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区の世帯と人口（9月1日現在）
住民登録

明るい選挙キャラクター
「選挙のめいすいくん」

前月比

世 帯 数

115,670 （+19）

人

195,655

口

（+5）

発行 台東区 編集 総務部広報課 〒110－8615 台東区東上野４丁目５番６号
☎ 5246－1111（代表） FAX 5246－1029（広報課）
区ホームページ▶︎

上野動物園ジャイアントパンダの赤ちゃんの名前は
シャンシャン（香香）に決定！

（香香）
100日齢のシャンシャン

（公財）東京動物園協会提供

10月 22日

衆議院議員選挙
㈰
最高裁判所裁判官国民審査
今回の衆議院議員選挙から
台東区の小選挙区が
２区と14区に分かれます

竜泉

根岸

上野桜木

下谷
池之端

東上野
6
東上野
1〜5

第2区

上野
秋葉原

台東

JR総武線

松が谷 西浅草
2・3
西浅草1

元浅草
小島

今戸

浅草
3〜7

北上野

上野公園
池之端

寿

三筋
蔵前

鳥越
浅草橋
柳橋

橋場

東浅草

千束

入谷

清川

浅草
1・2
雷門
駒形

台東区役所1階
（東上野4－5－6）
谷中区民館1階
第2区 （谷中5－6－5）
浅草橋区民館6階
（浅草橋2－8－7）

時間

10月11日㈬～
21日㈯

午前8時30分～午後8時
10月15日㈰～（土・日曜日を含む）
21日㈯

金杉区民館１階
（下谷3－1－30）

花川戸
浅草駅

選挙区が2区と
14区に分かれたよ

場所
台東区役所1階
（東上野4－5－6）

期間

時間

10月11日㈬～
21日㈯

第14区 台東リバーサイドスポーツ
午前8時30分～午後8時
センター体育館3階
（土・日曜日を含む）
10月15日㈰～
（今戸1－1－10）
21日㈯
生涯学習センター1階
（西浅草3－25－16）

「選挙公報」「審査公報」は、各世帯の郵便受け等に直接お届けします（10月15日㈰～19日㈭・予定）。
お届け日を過ぎても届かない場合は、台東区選挙管理委員会へご連絡ください。
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期日前投票をご利用ください

谷中

日本堤

期間

今回の衆 議 院 議 員 選 挙か
ら台東区の小選挙区が第２
区と第 区に分かれます

三ノ輪

期日前投票所
場所

「選挙の当日は、仕事で忙しい。
」
「旅行や買い物の予定が
」そんなときは、
「期日前投票」をご利用ください。
公職選挙法の一部改正により、 ある。
衆議院議員選挙小選挙区の区域が

第14区

改定されました。台東区の小選挙
区については地図のとおりです。
●小選挙区で投票する候補者が異

▲「選挙のお知らせ」の封筒

なります
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。

19

また、
期日前投票の受付場所（下
記）も異なります。期日前投票を

14区

15

利用する際はご注意ください。

10

「選挙のお知らせ」を郵送
します

投票できる方には、世帯全員分
の「選挙のお知らせ」を世帯主宛
てに郵送します。
投票に行く際は、投票所を確認
して、ご自分の「選挙のお知らせ」
をお持ちください。お持ちになる
と、受付が簡単に済みます。
※「選挙のお知らせ」が手元にな
くても投票できますので、投票
所の係員にお申し出ください
（受付に時間がかかります）
。

FAX

2区

詳しくは区ホームページまた
は「広報たいとう号外 選挙
特集号」
（ 月 日㈰〜 日
㈭ごろ配布予定）をご覧くだ
さい。

台東区選挙管理委員会事
務局
☎（５２４６）１４６１
（５２４６）１４５９

問合せ

平成29（2017）年 10月5日

年度園児募集

幼稚園児募集

しください。
※その他、必要に応じて書類の提
出を依頼することがあります。
▽保育料 保護者の住民税等をも
とに決定

出を依頼することがあります。
※０～２歳児、３歳児以上の長時

子育て・教育

第２回ふるさとＰＲフェスタ

後対策担当、区役所３階⑦番区
政情報コーナー、区民事務所・
同分室、地区センター、児童館、
こどもクラブ
※区ホームページ「パブリックコ
メント」から閲覧・応募可
月 日㈪
▽募集期限
▽問合せ 児童保育課放課後対策
担当

▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所６階⑤番児童保育課放課

「台東区放課後対策の方
針」中間のまとめ（案）
への意見募集（パブリッ
クコメント）

る子供は、その保育園で申込可
▽問合せ 児童保育課保育相談係
（区役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４

