平成2９（201７）年

No.1185

7/20

広報

区の世帯と人口（7月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,417 （+50）

人

195,340 （+74）

口
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ふるさと交流ショップ 台東

─全国各地の魅力をここから発信─ がオープン

奥会津雪の米（南会津町）
トマト（村山市）

宮城県大崎市が出店しました！

玉こんにゃく（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㈫

問合せ 都市交流課☎（5246）1016

北めぐりん㉜

都バス

浅草
警察署

千束小
千束公園

つくば
エクスプレス
浅草駅
浅草
ビューホテル

北海道鹿追町（連携都市）8月24日㈭～9月26日㈫
茨城県筑西市（連携都市）9月28日㈭～10月3日㈫
石川県穴水町や滋賀県長浜市（連携都市）など、さまざまな自治体が出店予定！

小松橋通り
富士小

馬道通り

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。
▷場所 浅草4−36−5
（千束通商店街内）
▷営業時間 午前10時～午後7時
（毎週水曜日は定休日）

ふるさと交流ショップ 台東

言問通り

ひさご通り

▲んだべぇ

要

千束通り

▲ムララ ®

お米や地酒・みそ・
山 菜 な ど、自 慢 の
特産品が 数多くあ
ります。また、人工
の明かりが 少 なく
空気も澄んでいる
た め、夜 は 満 点 の
星空が広がります。

概

通り
国際

豊富な水と寒暖差のあ
る気候に恵まれ、おい
しいお米や、さくらん
ぼ・りんご等の果樹栽
培も盛んです。香り高
いそばが味わえる元祖
そば街道や、東沢バラ
公園があります。

地酒（南会津町）
※各画像はイメージです

浅草寺
病院

浅草寺 浅草神社

ンギングバスケットを設置します。

絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

第１回基本構想策定審議
会を開催します
区では、おおむね 年後の台東
区の将来像を描き、それを実現す

た優れた活動）
▽募集期間 ９月 日㈮まで
※応募方法等、詳しくは区ホーム
ページや募集チラシをご覧くだ
さい。
▽問合せ 建築課
☎（５２４６）１３４３

年度第１回区政サポー
ターアンケート調査の結
果がまとまりました
▽テーマ
・災害対策について
・障害福祉について
・消費生活センター及び区民相談
室の相談業務について
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー、図書館のほか、
区ホームページ「区民の声」に
掲載
▽問合せ 広報課
☎（５２４６）１０２３

▽対象講座 厚生労働大臣指定の

が改定されました。次の衆議院
議員選挙から新しい選挙区で選
挙が行われます。台東区の小選

挙区の区域は上図のとおりです。

衆議院議員選挙の小選
挙区で投票する候補者
が変わります

住所地（選挙人名簿登録地）
によって、投票できる候補者が
異なります。また、期日前投票
の受付場所も異なります。期日
前投票を利用する際はご注意く
ださい。詳しくは、台東区選挙
管理委員会ホームページをご覧
ください。

▽問合せ 選挙管理委員会事務
局☎（５２４６）１４６１

①受講修了時給付金
▽支給時期 対象講座修了時
▽支給額 受講費用の ％（４千

する高等学校卒業程度認定試験
の対策講座（通信制も含む）

▽支給額 受講費用の ％（１万
２千円～ 万円）
●自立支援プログラム策定

▽支給時期 高卒認定試験の全科
目合格時
▽支給額 受講費用の ％（①と
の合計で最大 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

円～ 万円）
②合格時給付金

専門の相談員がプログラムを策
定し、ハローワーク等関係機関と
連携して、自立・就労を支援しま
す。
●高等学校卒業程度認定取得支援
給付金
ひとり親家庭の学び直しを支援
するため、受講費用の一部を支給
。
します（ 歳未満の子供も対象）
▽対象講座 民間事業者等が実施

教育訓練講座

公職選挙法の一部改正により、
衆議院議員選挙小選挙区の区域

台東区の衆議院議員選挙の小選挙区が
２区と 区に分かれます

・歯科技工士・歯科衛生士
①修学費助成

柳橋

▽申込方法 本人確認書類（健康
保健証等）を貸出場所へ持参
※代理の方が申込む場合、申込者
本人と代理人の本人確認書類が
必要です。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４
るための、区政運営の最高指針と
なる基本構想を策定しています。
策定にあたり、第１回基本構想
策定審議会を開催します。
傍聴希望の方は、事前に左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児
・５人まで）
▽日時 ８月 日㈪午後７時
▽場所 区役所 階１００１会議
室
▽申込締切日 ８月 日㈬
※託児は８月 日㈮
▽問合せ 企画課
☎（５２４６）１０１２

対象は、ひとり親家庭の父・母
で、児童扶養手当の支給を受けて
いるか、それと同等の所得水準の
方です。
※いずれも要事前相談
●高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な資格を取
得するため、１年以上養成機関等
で修学し、就業（育児）と修学の
両立が困難な場合に、生活費の負

▽支給期間 修学全期間（上限３
年）
▽支給額 住民税課税世帯は月額

ひとり親家庭の就業や学
び直しを支援します

担軽減として助成します。
▽対象資格 看護師（准看護師を
含む）
・介護福祉士・保育士・

▲
「選挙のめいすいくん」

「振り込め詐欺」等にご
注意ください
区役所の職員が、
「医療費や保
険料の還付金」や「給付金」
「マ
イナンバー」の手続きのために、
次のような電話をすることはあり
ません。
・ＡＴＭ（銀行・コンビニ等の現
金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座等の個人情報を照会
・手数料等の振り込みを求める
このほか、息子や孫などを装っ
た「オレオレ詐欺」の電話にもご
注意ください。
不審な電話がかかってきたら、
迷わず最寄りの警察署や警察相談
専用電話（☎♯９１１０）にご連

「広徳児童遊園」の名称
が「 広 徳 公 園 」 に 変 わ り
ました
区役所東側にある広徳児童遊園
は、７月１日から広徳公園に名称
が変わりました。
園内には、
「花の心プロジェク
ト」の一環として、四季折々の花
があるほか、
「ぐるーりめぐりん」
の待合スペースなどがあります。
▽問合せ 公園課
☎（５２４６）１３２１

第２回台東区景観まちづ
くり賞を募集します

理学療法士・作業療法士・保健
師・助産師・理容師・美容師・
柔道整復師・あん摩マッサージ

能訓練士・調理師・製菓衛生師

・一級建築士・社会福祉士・精
神保健福祉士・言語聴覚士・視

指圧師・はり師・きゅう師・二
級建築士・木造建築士・栄養士

７万 円、非課税世帯は月額
万円
②修了支援給付金
▽支給額 住民税課税世帯は２万
５千円、非課税世帯は５万円
●自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要であると
認められる、区が指定した教育訓
練講座の受講料等の一部を給付し
ます。

