●「デジタル一眼レフ入門講座」
受講生作品発表展

90

す（ 年３月 日㈯まで）
東京都水道局では、林業不振等

31

により手入れができず、所有者が
手放す意向のある民有林を購入し
ています。
※対象地域等、詳しくは東京都水
道局ホームページをご覧になる
か、左記へお問合せください。
▽問合せ 東京都水道局
☎０４２８（２１）３８９４

30

【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。

す）を募集します

−

▽日程 ８月 日㈯
▽対象 車いすをご利用の方
席（先着順）
▽定員
▽費用 １席６千円（付添い１人

▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額４千 円

▽問合せ 石山（午前は 時まで
・午後は６時 分以降）
☎（３８４１）５３１４
●台東太極拳クラブ
▽日時 毎週水曜日
午前９時 分～正午
▽場所 台東一丁目区民館ほか
▽会費 月額２千円
入会金１千円
▽問合せ 川﨑

●中学生夏休み税金教室（保護者
同伴可）
▽日時 ８月４日㈮午前 時（
分程度）
人程度（先着順）
▽定員
▽場所・申込み・問合せ 台東都
税事務所（雷門１ ６ １）
☎（３８４１）１６４６
●多摩川上流域の山林を購入しま

30

含む）
▽申込み・問合せ 浅草サンバカ
ーニバル事務局（土・日曜日・
祝日を除く午前 時～午後６時）
☎（３８４７）００３８

20～26日※26日は下記のとおり、再放送時間が異
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお なります。
●台東区の犯罪発生状況とその対策について
（6分） 27日～9月2日

●クライミング・雪山中心の山岳
会「アルペンクラブ・アルファー」
▽日程 水曜日
※集会月２回、山行は土・日曜日
▽場所 小島社会教育館ほか
▽会費 年額８千円（初年度は無
料）
入会金３千円
いぶすき

らせ

B

▽問合せ 指宿
☎０９０（５５４０）０５５９

①台東かわらばん～区の行事や地域活動

◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知

11

●本格派クラウンコメディ「びり
とブッチィー」
▽日時 ８月 日㈰
午後２時～３時 分
▽対象 ５歳以上の子供と保護者
▽定員
人（先着順）
▽申込開始日 ７月 日㈬
▽場所・申込み・問合せ 浅草寺
８）
福祉会館（浅草２
☎（３８４４）５２２５
●新都民合唱団「第 回定期演奏
会」抽選で 人をご招待
▽日時 ９月３日㈰午後２時
▽場所 東京文化会館大ホール
）
（上野公園５
▽曲目 レクイエム（モーツァル
ト）ほか
▽申込方法 往復はがきに希望人
数（２人まで）
・住所・氏名・
年齢・電話番号を書いて左記問
合せ先へ
（必着）
▽申込締切日 ８月 日㈭
００４５ 北区
▽問合せ 〒
赤羽３ ２ １
「新都民
合唱団」鈴木
☎（３９０２）０８９５

午前9時26分

☎（３８４１）５４３６
●フォークダンスサークル「フレ
ンドリー」
▽日時 火曜日（月３～４回）
午後７時～８時 分
▽場所 浅草橋区民館ほか
▽会費 月額２千円
▽問合せ 長谷川
☎０９０（９３８８）４９６９
30

26

会 員 募 集

800

30

8月の区役所 制作番組案内

●桜狩短歌会（初心者歓迎）
▽日時 第３日曜日
午後１時 分～５時
▽場所 台東区民会館ほか
▽会費 月額１千 円
みつはな
▽問合せ 光栄
☎０９０（１５５９）９１４６
●社交ダンス「ひまわり会」
（男
性歓迎）
▽日時 金曜日（月３回）
午後１時 分～３時 分

13～31日、9月1～2日
●ニュースたいとう（20分）

Ａ

○ 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※26日は午後7時台と午後
9時台と午後11時台
午前9時46分
進課の取組（14分）

B ●江戸下町伝統工芸館20周年記念事業（14分） B

●子育て応援ボランティア募集（6分）

B

●区立中学校選択制度（40分）
知らせ

10

●将棋同好会「三筋愛棋会」
（初
心者～有段者、見学可）
▽日時 毎週日曜日
午後１時～５時
▽場所 寿区民館ほか
▽会費 月額１千円
▽問合せ 原 （午前中）
☎（３８４１）４１５２

10

−

●日本歌曲コンクール 入賞記念コンサート（20分）
午前9時34分
●旧作品 五條天神社例祭（14分） 午前9時32分 ●親子で実践～ふれあい遊び～（6分）
午前9時54分
●旧作品 台東区の安全安心のために 生活安全推

45

①台東かわらばん～区の行事や地域活動

30

5

C

●ニュースたいとう（15分）

800

11

11ch
13～19日
Ａ ●第30回 下町七夕まつり（20分）
午前9時5分 ●第40回 隅田川花火大会（20分）
8月6～12日
●こんにちは区長です（5分）

30

30

301

11

10

15

26

80 −
31
−
10

−

生涯学習ラーニングスクエアの
受講生が、
「台東区のまち」をテ
ーマに写真展を開催します。
▽日程 ８月５日㈯～ 日㈷（
日は正午から、 日は午後４時
まで）
▽場所 生涯学習センター１階ア
トリウム
▽問合せ 社会教育センター
☎（３８４２）５３５２
●第 回浅草サンバカーニバルパ
レードコンテスト個人協賛（車い

健康状態は良好で、体重は前回検査（7月2日）から
2倍近くまで増加するなど、すくすくと成長しています。
▷性別 雌
▷体長 29.5センチメートル
（前回23.4センチメートル）
▷体重 1147.8グラム
（前回607.9グラム）

27

−
45

115

−

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

7月12日に生後1か月の身体検査を行いました

20

−

催しものなど
上野動物園 パンダの赤ちゃんすくすく成長！

FAX

皆さんからの公募により、
赤ちゃんの名前を決定します。
応募は7月28日㈮以降、受
付する予定です。
申込方法等、詳しくは決定
次第、上野動物園ホームペー
ジ等でお知らせします。
（公財）東京動物園協会提供

台東区町会連合会
（黒田収会長）
の定例会が７月６日に開催され、
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。
台東区公共の場所における客引
き行為等の防止条例の制定につい
て ほか９件

平成29（2017）年 7月20日

100

−

36

パンダの赤ちゃんの
名前を公募します

第 1185 号 （8）
広報