22

▽家庭訪問 入園の申込後、職員
が自宅・職場等を訪問し、保育

▽対象 区内在住で、４月１日現
在満１歳～未就学児
人（１・２歳児は６人）
▽定員
▽要件 実施日に保護者全員が仕

事等のため子供を保育できず、
子供は健康で集団保育が可能な
こと
▽必要な物 母子健康手帳、勤務

10

●区立幼稚園
▽対象 区内在住の平成 年４月
２日～ 年４月１日生まれの子
供
知

状況や勤務状況等をお聞きする
ことがあります。
▽入園の可否
年２月中旬に通

※当日キャンセルは保育料がかかります。

証明書（保護者全員・区の様式
あり）
、印鑑
▽申込方法 各申込期間に、子供
と一緒に下記問合せ先へ
※区立保育園（東上野乳児保育園
・ことぶきこども園・たいとう

住宅
まちづくり

月 ～ 日は「違反建
築防止週間」です

お願いします。
▽問合せ 建築課監察担当
☎（５２４６）１３４０

この法律への理解を深め、建築
物の安全・安心を確保するため、
全国一斉に違反建築防止週間を定
め、組織的な取り組みを展開して
います。
期間中はパトロール等を実施し
ます。違反建築の防止にご協力を

建築基準法は、みなさんの建築
物の安全や、身体・財産を守るた
めに定められています。

21

18

☎（５２４６）１２３５

▲10月21日㈯浅草たいこばん（和太鼓）

15

10

10

21

10

▽募集人数 ３歳児は ～ 人
、４・
（根岸幼稚園は 人程度）
５歳児は若干名

私立

東上野保育園

10

10月23日㈪～12月22日㈮

※入園に関して、子供の発達等が
心配な保護者は、事前に左記問
合せ先へご相談ください。
※詳しくは、 月上旬頃から左記
問合せ先で配布予定の「保育利
用のご案内」をご覧ください。
▽問合せ 児童保育課保育相談係
（区役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４

10月23日㈪～12月22日㈮

区立

午前7時15分～午後6時15分（給食なし）

場所

こども園を除く）に在園してい

E FAX

10

こども園児募集

▲10月22日㈰浅草雷連 （阿波踊り）

間保育の申込みについては、
姉妹・友好都市をはじめ、全国 鹿沼市、千葉県芝山町、茨城県
月上旬頃から児童保育課（区役
那珂市、埼玉県越生町、福岡県
から の自治体が集結し、地元特
シルバー人材センターか
所６階⑧番）で配布する「保育
八女市、石川県穴水町
産品の販売やステージイベントを
ら～「子育て支援サービ
利用のご案内」をご覧ください。
行う「①ふるさと交流ひろば（申 ▽申込方法（②のみ） 参加希望
ス」を始めます
●私立認定こども園
込不要）
」
、
事業者を対象とした
「② 日・人数・会社名・所在地・電
子供の送迎が困難な方に代わり、
短時間保育の申込みは、園にお
話番号・ファックス番号、申込
ふ
る
さ
と
ビ
ジ
ネ
ス
商
談
会
（
要
申
込
区内の小学校や学童・塾への送迎
問合せください。０～２歳児、３
者の氏名・役職をファックスか
み）
」を実施します。
を始めます。
歳児以上の長時間保育の申込みに
メールで左記問合せ先へ
▽日時・場所 ① 月 日㈯・
▽対象 小学生
ついては、 月上旬頃から児童保
日
㈰午前 時〜午後４時 花川 ▽問合せ 都市交流課
※費用等、詳しくは左記へ
育課（区役所６階⑧番）で配布す
戸公園 ② 月 日㈮午後１時 ☎（５２４６）１０１６
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
る「保育利用のご案内」をご覧く
（５２４６）１１４７
～５時・ 日㈯午前 時～午後
ンター
ださい。
２時 台東区民会館９階
メール
☎（３８６４）３３３８
※②は名刺を２枚持参ください。
kouryu@city.taito.tokyo.jp
▽参加都市 墨田区、宮城県大崎
休日 年･末一時保育を実
市、長野県諏訪市、
施しています
栃木県日光市、福島
▽実施日・時間等
県南会津町、福島県
会津美里町、大分県
豊後大野市、山形県
村山市、滋賀県長浜
市、茨城県筑西市、
長野県麻績村、静岡
県東伊豆町、栃木県
11月15日㈬・16日㈭

▽問合せ 学務課こども園担当
☎（５２４６）１４１４

利用月の前月1～25 11月1日㈬～12月15
日まで
日㈮
※申込締切日に区役所・園が休みの場合は前日の
開庁
（園）
日まで

申込期間

1日3,000円
（半日1,500円）

1日2,000円
（半日1,000円）

保育料

年末
（12月29～31日）
※1月1～3日は休園

日曜日、
祝日
実施日

直接園までお問合せください。

④はぐはぐキッズこども園東上野
短時間保育児
（東上野2－13－12M&Mビル3階）
0～2歳児、3歳児以
⑤忍岡こども園
上の長時間保育児
（池之端2－1－22）