JR総武線

蔵前

鳥越

2区

秋葉原

三筋

小島

台東

駒形

元浅草

浅草駅

29

・義肢装具士・臨床工学技士・
臨床検査技師・診療放射線技師

▲2次元コード

30

70

上野公園

西浅草1

花川戸

浅草
1・2

2区

浅草
3〜7

北上野

池之端

松が谷 西浅草
2・3

東上野
6

池之端

今戸
入谷

29

14

東浅草
上野桜木

千束
下谷

橋場
根岸

日本堤

20

23

清川
竜泉
谷中

28

振り込め詐欺の被害を防
止するための自動通話録
音機を無料で貸出してい
ます

浅草の雷門通りを中心に、朝顔や色とりどりの花を飾るハ

10

自動通話録音
機 は、警 告 メ ッ

に花でまちを彩る手法を検証するため、東京都と協働し、

なにが
変わる？

20

浅草警察署
☎（3871）0110
（浅草4−47−11）

セージと録音機
能 に よ り、犯 人
に通話を断念さ
せ、詐欺等の被害を未然に防ぐこ

ク・パラリンピック競技大会に向けて、暑さの厳しい時期

浅草橋

60

下谷警察署
☎（5806）0110
（北上野2−24−14）

す。プロジェクトの一環として、2020年東京オリンピッ

寿

上野

20

吾妻橋
雷門

とができます。
▽貸出場所

育むことを目指し「花の心プロジェクト」を推進していま

雷門

東上野
1〜5

20

上野警察署
☎（3847）0110
（東上野4−2−4）

区では、まちを花で彩り、おもてなしの心・慈しみの心を

14区

三ノ輪

500

隅田川

※写真はイメージです。

仲見世

設置場所

☎（5246）1044
生活安全推進課
（区役所4階⑥番）

65

雷門通りをハンギングバスケットで彩ります

18

区では、情緒あふれるまち並み
を支える建築物や活動を「台東区
景観まちづくり賞」として、
募集・
表彰します。
▽募集内容 建築部門（優れた景
観を創出した新しい建築物）
、
リノベーション部門（優れた景
観を創出した建築物の改修）
、
活動部門（景観の形成に貢献し

30

場所 下図のとおり

電話番号
場所

▽対象 区内在住で、原則として
歳以上の方のみの世帯

平成29（2017）年 7月20日

14区
15

環境課花の心・まちの美化
担当☎（5246）1292
問合せ

並木通り

雷門通り

浅草寺
ハンギングバスケット

☎（3864）0110
蔵前警察署
（蔵前1−3−24）
期間 7月下旬～9月下旬

第 1185 号 （2）
広報

【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〉

広報

歳以上の方の心身障害
者医療証（○
障医療証）の新
規 申 請は８月 日 ㈭まで
です

設に入所中の方、心身障害者福
祉手当・児童育成手当〈障害手

土曜日午前８時～午後７時）

※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
台東清掃事務所
☎（３８７６）５７７１

合もあります。詳しくは左記へ
お問合せください。

業の廃止などで還付ができる場

区立小中学校に在学中の児童に
は、学校を通じて配布しています。

紹介しています。

を行い、皆さんの土地と道路との
境界を確認します。
▽期間 ７月～ 年３月
▽対象区域 西浅草２～３丁目、
雷門１～２丁目および浅草１丁
目の一部
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０６

区では、国土調査法に基づき、
地籍調査を行っています。
公図・土地境界図等を基に測量

地籍調査にご協力くださ
い

▽募集住宅 家族向（ポイント方
式）
・単身者向等
※申込みできる世帯が限定されて
います。詳しくは左記へお問合
せください。
▽申込書配布期間 ８月１日㈫～
９日㈬
▽申込書配布場所 区役所１階戸
籍住民サービス課・同５階⑩番
住宅課、区民事務所・同分室、
地区センター
※東京都住宅供給公社ホームペー
ジからダウンロード可
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター
☎（３４９８）８８９４
▽問合せ テレホンサービス
☎（６４１８）５５７１
台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７

都営住宅入居者募集（東
京都公募）

☎（５２４６）５９１１

生向け）
▽配布場所 区立図書館
▽問合せ 中央図書館児童担当

読書の参考にご活用ください。
▽交換時間 午前８時 分～午後
▽リスト名
５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事 ・この本よんだ？（小学生向け）
務所（日曜日・年末年始を除く） ・ティーンズセレクション（中学
☎（３８７６）５７７１

清掃リサイクル課（区役所６階
⑥番）☎（５２４６）１０１８

災害に備え、防災用品の
あっせんを行っています

▽あっせん用品 家具転倒防止器
具・消火器・非常食・防災頭巾

などの避難用品、簡易トイレ等
▽費用 定価の２割引（送料含む）
▽申込方法 はがきかファックス
で直接あっせん先（東京都葛飾
福祉工場）へ申込み
▽配送・支払方法 自宅へ配送・
代金は品物の受取時に支払い
※詳しくは、
区役所 階①番危機・
災害対策課、区民事務所・同分
室、地区センターで配布するパ
ンフレットか区ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

台東区シルバー人材セン
ターから～仕事の依頼を
受付けています～

「地域で働きたい」
「地域に貢献
したい ｣という多くの会員がい
ます。建物等の管理、清掃、植木

の刈込み、毛筆筆耕、ふすまや障
子の張り替えなどのほか、家庭で
の日常清掃の家事援助サービスや

窓掃除などの大掃除も受付けてい
ます。
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

小中学生向けのおすすめ
の本のブックリストを配
布しています

図書館が選んだおすすめの本を

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

原爆に被爆された方に見
舞金を支給します
▽対象 被爆者健康手帳をお持ち
で、８月１日現在区内在住の方
▽支給額 １万円（預貯金口座に
振込み）
▽申請方法 印鑑・被爆者健康手

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

使い切れないごみ処理券は、差
額負担の上、新しいごみ処理券
と交換します。
※交換は 月２日㈪から受付
▽古い事業系ごみ処理券は残って
いませんか 現在使用できるごみ
処理券は「平成 年 月改定」
と記載があるものです。それ以
前の券 （改定年月の記載のな
い台東区発行のもの）は、清掃
リサイクル課・台東清掃事務所
で差額交換できます。また、事

30

年度と 年度の住民税課税（非
課税）証明書
▽申込み・問合せ 障害福祉課給
付担当（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１

当〉を受給中の方は除く）
※対象疾病については区ホームペ
ージをご覧ください。
▽支給額 １万５千 円
・特別障害者手当（国制度）
帳・本人名義の預貯金通帳を左
記問合せ先へ持参
※昨年受給した方は申請不要です。

49円

歳以上で精神か身体に
▽対象
重度の障害があり、日常生活で
常時特別の介護を必要とする状
態（両上肢・両下肢・体幹・内
部機能および日常生活能力に著

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

心身障害者福祉手当等受
給中の方へ
―所得額による受給の見
直しをします―
８月分から、 年中所得（ 年
度課税標準額）により、受給対象
しい障害がある）にある方（施
設に入所中の方、病院等に３か
月以上入院している方は除く）

▽粗大ごみの申込み
・粗大ごみ受付センター
☎（５２９６）７０００（月～

10

※代理の方が申請する場合は、右
記のほか、代理人の身分証明書
・印鑑が必要です。
※郵送申請はお問合せください。
▽申請期間 ８月１日㈫～ 日㈭
▽問合せ 福祉課福祉振興係（区
役所３階⑤番）
☎（５２４６）１１７２

粗大ごみ処理手数料が
月１日㈰受付分から変更
になります

32円

▽対象 現在 医療証をお持ちで
ない方で次の全てに該当する方
①８月 日現在 歳以上
② 歳未満で身体障害者手帳１・
２級（内部機能障害は３級まで）

者を見直します。以前に所得超過
のため資格喪失となり、今回該当
する方は、８月中に申請してくだ
▽支給額 ２万６千 円
・障害児福祉手当（国制度）
歳未満で精神か身体に
▽対象
障害があり、日常生活で常時の
介護を必要とする状態
（両上肢・
両下肢・体幹・内部機能および
日常生活能力に著しい障害があ
る）にある方（施設に入所中の
方、障害を支給理由とする公的
年金を受けている方は除く）
▽支給額 １万４千 円
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽所得限度額

