ほか
治療について学ぼう！
まざまな相談に乗るほか、助言

−

FAX

30

22

28

30

500

催しものなど

10

22

21

なども行う民間ボランティア

15

援活動などを行うボランティア
▽ＢＢＳ会 さまざまな問題を抱

・

修了者〈見込含む〉
）
②③ 歳以上 歳未満
▽申込締切日 ①②９月８日㈮
③年間を通じて受付
▽１次試験日 ①９月 日㈷
②９月 日㈯
▽申込み・問合せ
自衛隊台東出張所
☎（３８３１）３５５５
●東京都子育て支援員研修（第二

120

☎（３６１９）４８５１

墨田特別支援学校

22

30

●「世界文化遺産貨幣セット」が

34

22

21

FAX

26

で接することで成長を助ける青

10

50

−

▽日時 ８月５日㈯
午後１時～２時 分
▽対象 病院近隣に在住の小学校
高学年の方（子供１人につき保
護者１人同伴）
人（先着順）
▽定員
▽内容 がんの講座、ＣＴ・ＭＲ
Ｉ機器見学、医療機器体験

10

●税の無料相談（予約優先）
相続税・贈与税のほか、あらゆ
る税の無料相談を行っています。
▽日時 第３火曜日午前 時～正
午（原則、１組 分まで）
▽場所 区役所１階区民相談室
▽申込み・問合せ 東京税理士会
上野支部
☎（３８３１）８８５１
●第 回「箏・三絃・尺八鑑賞会」
（無料）
▽日時 ７月 日㈯午後１時 分
開場、２時開演
▽場所 浅草公会堂第２集会室
人（先着順）
▽定員
▽曲目 「六段の調」ほか
▽出演 富永澄子・岩城弘子（箏
・三絃）
、田中康盟（尺八）
▽問合せ 邦楽ぐるーぷ「綾」田
中康盟☎（３８６６）３０８４
●夏休み１日ＡＲＴ体験「第 回
Ｏｎｅ ｄａｙ Ａｒｔ」
▽日程 ７月 日㈮・ 日㈯・
日㈰・８月２日㈬～４日㈮
▽対象 小中学生と保護者

平成29（2017）年 7月5日
▽内容 日本画・洋画・彫刻・工
芸美術（陶・漆）
・書
▽費用 ２千円（教材費・保険料等）
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・電話番号・学年・希望日（第
２希望まで）
・保護者参加の有
無を書いて、左記問合せ先へ
▽申込締切日 ７月 日㈮（必着）
▽場所・申込み・問合せ 〒
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第 1184 号 （10）
広報

【熱中症を予防しましょう】熱中症は、9月ごろまで注意が必要です。早めに意識し「ひと涼みしよう」など、周りの方と声をかけ合って予防しましょう。●予防
のポイント ①こまめに水分・塩分を補給 ②日陰でこまめに休憩 ③涼しい服装と日傘・帽子の活用〈台東保健所保健サービス課☎3847−9406〉