※私立幼稚園に入園した区内在住
の子供の保護者に対し、入園祝
金と区民税額に応じた補助金を
交付します（交付制限あり）
。
▽問合せ 庶務課庶務係
☎（５２４６）１４０２

●区立認定こども園
年４月１日現在区内在
▽対象
住で、生後 日以上６歳未満の
子供（園によって異なる）
▽保育内容
・０～２歳児 保育園保育
・３～５歳児 短時間保育は幼児
教育、長時間保育は幼児教育と
保育園保育
▽募集案内配布開始日
月１日㈬
▽募集案内配布場所 区役所６階
②番学務課、区役所６階⑧番児
童保育課、入園希望園
▽必要な物
・短時間保育 申込書・印鑑・住
民票の写し（世帯全員・続柄記
載）１通
・０～２歳児、３歳児以上の長時
間保育児 利用申請書・支給認定
申請書・母子健康手帳・印鑑・
勤務等に関する証明書（保護者

短時間保育児

0～2歳児、3歳児以
上の長時間保育児

・ 0〜2歳児、
長時間
保育は児童保育課
（区役所6階⑧番）
☎
（5246）
1234

10月23日㈪～12月22日㈮

受付場所・問合せ

受付期間

30

10

57

全員・区の様式あり）
※その他、必要に応じて書類の提

時間

50

30

10

11月15日㈬・16日㈭

②ことぶきこども園
（寿1－10－9）
③たいとうこども園
（下谷3－1－12）

11

・ 短時間保育は
①☎
（3876）
0049
②☎
（3841）
4719
③☎
（3876）
3401
④☎
（6884）
8803
⑤☎
（5809）
0394

短時間保育児

1～2歳児、3歳児以
上の長時間保育児
①石浜橋場こども園
（橋場1－35－1）

保育園の入園・地域型保育
事業の申込みを受付けます

22

25

※申込時に兄か姉がその園の３
歳・４歳児に在園中の場合は、
優先的に入園可
※募集人数を超える場合は抽選
▽募集案内配布開始日
月１日㈬
月 日㈬・ 日㈭
▽受付日
▽募集案内配布・受付場所・時間
各幼稚園・午前９時～午後４時
▽必要な物 印鑑・住民票の写し
（世帯全員・続柄記載）１通
▽入園選考 入園予定者は後日面
接・健康診断等を行い、１月上
旬に内定
▽問合せ 各幼稚園または学務課
学事係☎（５２４６）１４１２
▽対象
年４月１日現在、生後
日以上６歳未満の子供
年２月３日㈯ま
▽出生前受付
でに出産予定の子供を対象に、
４月入園の申込みができます。
詳しくは下記問合せ先へ。
月 日㈪～ 月
▽申込期間
日㈮
※日曜開庁日（ 月 日、 月
日午前９時～午後５時）も受付
可

10

※区外在住の方の申込期間は、下
記へお問合せください。
▽申込方法 利用申請書・支給認
定申請書・母子健康手帳・印鑑
・勤務等に関する証明書（保護
者全員・区の様式あり）等を下
記問合せ先へ持参
※可能な限り、子供と一緒にお越

12

45

15

●私立幼稚園
月か
▽願書配布・受付開始日
ら順次
※詳しくは、各幼稚園に直接お問
合せください。

12

20

23

23

21

10

12

30

10

11

保育の区分
園名
こども園一覧
区分

30

27

11

電話番号
（3828）7288
（3844）3555
（3822）2431
（3822）2771
（3844）8012
（3873）6248
（3851）0040
私立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地
寛永寺幼稚園（上野桜木1－14－11）
浅草寺幼稚園（浅草2－3－1）
台東初音幼稚園（谷中5－2－4）
谷中幼稚園（谷中3－17－1）
徳風幼稚園（西浅草1－5－5）
仰願寺幼稚園（清川1－4－3）
蔵前幼稚園（蔵前2－11－10）

24

20

16

10

57

30
11

区立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地
電話番号
根岸幼稚園（根岸3－9－7）
（3873）0159
竹町幼稚園（台東4－21－9） （3831）2910
大正幼稚園（入谷2－23－8） （3876）5584
清島幼稚園（東上野6－16－8）（3842）5358
富士幼稚園（浅草4－48－18） （3874）2460
千束幼稚園（浅草4－24－15） （3872）3067
金竜幼稚園（千束1－9－21） （3871）9896
田原幼稚園（雷門1－5－17） （3842）6477
台桜幼稚園（谷中2－9－4）
（3827）6559
育英幼稚園（浅草橋2－26－5）（3866）6686