3,420円
（水色）

30

か愛の手帳１ ２度になった
③ 年９月１日以降、生活保護を
受けなくなったか、施設を退所

さい（国制度は申請不要）
。
・心身障害者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時 歳以上 歳未満
で、身体障害者手帳１～３級、
愛の手帳１～４度、脳性マヒ、
進行性筋萎縮症のいずれかに該
当する方（施設に入所中の方、
難病患者福祉手当を受給中の方
は除く）
▽支給額 １万５千 円か７千
円
・難病患者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時 歳未満で、東京
都の難病医療費助成を受けてい
る方、小児慢性特定疾病医療費
助成を受けている方で、手当の
対象疾病にり患している方（施

45リットル券 3,100円
（1セット10枚）（青色）

10

ごみ処理券の料金

10

し台東区に戻った、または都外
から台東区に転入した
④国民健康保険や社会保険に加入
しているか、 年度の住民税が
非課税で後期高齢者医療制度に
加入している
▽所得限度額

▽必要な物 身体障害者手帳か愛
の手帳・健康保険証・印鑑
※ 年１月１日に台東区外に在住
の方は、所得額の記載のある
●ダイヤモンド婚
鈴木守・喜巳子（鳥越２）

10

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり
券種

31

９月 日㈯までに申込みを完了 ▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１日㈰
した分は現行料金が適用されます。
※現在販売している粗大ごみ処理 ※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか下記へ
券の額面金額等は変更なし
※現在のごみ処理券は、９月 日
▽粗大ごみ処理手数料
㈯までに使い切る範囲で購入し
てください。使い切れないごみ
処理券は 月 日㈫まで使用で
きます。
▽期限までに使い切れないごみ処
理券の取り扱い 現在販売してい
るごみ処理券は、 月１日㈬以
降使用することはできません。

14円

11

10

金婚・ダイヤモンド婚

矢嶋博・明子（清川２）
後藤實・英子（浅草５）
齋藤直雄・トク（橋場１）

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）

31

398万4千円

おめでとう
ございます

7円

25

1人

29

750

金婚は結婚 周年（ダイヤモン
ド婚は 周年）を迎えたご夫婦で、
４月までに申請した方を掲載して

21万3千円加算

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

10

10

28

います（申請順・敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記へお
問合せください。
▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉課
（区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１

38万円加算

2人目以降 1人
38万円加算
につき
※世帯状況等に応じて各種
控除が受けられる場合あり

●金婚
中川榮治・幸子（柳橋１）
木村精一・幸子（雷門１）
山中雅夫・英子（鳥越１）
木下久義・邦子（松が谷２）
鈴木眞也・愛江（松が谷４）
通縁剛・八代枝（根岸５）

628万7千円
653万6千円

▽問合せ 障害福祉課給付担当
（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１

30

360万4千円
398万4千円

360万4千円

500

810

扶養義務者所得

580

本人所得

30

主な品目
布団、椅子（ソファーを除く）、座椅子、衣装箱、掃除機、照
300円 400円
明器具、扇風機、ビデオデッキ、スーツケース、電子レンジ等
敷物(1畳を超えるもの）、
自転車（16インチ以上）、
ソファー
700円 800円
（1人用）、ベビーベッド（ベッドマットは別料金）等
ベッドマット、シングルベッド（ベッドマットは
1,000円 1,200円
別料金）
、ソファー（2人用）等
1,400円 1,600円 セミダブルベッド（ベッドマットは別料金）
ソファー(3人以上用) 、
ダブルベッド（ベッドマッ
1,800円 2,000円
トは別料金）等
2,100円 2,400円 マッサージチェア、オルガン
両そで机、箱物家具特大（たんす・戸棚など、幅と高さの合計
2,500円 2,800円
が360センチメートル以上のもの）※大きさにより料金が異なる

現行料金 改定後料金

65

31

65

・

０人

29

所得限度額

20

20

360万4千円 心身障害者福祉手当・
398万4千円 20歳以上の方の難病
患者福祉手当は本人
38万円加算 のみの所得で判断

0人
心身障害者福
1人
祉手当、難病
2人目以降
患者福祉手当
1人につき
手当名
扶養人数
（国制度）
0人
特別障害者手
1人
当、障害児福
2人目以降
祉手当
1人につき

500

31

扶養人数

28

20

65

65

65

28

29

29

50

本人所得および扶養義務者所得
扶養人数
手当名
（区制度）

60
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広報

ｍ以上

敷地内

敷地内

屋外広告物

※許可申請には手数料がかかりま
す。

▽許可証と一緒に許可済シールを
交付しています 許可を受けた広
告物や建物入口等、見やすい場
所に貼ってください。
▽その他広告物に必要な許可等
・景観条例に基づく事前協議 建

物に設置する広告物の合計面積

が 平方メートルを超えるとき
・工作物確認申請 看板（支柱を

●生活福祉資金（福祉資金） 日常生活を送る上で、出産・葬儀
・住居の移転・住宅改修等、一時的に必要な資金の貸付の相談
を受付けています。
●生活福祉資金（緊急小口資金） 貸付対象理由により、緊急か
生活支援室
つ一時的に困窮している世帯への貸付の相談を受付けています。
●不動産担保型生活資金(高齢者対象） 65歳以上のひとり暮ら
しか夫婦のみの世帯に対し、現在お住まいの土地・建物を担保
にした生活費の貸付の相談を受付けています。

含む）の高さが４メートルを超
えるとき
・道路使用許可・道路占用許可

●家事介護サービス（会員制） 協力会員（有償ボランティア）
が日常生活のお手伝いをします。
●身の回り応援サービス 協力会員（有償ボランティア）が30
分以内でできる、専門性のないちょっとした困りごとをお手伝
はつらつサー
いします。
ビス
●配食サービス（会員制）
●紙おむつの支給（利用条件あり）
●訪問理美容券の支給（利用条件あり）
●住宅用火災警報器の設置助成（利用条件あり）
●福祉サービス利用援助事業 判断能力が十分でない認知症高
齢者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスの利用手続きや、
日常生活費の預貯金の出し入れなどのお手伝いをします。
●福祉サービスの苦情受付・福祉の法律相談
●財産保全管理サービス 判断能力はあるが、高齢（おおむね
60歳以上）や身体的な障害のため、日常の金銭管理が困難な方 あんしん台東
に対し、預貯金の出し入れなどのお手伝いをします。
●成年後見制度 普及・啓発活動・各種相談 成年後見制度に関
する講座や相談会を実施しています。各種相談も受付けています。
●市民後見人養成 市民後見人の養成研修・育成・活動支援を
進めています。
台東ボランテ
●車いすの貸出し（一時的な利用）
ィア・地域活
●福祉車両の貸出し（外出に大きな制限を受ける方）
動サポートセ
ンター

看板が道路に出ているとき
▽屋外広告物許可の申請・問合せ
台東区道路管理課占用担当
☎（５２４６）１３０３

台東区社会福祉協議会▶︎
キャラクター「はっぴぃ」

10

広 告 塔・ 広 告 板 等 の
掲 出 に は「 屋 外 広 告
物許可」が必要です

壁面利用看板

はり紙・はり札
小型広告板

▽屋外広告物とは（図３）「常に
または一定の期間継続して」「屋

アーチ

外で公衆に表示され」
「看板、
立看板、はり紙およびはり札並
びに広告塔、広告板、建物その

広告幕
独立看板

その看板、道路に出ていませんか
道路はみんなのものです ― 店先を見直しましょう ―

高さ

▽適用除外 自家用広告物で、商
業地域は合計 平方メートル以
内、その他の地域で合計５平方
メートル以内の場合は、許可を
受けずに表示ができます。
※条件により、面積が小さくても
適用除外にあたらない場合があ
ります。
▽屋外広告を表示できない禁止区
域（適用除外の自家用広告物を除

く）（例）第１種・第２種中高層
住居専用地域、特別緑地保全地
区、風致地区、首都高の両側等

※旧岩崎邸庭園の周囲では、屋上
広告物は禁止、壁面の高さ メ
ートル以上に設置する広告物に
は規模・色彩に規制あり
▽広告物の表示等が禁止されてい
る物件 （例）道路標識・ガード
レール・街路灯などの道路付属
物、信号機・電柱・電話ボックス
などの道路占用物件、街路樹等

突出し看板

▲図3

台東区社会福祉協議会
庶務係☎（5828）7545
生活支援室☎（5828）7547
地域福祉コーディネーター☎（5828）7556
はつらつサービス☎（5828）7541
台東区ファミリー・サポート・センター☎（5828）7548
台東ボランティア・地域活動サポートセンター☎（3847）7065
権利擁護センター「あんしん台東」
☎（5828）7507

屋上広告塔

アドバルーン

社会福祉協議会は、地域で暮らす皆さんや民生・児童委員、福祉諸団体、NPO法人、
ボランティア等と連携・協働のもと、地域のネットワークづくり、在宅サービス、ボ
ランティア活動等の支援を通して誰もが安心して暮らせるまちづくりを行っています。
※対象・要件等、詳しくはホームページをご覧になるか、下記へお問合せください。

申込み・問合せ

4.5

赤線は道路境界線

10

●お金に関すること

1

日よけの基準

社会福祉協議会をご利用ください
●高齢者、障害者に関すること

1

固定式
出幅 ｍ以内

2.5

出幅 ｍ以内

4.5

高さ ｍ以上

0.5

高さ ｍ以上

出幅 ｍ以内

0.5

2.5

巻上げ式

・歩道のない幅員８メートル未満
の道路は道路への出幅０・５メ

固定式
出幅 ｍ以内

1

巻上げ式

高さ ｍ以上

歩道

▲図２

出幅 ｍ以内

2.5

幅員8ｍ未満の車道上の場合 幅員8ｍ以上の車道上の場合

第 1185 号 （4）

道路は歩行者や車両が通行する
ために設けられています。安全の

固定式
巻上げ
式とも

高さ ｍ以上

▽道路占用許可の申請・問合せ
・区道は台東区道路管理課
☎（５２４６）１３０３
・都道は東京都第六建設事務所
☎（３８８２）１２３２
・国道は国土交通省東京国道事務

所亀有出張所
☎（３６００）５５４１
▽道路使用許可の申請・問合せ

上野警察署
☎（３８４７）０１１０
下谷警察署

☎（５８０６）０１１０
浅草警察署
☎（３８７１）０１１０

蔵前警察署
☎（３８６４）０１１０

20

歩道上の場合

他の工作物に掲出され、または
表示されたもの並びにこれらに
類するもの」をさします。沿道

突出し看板の基準

ートル以内
ためにも、路上に商品や看板等を
・路面からの高さは巻上げ式は下
置かないでください。
端が２・５メートル以上、固定式
道路の上空でも、看板や日よけ
等を設置するには許可が必要です。 は車道では４・５メートル以上
※巻上げ装置は道路に出ないこと
はり
※車道に面する部分や側面には梁

▲図1

歩道

▽許可の必要な物件 （例）袖看
板・壁面看板、日よ

道路境界線

から見える広告物であれば、敷
地内にあるものも対象です。

車道

3.5

より下に側布等をつけないこと
※ここに記載した条件は一部です。

2.5

け・雨よけ、投光器
等（いずれも道路上
空に突き出している
もの）

高さ ｍ以上

0.5

4.5

▽許可できない物件
（例）置き看板、の
ぼり旗、植木鉢等
※道路占用には、毎年道路占用料
がかかります。詳しくは下記道
路占用許可の申請・問合せ先へ
●許可基準（一部抜粋）
▽突出し看板 （自家用看板に限
る）
（図１）
・道路への出幅１メートル以内
（壁面看板は０・３メートル以内）
・路面からの高さ車道上４・５メ
ートル以上、歩道上３・５メー
トル以上（歩道上で出幅が０・
５メートル以内のときは高さ
２・５メートル以上）
※１営業所、１事業所または１作
業所につき２個以内です。
※占用料が免除になる場合があり

1
出幅 ｍ以内

高さ ｍ以上

高さ ｍ以上

ます。詳しくは下記問合せ先へ

建物
または
独立柱

1

出幅 ｍ以内

出幅 ｍ以内

トル以内

▽日よけ（図２）
・歩道上および幅員８メートル以
上の道路は道路への出幅１メー

平成29（2017）年 7月20日

Ⓡ

●子供に関すること
●ファミリー・サポート・センター（会員制） 提供会員（有償
ボランティア）が、提供会員宅での子供の預かりや保育施設等
への送迎等、子育てを支援します。依頼会員と相談の上、児童
関係施設を利用することもできます。
台東区ファミ
※利用には、入会説明会での会員登録が必要
リー・サポー
●お泊りサポート（会員制・利用条件あり） 提供会員の自宅 ト・センター
で、子供を宿泊預かりします。
●子育て家庭家事援助利用券（利用条件あり） 乳幼児を育て
る家庭に、ホームヘルパー費用の一部を助成します。
●生活福祉資金（教育支援資金） 高校・大学・短大・専門学
校の入学金、学費の貸付の相談を受付けています。
●受験生チャレンジ資金（塾代・受験代） 中学3年生、高校3 生活支援室
年生などの受験にかかる塾受講料と受験料の貸付の相談を受付
けています。

●ボランティア・地域活動に関すること
●ボランティア情報の提供
●ボランティア保険・行事保険のご案内
●福祉学習・ボランティア体験学習の支援
●地域で活動する団体への支援
●ファミリー・サポート・センター「提供会員」 提供会員宅・
児童関係施設等での子供の預かりや保育施設等への送迎など、
育児の手助けができる有償ボランティアを募集しています。
●はつらつサービス協力会員 高齢者・障害者のお手伝いを行
う有償ボランティアを募集しています。はつらつサービスの活
動には、ボランティアポイントが付きます。
●地域福祉権利擁護事業「生活支援員」 判断能力が十分でない
方への援助等を行う生活支援員を募集しています（年2回）
。

台東ボランテ
ィア・地域活
動サポートセ
ンター
台東区ファミ
リー・サポー
ト・センター
はつらつサー
ビス
あんしん台東

●地域福祉コーディネーター

福祉課題を抱えている方が孤立しないよう、地域で支え合う仕組みを皆さんと考え、
問題解決に向けて取り組んでいきます。ちょっとしたことでも気になることがあれば
ご相談ください。

●社会福祉協議会会員募集
会員の種類・年会費（1口） 個人・1,000円
申込み・問合せ

団体・2,000円

特別・10,000円

庶務係またはお近くの民生委員

【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。
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30
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－

30

－
26
－
15

30

更年期や月経障害・不妊などで
☎（３８４７）９４９７

お困りの方
～４時 分（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽申込み・問合せ 台東保健所保
▽対象 区内在住か在勤の女性で、 健サービス課保健指導担当
30