第 1190 号 （2）
広報

【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〉

福祉

（高齢・障害）
特 別 養 護 老 人 ホ ー ムの 入
所 申 込を受 付しています
（ 年度第３回）

▽対象 区内在住で、在宅介護を

住宅用火災警報器の設置
費用を助成しています
▽対象 次のいずれかに該当する
世帯 ① 歳以上のひとり暮ら
しまたは高齢者のみ ②身体障
害者手帳、愛の手帳または精神
障害者保健福祉手帳をお持ちの
方がいる

▽対象 高齢者本人または介護し
ている家族が区内在住の方
▽定員 各２人（先着順）
▽申込締切日時 相談日１週間前
の午前 時
▽場所・申込み・問合せ 介護予
防・地域支援課（区役所２階⑥
番）☎（５２４６）１２２５

または５の方で、介護保険サー
ビスを利用せずに在宅での生活
期間が１年以上 ②介護を受け
ている本人とその介護者が、介
護保険料を滞納していない ③
②の方を含む世帯全員が住民税
非課税
※３か月以上継続して入院してい
た場合は、入院期間の前後で在
宅期間が１年以上あれば対象
※対象期間内での７日以内のショ
ートステイを除く

・ 年度住民税課税証明書
・ 年度介護保険料額決定通知書
の所得区分欄に「６」が記載さ

▽対象 区内で創業予定、または
創業５年以内のビジネスを成長
させる意欲があるクリエイタ

経営者として育ち、自立していく
ための環境や支援を提供する、公
的創業支援施設です。

▽日程
月 日㈰～ 日㈫
▽問合せ 交通対策課自転車対策

協力をお願いします。

転車利用の啓発と、放置自転車の
撤去・移送を行います。
放置自転車のない、安全で住み
やすい街になるよう、ご理解とご

置自転車防止への理解・安全な自

れた物（７月発行）
※「介護保険料額決定通知書」は
再発行できません。

ー・デザイナー等
▽募集室数 ５室程度

▽申込み 最寄りのバス営業所・
都営地下鉄定期券発売所等のシ
ルバーパス発行窓口

▽問合せ （一社）東京バス協会
・シルバーパス専用電話（土・
日曜日・祝日を除く午前９時～

▽申込締切日
月６日㈪
※募集要項等、詳しくは台東デザ

第 回赤い羽根共同募金
運動にご協力ください

担当
☎（５２４６）１３０５

31

イナーズビレッジホームページ
をご覧になるか左記へ
▽問合せ 産業振興課地場産業担

第 回駅 前 放置 自 転 車ク
リ ーン キャンペーン 実 施
～放置ゼロ キレイな街で
おもてなし～

当☎（５２４６）１１４３

11

区民の皆さんや、鉄道事業者・
警察署など関係機関の協力で、放

寄せられた募金は、地域福祉事
業などに役立てられます。
月 日㈫まで
▽期間
▽募金受付場所 区役所３階③番
区民課、区民事務所・同分室、
地区センター
▽問合せ 区民課区民係
☎（５２４６）１１２２

71

障害者紙おむつ購入補助
券の申請を受付けます
区内の薬業協同組合加入店で利
用可能な、紙おむつ購入補助券の

午後５時）
☎（５３０８）６９５０

22

31

申請を受付けます。

お知らせ

10

10

受けることが困難であり、原則、 ※すでに火災警報器が設置されて
介護保険で要介護３以上と認定
いる場合は対象外
された方（入院治療の必要な方、 ▽設置台数 煙式１台（業者によ
特別養護老人ホームに入所中の
る設置）
▽自己負担額 １千円
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会

☎（５８２８）７５４１

民 生 委 員・児 童 委 員 が変
わりました

ファッション デ ザ イ ン 関
連創業支援 施設「 台東 デ
ザイナーズビレッジ」
年４月入居者募集

台東デザイナーズビレッジは、

クリエイターやデザイナーが企業

はこちら

※福祉用具の貸与は介護保険サー
ビスに含む
▽支給額 年間 万円
▽申込み・問合せ 介護保険課給
付担当（区役所２階③番）
☎（５２４６）１２４９

▽申請方法 身体障害者手帳か愛
の手帳、印鑑を左記問合せ先へ
持参

10

方は除く）
※要介護１ ２で申込む場合は、
申込書裏面の「特養以外での生
活が困難な理由記入書」を記入
▽対象施設

▽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

19

会ホームページをご覧ください。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５４５

10

34

29年度台東区総合防災訓練 －「いざ」というとき、あなたは－

東 京 都シル バーパスの新
規申請を受付けています

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

認知症高齢者の家族に対
す る 介 護・ こ こ ろ の ケ ア
相談（予約制）

29 29

26

救急医療情報キットを無
償配布しています
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
※支給量は申請時に介護状況や使
齢者で、次のいずれかに該当す
用量を調査し、必要度に応じて
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
決定
者のみの世帯 ③１日のうち、
※申請した月から 年３月分を支
ひとりになる時間帯がある（施
給
設等に入所中の方を除く）

30

ビス利用票別表
▽入所のご案内・申込書配布・申
込場所 区役所２階⑤番高齢福祉
課、地域包括支援センター

▽必要な物 介護保険証、過去３
か月分のサービス利用票・サー

30

510

※本人や家族以外が申請をする場 （１）右記①の方は、次のいずれ
合は、事前にお問合せください。 かを提示
▽問合せ 障害福祉課給付担当
・ 年度住民税非課税証明書
・ 年度介護保険料額決定通知書
（区役所２階⑩番）
の所得区分欄に「１～５」が記
☎（５２４６）１２０１
載された物（７月発行）
家族介護慰労金を支給し
・生活保護受給証明書 「(生活扶
ます
助」の記載がある物 )
▽対象 次の全てに該当する方を （２）右記②の方は、次のいずれ
介護している家族 ①要介護４
かを提示
50

29 29

都営交通（都バス、都営地下鉄、 ●新任委員
都電、日暮里・舎人ライナー）
・ ▽氏名（担当区域）
都内民営バス等が利用できます。 ・見延朝明氏（東上野地区主任児
童委員）
▽対象 満 歳以上の都民（満
歳になる月の初日から申込可） ●退任委員
▽氏名（担当区域）
※寝たきりの方は除く
・磯野惠美子氏（上野３丁目 ～
▽有効期限 発行日～ 年９月
）
日㈰
▽問合せ 福祉課福祉振興係
年度の住民税が①非課
▽費用
☎（５２４６）１１７２
税の方は１千円 ②課税の方で
年中の合計所得金額が 万円
（社福）台東区社会福祉協
以下の方は１千円 ③課税の方
議会非常勤職員募集
で 年中の合計所得金額が 万
月１日付で採用する短時間
円を超える方は２万 円
▽必要な物 住所・氏名・生年月 （非常勤）労働職員を募集します。
月 日㈭
日が確認できる物（健康保険証 ▽申込締切日
※詳しくは、台東区社会福祉協議
等）
70

10

▽日時 第１ ３水曜日午後２時
～４時（１人 分程度）

31

・災害時の避難方法 自分の身に危険を
感じたら早期に自主避難することが原則
です。避難する場合は、まず一時（いっ
とき）集合場所に集まり、周りの状況に応
じて、町会ごとに避難所や避難場所へ避
難してください。普段から自分が避難す
る避難所等を確認するなど、災害への備
えをしておくことが大切です。
・備蓄をしましょう 災害時に備え、各
家庭で1人3日分以上を目安に食料や飲料
水などの備蓄をしましょう。
▷備蓄品の例 飲料水（1人1日3リットル）、
保存食（缶詰、アルファ米、レトルト食
品など）、簡易トイレ、懐中電灯、救急
用品など※区では防災用品のあっせんを
行っています。詳しくは区のホームペー
ジをご覧ください。
防 災 用品
問合せ 危機・災害対策課
の あっせ
ん につ い
☎（5246）1094
て 詳 しく

清川地区の町会を中心とした総合防災
訓練を実施します。訓練は、午前9時に首
都直下を震源とする大地震が起き、区内
でも相当な被害が発生したという想定の
もと、サイレンを合図に行われます。
この訓練は、参加者の皆さんに初期消
火・応急救護訓練などを実践してもらい、
「いざ」という時のため、冷静な判断力・
行動力を身につけ、近隣の人たちが互い
に協力し助け合うことで地域の防災行動
力の確立を図ることや、防災機関相互の
連携を深めることを目的としています。
日時 10月29日㈰午前9時～11時30分
場所 台東リバーサイドスポーツセンター野
球場 参加機関 警察署、消防署、消防団、
陸上自衛隊、医師会など 訓練内容 現地災
害対策本部運営訓練、初期消火訓練、応急
救護訓練、道路啓開訓練、物資輸送訓練、
医療救護訓練、応急給食訓練など※防災関
係機関の啓発・展示コーナーも設置します。

70

29

11

区内在住の3歳以上65歳未満で、身体
障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2
度をお持ちで、紙おむつが必要と認め
必要度に
住民税課税
られる在宅の方（65歳未満で介護保険
応じて月
世帯の方は
の介護認定を受けている方は高齢福祉
額3,000
支 給 量 の1
課で支給）
～7,000
割の自己負
円分の購
区内在住の3歳以上65歳未満で、二分
担あり
入補助券
脊椎（せきつい）症により、直腸・ぼ
うこう機能障害をもち、高度の排便・
排尿障害がある在宅の方

30

・

※申込みの際は、家族やケアマネ
ジャーと相談の上、希望施設を
事前に見学してください（見学
施設に要予約）
。
月 日㈫
▽申込締切日
▽問合せ 高齢福祉課施設担当
☎（５２４６）１２０５