30

－

－
20
－

－
19

30

午後２時～４時
▽場所 生涯学習センター１階ア

30

―犬には必ず鑑札と注射済票をつけましょう―

◀鑑札

11

あなたの犬の登録・狂犬病予防注射はお済みですか
飼い犬は必ず登録し、毎年4～6月に狂犬病予防
注射を受けることが法律で定められています。登
録や狂犬病予防注射をしないで犬を飼うと20万円
以下の罰金が科せられます。
登録の際に交付される鑑札は、小型犬にも装着
しやすい、軽量・小型化した「犬型鑑札」です。ま
た、狂犬病予防注射を受けると、毎年、注射済票
が交付されます。人と犬の命を守る重要な注射で
ある意味を込めた、
「ハート（心臓）型」のデザイ
●区内動物病院
ンです。
病院名
所在地
電話番号
登録および今年の狂犬
入谷2－2－8
（3873）4798
病予防注射が済んでいな 安部動物病院
岩崎動物病院
浅草4－40－7
（3876）9696
い方は、至急手続きをして
いわせ犬猫クリニ
ください。
東浅草2－28−12（3871）3122
ック
右記の区内動物病院で
上野動物病院
東上野2－11－6 （3832）3046
は、注射と一緒に登録がで
上野の森どうぶつ
谷中1－5－11
（5832）9991
きます。
病院
▷手数料
おぎはら動物病院 松が谷3－4－2 （3843）3071
・犬の登録は3,000円
クニ動物病院
下谷3－20－2 （3875）9230
・注射済票の交付は550円
シンシアペットク
花川戸2－3－11 （3847）6083
（注射済票は、注射後に リニック
注射済証明書を保健所 すずきペットクリ
三筋1－9－4
（3865）1988
に持参するか、区内の動 ニック
雷門1－15－11 （3845）0011
物病院であれば、その 相愛動物病院
チャト動物病院
鳥越1－22－4 （5835）2405
場で交付）
（3844）9007
▷問合せ 台東保健所生活 トリトン動物病院 寿2－8－4
内藤動物病院
根岸3－10－3
（3875）3504
衛生課愛護動物管理担当
まつもと動物病院 竜泉3－23－7 （5603）2950
☎（3847）9437
▶注射済票

30

40

トリウム
▽内容 保健所職員や食品衛生推
進員による相談コーナー、食品

②８月 日㈫・台東保健所
▽場所・申込み・問合せ
▽時間 午前９時 分～ 時 分 ・永寿総合健診・予防医療センタ
（１人 分程度）
ー（東上野３ ３ ３ プラチ
▽対象 区内在住で、就学前の子
ナビル２階、土・日曜日・祝日を
供を育てている方
除く午前 時～午後４時 分）
☎（３８３３）８４０７
▽申込み・問合せ
・鶯谷健診センター（根岸２
①浅草保健相談センター
、土・日曜日・祝日を除く
☎（３８４４）８１７１
午前９時～午後５時）
②台東保健所保健サービス課保健
☎（３８７３）９１９０
指導担当
５
・区立台東病院（千束３
☎（３８４７）９４９７
土・日曜日・祝日を除く午後１
１年に１度、胃・肺・大腸
時 分～４時 分）
がん 検 診 を 受 診 しましょ
☎（５８２４）３５４０
う（要予約）
、日
・浅草病院（今戸２
▽対象 区内在住の 歳以上の方
曜日・祝日を除く午前９時～午
（喀たん検査は 歳以上、条件
後５時、土曜日は正午まで）
あり）
☎（３８７６）１７１１
▽内容 胃部・胸部Ｘ線検査（胃
▽問合せ 台東保健所保健サービ
・肺）
、喀たん検査（一定条件
ス課☎（３８４７）９４８１
者・肺）
、便潜血検査（検便・
女 性 医 師 による 女 性のた
大腸）
めの健康相談「婦人科」（予
※大腸がん（便潜血検査）検診は、
約制）
医療機関の空き状況により、受
▽日時 ８月９日㈬午後２時 分

診できない場合があります。

22

熱中症に注意しましょう

30
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衛生クイズチャレンジほか
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４６６

11

・高齢者は特にご注意ください
高齢になると、暑さやのどの渇

アレル ギ ー 発 症 予 防 のた
めの親子音楽療法教室

▽日時 ８月２日㈬
午前 時～ 時 分
▽場所 台東保健所６階中会議室
▽対象 区内在住のぜん息等のア
レルギーを持つ子供と保護者
組（先着順）
▽定員
▽講師 福田義子氏（日本音楽療
法研究連合代表）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課予防担当
☎（３８４７）９４９２

子育て心理相談（予約制）

ター

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「出産後、気分が落
ち込みがち」など、保護者の方の
相談に専門カウンセラーが応じま
す。
▽日程・場所
①８月９日㈬・浅草保健相談セン

10

20

育児相談・とことこ育児相
談

▽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
ス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

健康づくり啓発広報紙「け
んこ うの 芽 」 第 ９号 を 発
行します

健康づくりに役立つ情報や区が
実施する事業を掲載しています。
８月７日㈪の朝刊各紙に折り込む
ほか、左記の場所で配布します。
▽配布場所 区役所、台東保健所、
区民事務所・同分室、地区セン
ター等
▽問合せ 健康課庶務担当
☎（５２４６）１１７８

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供)
日時
場所
8月1日㈫午前10時～11時
谷中区民館
生涯学習センター4階
8月3日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
8月4日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
8月9日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
8月17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
8月9日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
8月22日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

30

50

きに気付きにくくなる特徴があり
ます。そのため、自覚がないのに
熱中症になることがあります。

119

・予防方法
・暑くなくてもエアコンや扇風機
をつける。

10

・のどが渇いていなくても、水分
と適度な塩分を補給する。
・外出時には日傘や帽子を使い、
こまめに休憩をする。
※具合が悪くなったときは、涼し
い場所へ移動して体を冷やし、
水分をとりましょう。体調が改
善されない場合や重症のときは、
医療機関を受診したり、救急車
（ 番）を呼びましょう。
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２２５

13

台 東 区 ゲート ボール 大 会
参加チーム募集

▽日時 ９月４日㈪午前 時
※雨天等の場合は 日㈬に延期
▽場所 台東リバーサイドスポー
ツセンター野球場
▽対象 区内在住か在勤（学）の
方（５人１チーム）
▽申込締切日 ８月４日㈮

▽申込み・問合せ 健康課
☎（５２４６）１２１４

８月 は「 食 品 衛 生 月 間 」
です

夏場は気温が高いため細菌の増
殖が速く、食中毒が発生しやすい
季節です。区では、食中毒予防の
イベントを行います。
・食品衛生なんでも相談コーナー
▽日時 ８月３日㈭・４日㈮

（5） 平成29（2017）年 7月20日
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スポーツひろば

親子で幼児水泳教室第3期
日程（全3回）9月3日㈰・10日㈰・
17日㈰ 時間 Aクラス午前9時～
10時、Bクラス午前10時～11時
対象 区内在住か在勤の保護者と
3歳以上の未就学児 定員 各15
組（抽選） 講師 野村不動産ライ
フ＆スポーツ 費用 3,750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
申込方法 往復はがきに教室名・
希望クラス（AかB）
・住所・氏
名（保護者・幼児）
・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
申込締切日 8月15日㈫
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

●田原小・ボクササイズ教室
場所 田原小学校3階体育室 講師 益田歩氏 費用 1,500円（6回分・保険料含む） 申込方法 費用を添えて次の①
か②で申込み ①8月2日㈬午後7時15分～8時15分生涯学習センター4階407研修室 ②8月3日㈭～25日㈮午
前9時～午後5時スポーツ振興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を除く）
●大正小・リズム体操教室 日時 9月1日～10月27日の金曜日（10月6日を除く・全8回）午後7時15分～8時30
分（7時受付） 場所 大正小学校地下体育館 講師 田中美緒氏 費用 2,000円（8回分・保険料含む）
申込方法 費用を添えて次の①か②へ ①8月4日㈮午後7時15分～8時15分・大正小学校地下体育館 ②8月7日
㈪～25日㈮・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）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の方※子供を連れての参加不可、学校行事等により変更・中止の場合あり
定員 各30人（先着順） 持ち物 運動できる服装、
室内履き、飲み物、タオル 問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853
日時 9月6日～10月11日の水曜日（全6回）午後7時15分～8時30分（7時受付）