対象

29

区外契約特別養護老人ホーム 区立特別養護老人ホーム
施設名
所在地
施設名
所在地
浅草
浅草4－26－2
白楽荘
多摩市
谷中
谷中2－17－20
みずほ園
西多摩郡
三ノ輪
三ノ輪1－27－11
瑞穂町
良友園
蔵前
蔵前2－11－7
日の出ホ－ム
西多摩郡
台東
台東1－25－5
清快園（新清快園）
日の出町
千束
千束3－28－13
新清快園
第2カントリービラ青梅
民間特別養護老人ホーム
青梅愛弘園
青梅市
施設名
所在地
成蹊園
浅草ほうらい 清川2－14－7
福楽園
あきる野 フレスコ浅草 浅草5－33－7
市
和敬園
橋場すみれ園 橋場1－1－10

10

12

125

125

28

28

支給量 利用者負担

65

・

30

65
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▲

広報

【家庭の省エネヒント】パソコンは、起動時とシャットダウン時に大きな電力を使用します。90分以上使用しない時はシャットダウン、90分以内であればスリー
プと使い分けましょう。
（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〉

った場合、区が負担した医療費
（総医療費の７～９割分）を返
還してもらうことになります。
▽問合せ 国民健康保険課資格係
（区役所２階⑫番）
☎（５２４６）１２５２

環境
リサイクル
月は３Ｒ推進月間です

３Ｒとは、リデュース、リユー
ス、リサイクルの頭文字を表しま

※プランターの大きさ、植える植
物には条件があります。材料購
入前に設置予定場所の写真を持
参のうえ、必ず左記問合せ先へ
お越しください。
※予算がなくなり次第終了
▽助成額 次の①と②の金額の少
ない方（上限５万円） ①助成
対象経費（税抜）の２分の１
②３万円×対象面積（平方メー

番）☎（５２４６）１３２３

トル）
※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記問合せ先へ
▽問合せ 環境課（区役所６階③

り５万円（戸建住宅は上限 万
円、共同住宅共用部・事業所は
上限 万円）
※予算が無くなり次第終了
▽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）に記入し、必
要書類を添えて左記問合せ先へ
郵送か持参
※その他省エネ機器助成等、詳し
くは左記問合せ先へ

●「東京ソーラー屋根台帳」もご
活用ください
都では、住所を入力するだけで、

建物が太陽光発電の設置に適して
いるかが分かるウェブマップ「東
京ソーラー屋根台帳」を公開して

います。
▽問合せ 東京都地球温暖化防止
活動推進センター（土・日曜日

・祝日を除く午前９時～午後５
時）☎（５９９０）５０６６

◆以降、右記記事の共通項目◆

▽問合せ 環境課（区役所６階③
番）☎（５２４６）１２８１

【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。

台東区オリジナル婚姻届を配布します
婚姻届を提出される予定の方 ルデザインの婚姻届を配布します。
に、台東くんやパンダ、雷門等 １枚目は区役所提出用、２枚目は
のイラストが描かれたオリジナ 記念用として保管できる複写式の
届書となっています。
月１日㈬
▽配布開始日
▽配布部数 ３千部（１組２部まで）
※なくなり次第、配布終了
▽配布場所 区役所１階⑪番戸籍
住民サービス課、区民事務所・
同分室
▽問合せ 戸籍住民サービス課
☎（５２４６）１１６１

必要書類

助成を行っています
▽対象 区内の建物に設置する方
▽助成額 出力１キロワットあた

※1事業者につき1年に1回のみの申込みとなります。なお、不実行の
場合は、この限りではありません。「年末特別資金」に代わる制度
です。
▷問合せ 産業振興課融資担当（小島2−9−18 台東区中小企業振
興センター内）☎（5829）4128

20

お問合せください。
▽期限までに使い切れないごみ処

理券の取り扱い
月末までに使
い切れなかった旧ごみ処理券は、
新しいごみ処理券との差額を負
担いただき、交換します。
※ごみ処理券取扱所での交換はで
きません。
▽交換時間 午前８時 分～午後
５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事
務所（日曜日・年末年始を除く）
☎（３８７６）５７７１
清掃リサイクル課（区役所６階

省エネ支援制度のお知ら
せ

●ソーラー診断をご利用ください
診断士が自宅や事業所等を訪問

し、無料で太陽光発電システムの
設置に関する診断を行います。「設
置に適しているか」
「どのぐらい
発電するのか」
「どのぐらいの期
間で設置費用を回収できるのか」
等をシミュレーションし、最適な
設置プランを提案します。

●太陽光発電システム導入費用の

50

融資金額
資金使途
貸付期間
貸付金利

⑥番）☎（５２４６）１０１８

30

粗大ごみ処理手数料が
月１日受付分から変更に
なりました

49円

証（原本）
、本人（届出人）確
認できる物（運転免許証等）
、
対象者と届出人の個人番号（マ
イナンバー）
が確認できる物
（通
知カード等）
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課資格係（区役所２階⑫番）
☎（５２４６）１２５２

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

９月 日までに申込を完了した
分は、旧料金が適用されます。
※現在販売している粗大ごみ処理
券の額面金額等に変更はありま
せん。
▽粗大ごみ処理手数料

☎（５２９６）７０００（月～
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

32円

す。①「リデュース（減らす）
」
買い物にはマイバッグを持参して
レジ袋を断り、ご飯は残さず食べ
る ②「リユース（再使用）
」シ
ャンプー等は詰め替え用の製品を
使い、不要になったものは必要と
している人に譲る ③「リサイク
ル（再生利用）
」ティッシュの空
き箱やはがき等の雑がみは資源の
日に出し、再生品を利用する
①～③を推進し、毎日の生活の
中でごみを減らしましょう。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８

3,420円
（水色）

月１日から事業系有料
ごみ処理券の料金が変わ
りました

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

花の心フラワーサポータ
ー募集

14円

※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

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）

10

10
区道の花壇等をボランティアで
維持管理していただける個人およ

▽粗大ごみの申込み
・粗大ごみ受付センター

7円

信用保証

10

対象

次の全てに該当する法人または個人事業者
・法人は台東区内に営業の本拠かつ本店登記を、個人は台
東区内に主たる売上のある事業所を有し、同一事業を同
一場所で1年以上営み、今後も区内で営業を続ける
・申込みする日までに納付すべき法人税（所得税）
、事業
税および住民税を完納している
・東京信用保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業
者であり、許認可を必要とする業種については許認可を
受けている
・中小企業信用保険法に定める中小企業者
・個人は収入金額の過半数を当該事業から得ている（給与
所得者の副業と認められるものは対象外）
500万円以内
運転資金
1年以内（うち据置期間は3か月以内）
1.5％以内（区補助1.2％以内、本人負担0.3％）
原則として、東京信用保証協会の信用保証が必要。信用
保証料は、区が全額補助。
前回あっ旋日から5年経過した場合、初回申込と同様の書
類が必要（証明書は発行日から3か月以内のもの）
・融資あっ旋申込書
・法人は法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書等控
一式、個人は確定申告書・青色申告決算書等控一式（申
告書控には税務署受付印または電子申告受信通知が必要）
・法人は法人税（その1）または法人事業税の納税証明書、個
人は所得税（その1）または個人事業税の納税証明書
・営業地の不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃貸）等
※無償貸借の場合は要問合せ
・許認可証・届出書・登録証
・実印（法人は法人実印）
・初回（5年経過）申込・変更のある方は商業登記簿謄本、
印鑑証明書、不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃
貸）
、許認可証、情報提供に関する同意書等
760円
10リットル券
690円
（1セット10枚）
（オレンジ色） （黄色）

国民 健 康 保 険（国 保 ）加
入 者で他の健 康 保 険へ加
入 した 場 合 は届 出 を お 忘
れなく
国保加入者が新しく職場の健康
保険に加入した時や、その被扶養
者になった時は、 日以内に区役
所２階⑫番国民健康保険課、区民
事務所・同分室 地(区センターを
除く）で、国保をやめる手続きを

25

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、照明
300円 400円
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（ベッドマットは別料金）、
1,000円 1,200円
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（ベッドマットは別料金）
1,800円 2,000円
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
旧料金 新料金

保険・年金

33 11
34 12

会 社 都 合 等 によ り 離 職 し
た 方 は国 民 健 康 保 険 料 が
軽 減 さ れ るこ と が あ り ま
す
リストラなどで職を失い、離職
時点で 歳未満の方は、申請によ
り国民健康保険料が軽減されるこ
とがあります。
▽対象 雇用保険受給資格者証の
離職理由コードが 、 、 、
、 、 、 、 、 に該当
する方
※特例受給資格者「特」
・高年齢
受給資格者「高」は除く
32

▽軽減の内容 前年の給与所得を してください。
び団体を募集します。詳しくは、
分の として保険料を計算
▽必要な物 保険証が変更となる 左記へお問合せください。
▽軽減期間 離職日の翌日の属す
方全員分の①～④の物 ①国民 ▽問合せ 環境課
る月から、その月の属する年度
☎（５２４６）１２９２
健康保険証 ②職場の健康保険
の翌年度末
証 ③本人確認できる物（運転
花のプランターの設置費
※就職後すぐに離職し、雇用保険
免許証等） ④マイナンバーが
用を助成します
の受給資格が発生しない方につ
確認できる物（通知カード等）
いて、前回の離職が軽減対象の
※郵送での手続きを希望する方は、 ▽助成対象 自らの敷地内で、道
離職理由コードに該当し、前回
路に面した場所に設置するプラ
電話で下記問合せ先へ
の雇用保険の残日数分を受給す ・保険証利用にご注意ください
ンター、花苗等購入経費
る方についても、軽減の対象と
▽条件 新たに設置するプランタ
なる場合があります。詳しくは、
ー等の面積が０・ 平方メート
下記へお問合せください。
ル（ 新聞紙１面程度 ）以上に
なること
職場の健康保険は保険証に記載
の「資格取得年月日」または「扶
養認定年月日」から有効です。