区民体育祭
種目
軟式野球
バスケットボール
日程
9月3日㈰～11月末
9月24日㈰～10月28日㈯
場所 江戸川河川敷野球場 台東リバーサイドスポーツセンター
参加費
1チーム5,000円
1チーム4,000円
申込期間
8月25日㈮まで
8月1日㈫～18日㈮
対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しくは、区ホームページ
また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、土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）☎（5246）5853

初心者のためのスポーツ教室

●ソフトテニス 日程（全6回）8月23日～9月
7日の水・木曜日 定員 30人（先着順）
●バウンドテニス 日程（全6回）8月25日～9
月29日の金曜日 定員 50人（先着順）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
時間 午後7時～9時 対象 区内在住か在勤・在
学の高校生以上の方 申込開始日 7月20日㈭
場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドスポー
ツセンター☎（3872）3181

【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
台東区長賞作品を展示していま
す

第 1185 号
ゲスト 浪曲師 玉川太福氏（2時より浪曲

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

公演あり）

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

●まちかど映画会inおかちまちパンダ広

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

場 日時 8月12日㈯午後7時ごろ上映開始

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

無料の建替え相談会
（清川区民館）
浅草北部地域の防災性の向上のため、一級

パネルに掲示しています。

建築士・ファイナンシャルプランナー等に

時ごろよりイベントや飲食販売あり

ゆずります チャイルドシート、スチール

よる建替え相談会と講演会を実施します。

場所 御徒町南口駅前広場（おかちまちパ
ンダ広場） 上演作品 「スタンド・バイ・

ラック、グリル鍋

日時 8月8日㈫午前11時～午後3時（1人

ギャラリーのほか「たなか舞台芸術スタジ

ゆずってください ポータブルミシン、紙

30分程度、予約優先）※講演会は午前10

オ」
「中小企業振興センター」でも展示し

ミー」
（1986年／89分） 持ち物 敷物

パック式掃除機、子供用自転車（男の子用

時30分〜11時 場所 清川区民館 対象 次

16インチ）

の地区に木造建築物を所有している方 竜
泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、今

台東区長賞作品を区役所1階台東アート

（先着順）※野外上映のため荒天中止、4

ています。

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

●区役所1階台東アートギャラリー

※詳しくは、映画祭公式ホームページをご

※上記の情報は7月1日現在の内容です。

期間 ①8月10日㈭まで

覧ください。

月8日㈮

②8月13日㈰～9

展示作品 ①「夏の途」杉山佳氏、

「ヒエロニムスの回路」
「TRIP」
「輪廻の街」
「衛星」木村遥名氏 ②「冬虫夏草」丸茂
陸氏、
「うぶすな」矢野佑貴氏
●たなか舞台芸術スタジオ
期間 30年3月ごろまで（予定）

詳しくは、下記へお問合せください。

戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2丁目、

映画祭in台東」実行委員会事務局（文化振

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

清川1・2丁目、日本堤1・2丁目

興課内） ☎（5246）1328

ルショップ☎（3866）8361

問合せ 「したまちコメディ

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」
日程・実演者（業種） 8月5日㈯・6日㈰櫻
ちょうちん

申込み・問合せ 地区整備課

☎（5246）1365

食品ロス削減講座

第25回まちづくり ｢下町塾｣

①食品ロスの現状を知ろう！／暮らしの中

展示作品 観察「妹姉」河本雪野氏

井悠子（江戸手描提灯）
、12日㈯・13日㈰

の食品ロスをどう減らそう？（講義）

●中小企業振興センター

青柳貴史（硯）
、19日㈯・20日㈰高山金之

日時 9月19日㈫午後2時～5時

期間 30年3月ごろまで（予定）

助（草木染め）
、26日㈯・27日㈰日花和子

所10階1003会議室 定員 40人程度

展示作品 観察「夜」 河本雪野氏

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

台東区発足70周年記念
シンポジウム「横山大観を語る」
「横山大観旧宅及び庭園」が国の史跡及び

すずり

（彫刻）

実演時間 午前11時～午後5時

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

場所 区役

②食材の有効活用を学ぶ調理実習
日時 10月7日㈯午前10時～午後1時

☎（3842）1990

場所 華学園（台東区根岸） 定員 40人

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

③生ごみの飼料化施設と埋立処分場の見学

UENO JAZZ INN'17
日時 8月5日㈯午後3時開場、3時30分開演

会

日時 11月16日 ㈭ 午 後1時 ～5時

場所 ㈱アルフォ城南島飼料化センター、埋
立処分場（バス移動） 定員 30人

内容

9月23日㈷

開講式・①「台東区のまちづ
くり」

10月14日㈯

②「まちづくりはストーリー
づくり」

10月21日㈯

③「構想力と実現力を身につ
けよう」

10月28日㈯

④ワークショップ「千束通り
エリアのまち企画づくり」

⑤ワークショップ 「屋外広告
11月3日㈷ 物からはじまる素敵なみせづ
くり・まちづくり」

名勝に指定されたことを記念し、シンポジ

場所 上野公園水上音楽堂

ウムを開催します。

日時 9月30日㈯午

オーケストラ（ゲスト・北村英治〈CI〉
）
、渡

後2時～4時30分（予定） 場所 東京藝術

辺真知子with Special Egg、UENO LADY'S

申込方法 はがきに希望講座
（①～③）
・住所・

場所 区役所10階会議室ほか

大学音楽学部大講義室（5－109室）

JAM、浅草ジャズコンテストグランプリ

氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号を書い

くりに関心があり、4回以上出席できる方

定員 80人（抽選） 出演者 横山隆氏（
〈公

グループ

て下記問合せ先へ（区ホームページから申

定員 60人（先着順） 講師 ①⑥中林一樹氏

財〉横山大観記念館代表理事兼館長）
、手

当日3,500円※当日券のみ学生証の提示

込可）※申込み多数の場合、講座を全て受

（明治大学大学院特任教授） ②岩崎徹氏

塚雄二氏（東京藝術大学美術学部絵画科

で割引

講できる方を優先した後、抽選を行います。

（内閣府内閣官房地域活性化伝道師）ほか

教授）
、古田亮氏（東京藝術大学大学美術
館准教授）
、浦井正明氏（寛永寺長臈）

出演 守屋純子

入場券（全席自由）前売3,000円、
前売券 チケットぴあ（☎0570－

③④原拓也氏（
〈一社〉まちづくり推進機
構代表理事）ほか ⑤田邉学氏（㈱カラー

サイクル課☎（5246）1018

話番号を書いて下記問合せ先へ

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

☎（5246）1153

台東区発足70周年記念
第40回台東区美術展作品募集
展示日程 9月8日㈮～13日㈬

場所 隅田公

園リバーサイドギャラリー（花川戸1－1）
対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上の

方
彫刻

出品種目 日本画・水墨画・洋画・版画・
出品点数 1人1点（未発表の作品に

対象 まちづ

問合せ 〒110－8615

課、
下記財団事務局で販売 問合せ （公財）

興課横山大観シンポジウム担当

⑥「首都直下地震と防災まち
づくり」
・修了式

化会館（☎5685－0650）
、下町風俗資料
館、浅草公会堂、区役所9階④番文化振興

台東区役所文化振

11月26日㈰

02－9999・Pコード326－169）
、東京文

申込方法 往復はがきに催し名・参加人数（1

問合せ 〒110−8615

対象 区内在住の18歳以上の方

申込締切日 8月23日㈬（必着）

枚2人まで）
・住所・氏名（ふりがな）
・電
申込締切日 8月31日㈭（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程（全6回）

一葉記念館ミニ企画展①
「鑑賞しよう！文学館」

台東区役所清掃リ

プランニングセンター代表取締役）
申込方法 区ホームページから申込むか、住

図書館のこども室から

所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話
番号・職業・メールアドレスを電話かはが

●あかちゃんえほんタイム

日時 8月16

きで下記問合せ先へ

日㈬午前10時15分、11時

対象 区内在

㈪（消印有効）

ワークシートを使って、当館の収蔵資料を

住の平成28年2月16日～29年2月15日生

問合せ 〒110－8615

鑑賞します。夏休みの自由研究にお役立て

まれの子供と保護者 定員 各10組（先着

画課☎（5246）1363

ください。 期間 8月27日㈰まで

順）※子供1人につき1回まで、いずれの

入館料 一般300円、小中高生100円

回・会場とも同内容

場所・問合せ 一葉記念館

接中央図書館こどもとしょしつで申込み

申込方法 電話か直

※申込みは保護者に限る

☎（3873）0004

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「声楽（独唱）
」

申込開始日 8月

申込締切日 9月4日

台東区役所都市計

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～外国語ができなくても大丈夫！
～ 「やさしい日本語」を知っていますか？

2日㈬
●ぬいぐるみおとまり会 おはなし会の

外国語を話すことができなくても、
「やさ

後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐる

しい日本語」を使えば外国人と会話をする

限る） 作品規格 絵画は100号Fサイズ以

日時 8月31日㈭午後1時30分開場、2時開

みが読書や図書館探検をする様子をアル

ことができます。 日時 8月19日㈯午後2

内、彫刻は高さ60×横幅40×奥行40セ

演

バムにします。

時～4時30分 場所 生涯学習センター504

ンチメートル以内の物

場所 生涯学習センターミレニアム

日時 おはなし会・ぬい

搬入日時 9月4日

ホール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・

ぐるみ預かりは8月24日㈭午後3時、ぬい

㈪午前10時～午後0時30分※出品の事前

院生ほか 入場券 500円※当日会場で1時

ぐるみ・アルバムお渡しは8月25日㈮午

申込み不要、作品を搬入日に直接会場へ持

教育研修室 定員 40人（先着順）
申込締切日 8月10日㈭（消印有効）

●入門編～日本語で伝える～ 外国人と日

30分から販売、未就学児の入場不可

前9時～午後6時 対象 図書館利用登録の

搬出日時 9月13日㈬午後3時～4時

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

ある幼児～小学校低学年※未就学児は保

本語でコミュニケーションをとるコツを、

出品要項 生涯学習センター、区民事務所・

往復はがきに「声楽（独唱）」
・希望人数

護者同伴、初めて参加する方に限る

会話を中心に学びます。簡単な日本語の文

同分室、地区センター、社会教育センター、

（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤

定員 10人（ぬいぐるみは1人1体）

法についても触れます。初歩編を受講して

申込方法 直接中央図書館こどもとしょし

いない方も受講することができます。

参

社会教育館で配布 問合せ 生涯学習課
☎（5246）5815

申込締切日 8月4日㈮（必着）

まちかど映画会（無料）
9月に開催する「第10
回したまちコメディ
映画祭in台東」のPR

©1989 松竹株式会社

の方は勤務先名を書いて下記問合せ先へ
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

リサイクル

つで申込み
申込開始日時 8月3日㈭午前9時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程（全5回）8月29日～9月26日の火曜日
時間 午後6時30分～9時

場所 区役所10階

1003会議室 定員 30人（先着順）

場所 生涯学習センター4階和室さくら

費用 2,000円（5回分）

問合せ 中央図書館児童担当

申込締切日 8月25日㈮（消印有効）

☎（5246）5911

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

イベントです。

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

●まちかど映画会in

クをやってみよう」 小さな端布を利用し

浅草橋区民館

てピンクッションをつくります。日時 7月

耐震診断・家の建替えやリフォーム・建物

日時 8月11日㈷午後1

31日㈪午前10時～正午

の共同化など、建築に関する相談に月1回、

がきで下記問合せ先へ（区ホームページか

時30分開場、2時開

第2集会室 対象 小学3年生以上の方

実務経験豊かな建築士が応じます。

ら申込可）

定員 7人（先着順） 費用 100円（材料費）

日時 8月3日㈭・9月7日㈭午後1時～4時

演（先着順） 場所 浅草橋区民館
上演作品 「男はつらいよ 寅次郎心の旅路

（第41作）
」
（1989年／109分）

場所 馬道区民館

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050

無料建築相談室

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

対象 区内在住か在勤・在学の方
申込方法 住所・氏名・電話番号、在勤（学）

の方は勤務先（学校・学年）名を電話かは

問合せ 〒110－8615

台東区役所区民課

協働・多文化共生係
☎（5246）1126

【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 7月20日
上野地区納涼大会
日時 8月10日㈭午後5時開場、
5時30分開始
場所 黒門小学校

問合せ 上野地区納涼大

会実行委員会事務局（上野地区センター内）
☎（5815）8623

平和に関するパネル展
期間 8月14

日㈪～18日㈮（最終日は午後4時まで）
場所 区役所1階ロビー

方 定員 4人（抽選） 講師 清水直人氏

岸修氏） ⑦吟詠（海宝きよみ氏） ⑧中

費用 3,000円（2回分）

国語（山崎淑子氏） ⑨落語（三遊亭真楽

申込締切日 8月22日㈫（必着）

氏） ⑩ギリシャ語（大井一徹氏）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

費用 ③1,000円

無料

問合せ 総務課

☎（5246）1052

若者と女性のための就業支援事
業

イザ！カエルキャラバン！ in上野
運営ボランティア募集

④500円 ①②⑤〜⑩

9月30日㈯開催の子供にも分かりやすい

申込方法 往復はがきに催し名・住

防災体験プログラムのボランティアを募集

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号を

します。水消火器的当てゲームや防災カー

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地

書いて下記問合せ先へ 申込締切日 8月
15日㈫（必着） 問合せ 〒111－8621 生

ドゲーム等を行います。

涯学習センター生涯学習課学習館

3時30分

☎（5246）5812

話か電子メールで下記問合せ先へ

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

を書いて下記問合せ先へ

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など
のパネル展示を行います。

第 1185 号 （6）

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

事前説明会日時 9月9日㈯午後1時30分～

申込締切日 9月8日㈮

工作教室「パタパタ板返し」

たいとうやまびこ塾
「水曜連続講座」

日時 8月27日㈰午後1時30分～3時30分

日程（全10回）9月6日～11月8日の水曜

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

申込方法 氏名・電話番号を電
問合せ 台東区社会

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

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

働くための基礎的研修と中小企業で職場実

場所 生涯学習センター303会議室ほか

年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材
料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「8

習を行い、正規雇用を目指します。研修期

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上で
全日程受講できる方 定員 25人（抽選）

月工作教室」希望・住所・氏名（ふりがな）

13日まで

うえの夏まつり（不忍池周辺）

・電話番号、在学（園）の方は学校（園）

1～31日

谷中圓朝まつり（全生庵）

間は給与（時給1,300円）を支給します。
研修期間 8月28日㈪～12月27日㈬

日 時間 午後1時30分～4時30分

名・学年を書いて下記問合せ先へ

テーマ（講師） ①民謡の尺八（栗原茂夫

対象 区内在住で①学校卒業後求職中の方

氏） ②韓国語（優君佳氏） ③華道（秋

申込締切日 8月14日㈪（必着）

②非正規雇用から正規雇用を目指す方 ③

山啓子氏） ④結びアート（中根葉子氏）

問合せ 〒111－8621

結婚や出産等の理由により一度離職し、再

⑤浮世絵入門（松本陽子氏） ⑥温泉学（根

生涯学習課☎（5246）5815

就職を希望する女性の方※①②は39歳以
下の方 定員 15人（選考） 申込方法 氏名
・電話番号を電話か電子メールで下記申込
み先へ※下記申込み先ホームページからも
申込可

申込締切日 8月22日㈫

申込み・問合せ ヒューマンアカデミー㈱

☎（3863）0771
@gmail.com

Eメール taitohuman

若手経営者サポートセミナー
（前期）
日程（全5回） 9月14・28日、10月12・

19日、11月9日の木曜日 時間 午後7時～
9時 場所 台東区中小企業振興センター会
議室 対象 事業所の後継者や、事業を始め
たばかりの新人経営者等

定員 30人（先

着順） 講師 石井和加子氏（社会保険労務
士）
、重松新吾氏（弁護士）
、安田順氏（中
小企業診断士）
、鷹野寧氏（弁理士）
費用 5,000円（5回分） 申込方法 下記問

合せ先で配布する申込用紙に記入しファッ
クスで下記問合せ先へ

問合せ 台東区産

業振興事業団☎（5829）4124

時間 午前10時～正午 対象 区内で活動す
る非営利団体 定員 各2組（先着順）
申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

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
申込締切日 各開催日の1週間前
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

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名
そめものに挑戦
じどうかんまつり
（要申込）※

日時

学5年生以上の方※小学生は保護者同伴
定員 10人（抽選） 講師 大越敦子氏（浅草

ものづくり工房） 費用 1,000円（勤労者
サービスセンター会員は500円・申込時
に会員番号記入）
申込締切日 8月12日㈯（必着）

●第3回CAD入門講座 日時 9月12日㈫・
13日㈬（全2回）午後6時15分～8時45分
対象 区内在住か在勤で全日程受講できる

～雷門通り）

問合せ

各児童館か台東区社会福祉
事業団☎（5603）2229

松が谷児童館（松が谷4－15－11）☎（3841）6734

内容

7月31日㈪
午後2時～3時

真っ白なさらしを割り箸やボタン
を使って絞り染めします。

8月26日㈯
子供たちが主体的に考え、おま
午後1時30分～5時 つりを運営します。

玉姫児童館（清川2－24－9）☎（3874）6571
催し名

日時

内容

8月18日㈮
午後2時～4時

大きなスクリーンで映画を
上映します。

寿児童館（寿1－4－5）☎（3844）8602

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名
映画の時間※

日時

7月25日㈫
大きなスクリーンで映画
午後2時30分～4時30分 を上映します。

7月31日㈪
午後3時～4時

催し名

日時

ボランティアの方々が
一輪車の乗り方や技を
教えてくれます。

内容

7月26日～8月24日の毎週
にこにこ☆
小さいお友達と一緒に遊んだ
水・木曜日
ボランティア
り、
絵本の読み聞かせをします。
午前10時30分～11時30分
みんなの得意なことの発表会
です。
出演者（小学生以上）募集中

8月25日㈮
午後3時30分～5時

今戸児童館（今戸1－3－6）☎（3876）1656

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名

日時

内容

ドキドキ♡ワクワク♪
8月10日㈭
子供たちが企画・実施
みんながえがおに
午後1時30分～4時30分 するおまつりです。
いまじまつり
（要申込）※
アカペラを楽しもう♪※

内容

7月28日㈮
①園児親子（3歳以上）
わくわくワークショップ 午前10時30分〜11時30 色水や泡を作って遊びま
「みんなで水あそび」 分（10組）
す。
②小学生以上午後2時〜
4時（20人）
一輪車にチャレンジ

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）

まつフェス※

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）

8月22日㈫
午後2時～4時

楽器を使わずに声だけ
で音楽を作ります。

谷中児童館（谷中5－6－5）☎（3824）4043

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名

日時

内容

ひろばであそぼ 7月25日㈫
防災広場内で水遊びをします。
う！
午後3時～4時15分
星空deショー※ 7月28日㈮
星空の下、
巨大なスクリーンが登場。
（要申込）
午後7時～8時30分 夏の夜のお楽しみ行事を行います。
ぺたんこビーズ 8月28日㈪～31日㈭
談話室でぺたんこビーズを作ります。
をつくろう！
午後2時～5時

子ども家庭支援センターの催し

●第3回革小物 手作り教室「革のカード
時30分 対象 区内在住か在勤・在学の小

浅草サンバカーニバル（馬道通り

ヨーヨースペシャル 8月21日㈪
ヨーヨー名人が技などを教
イベント※
午後3時30分～4時30分 えてくれます。

千束児童館（千束3－20－6）☎（3874）1714

産業研修センターの催し
ケース」 日時 9月2日㈯午後1時30分～3

26日

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
幼児用プール（松が谷児童館はボールプール）で水遊びを
催し名
日時
内容
（週に1～2回程度） 銀の龍をつくろう 8月1日㈫～26日㈯
行います。 期間 7月21日㈮～8月31日㈭
みんなで龍のうろこをつく
※雨天中止、詳しくは各児童館へ 時間 午前10時30分～
※
午後3時～5時
り、
大きな龍を完成させます。
11時30分 場所 各児童館 対象 0～5歳の子供 持ち物 水
ミサンガづくり
8月14日㈪～19日㈯
図書室でミサンガを作りま
（要申込）
午後1時30分～4時30分 す。
着・タオル・帽子・飲み物など

日時 会計・税務相談は8月23日㈬、法律

相談は8月25日㈮、労務相談は8月30日㈬

生涯学習センター

台東児童館（台東1－11－5）☎（3832）8493

夏の水遊び・プール

たまシアター☆※

NPOのための個別相談

浅草夏の夜まつり とうろう流し

児童館では、子供の成長や発達に沿った健全育成の事業を行っています。暑い夏、乳幼児～高校生世代を対象とし
たさまざまな行事を企画していますので、ぜひ児童館に遊びに来てください。※池之端児童館は改修中です。事業
については、池之端児童館（☎️3823−6644）へお問合せください。

保育園であそぼう 8月15日㈫・16日㈬
保育園のお友達と一緒に遊
（要申込）
午後3時20分～4時30分 んで交流します。

FAX （5829）4127

12日

（隅田公園親水テラス）

夏休みは児童館で遊ぼう！

問合せ 台東区産業振興課

☎（5246）1152

〈8月〉

催し名

日時

8月28日㈪
午前10時45分～11時30分
親と子の絆つくり講座～ベビー 8月31日㈭
マッサージと子育ての話～
午前10時45分～11時30分
8月28日㈪
あつまれ！元気っこ体操
午前10時45分～11時30分
エアフュージョンコンサート

等身大人形劇「3匹のこぶた」 8月31日㈭
午前10時45分～11時30分
足育講座

8月22日㈫
午前10時30分～11時15分

ジャンベ（アフリカンドラム）

8月26日㈯
午前10時30分～11時15分

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
60組
日本堤子ども家庭支援セン
子供
7月27日
ター「にこにこひろば」
㈭
区内在住の0～5か月
☎（5824）2535
25組
の子供
区内在住の1歳6か月
25組
台東子ども家庭支援センタ
～3歳の子供
7月27日
ー「わくわくひろば」
㈭
区内在住の0～3歳の
☎（3834）4577
100組
子供
区内在住の8か月～1
30組
寿子ども家庭支援センター
歳11か月の子供
7月27日
「のびのびひろば」
㈭
区内在住の0～3歳の
☎（3841）4631
50組
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。

●「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