差額料金
※1枚あたり
新料金
（色）

31

11

誤って区の国民健康保険証を使

ごみ処理券の料金

65

23

30

「台東区中小企業短期運転資金」
融資あっせんをご利用ください（通年）
旧料金
（色）

22

100

▽必要な物 雇用保険受給資格者

平成29（2017）年 10月5日

10

券種

14

▲記念用届書 （2枚目） 図柄

21

第 1190 号 （4）
広報

広報

健康

月８日㈬
▽日時
午後２時～３時 分
▽場所 台東保健所６階中会議室

30

11

30

▽対象 区内在住のおおむね 歳
以上で、元気になりたい方、ま

たは地域で元気になれる場づく
りに関心のある方
▽申込締切日 各開催日の前日

（土・日曜日・祝日を除く）
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課

▽対象 区内在住か在勤・在学で、
ぜん息・アトピー性皮膚炎・食
物アレルギーなどで、お困りの
方
人（先着順）
▽定員
▽講師 宮川政昭氏
（川間春日町整形外科小児科ク
リニック医師）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
☎（３８４７）９４９２

問合せ

笑って元気教室「漫才と
体操」

▽日時
月８日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）
▽定員
▽出演 いち・もく・さん、おち
もり
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

8日
午後1時～1時45分
14日（個別）午前9時～10時30分
15日（個別）午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制）
30日 (集団) 午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
10日午後1時～2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
7･ 29日午後1時30分～2時 2･16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） 30分☎ (3847) 9449
1日午前10時～11時30分
こころの健康相談
8日午前10時30分～正午
15日午後1時30分～3時
区内在住・在勤の方
20日午後1時15分～2時45分
30日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに)
☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
27日午前9時30分～11時30 13日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） 分☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
8･22日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
6 ･ 24日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、14日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区の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」をご覧になるか右記へ 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

30

☎（５２４６）１２９５

日

▷受付日時 月～金曜日午前
9時～午後5時（土・日曜日・
祝日・年末年始を除く）
※月・水・金曜日は専門の相
談員（看護師）が対応し
ます。
▷相談内容 区内の診療所、
歯科診療所、薬局などの
医療機関に係る相談
※相談は1人30分以内
※病院についての相談等は、
東京都の患者の声相談窓口
☎（5320）4435へ

30

17 ･ 22日
午後1時15分～2時
1･ 15日
午後1時～2時15分

11

知 っ て 得 す る！ 在 宅 ケ ア
教室

月

14･30日午後１時15分～１時
45分☎（3847) 9447
9日午後1時15分～2時
☎ (3847) 9447
29日午前9時～10時
☎ (3847) 9449
21日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
28日（個別）
午前9時30分～10時30分
☎ (3847) 9497

18

相談専用電話番号
☎（3847）9415

24

浅草保健相談センター☎（3844）8171

▽日時
月 日㈬
午後３時～４時

日

について、専門医が分かりやすく
説明します。
月 日㈮
▽日時
午後２時
▽場所 台東保健所６階中会議室

月

台東保健所

▽場所 台東病院２階会議室
▽講師 樋口直美・新井裕貴
（台東区在宅療養支援窓口相談
員）
▽テーマ 高齢者を支える医療サ
ービス
▽問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

月 日

事業名
3・4か月児健康診査
（平成29年7月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年4月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成26年10月生）

10

40

65

台東区患者の声相談窓口をご利用ください

11

11月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

ア レ ル ギ ー 講 演 会「 ア レ
ルギーと上手く付き合う
ために」

日

治療や薬・日常生活の工夫など

月

40

13

▽対象 区内在住か在勤で、気管
支ぜん息の方、呼吸器系に不安
年 に １ 度 の「 総 合 健 康 診
のある方
査」を受けましょ う
人（先着順）
▽定員
歳以上（ 年３月末時点）で、 ▽講師 福田義子氏（日本音楽療
１～３月生まれの国民健康保険お

月 日

30

30

第 1190 号

法学会認定音楽療法士）
月２日㈭
▽申込締切日
▽申込み・問合せ 台東保健所保

日

11

11

健予防課
☎（３８４７）９４９２

月

28

21

区民向け説明会

月 日

医療
情報

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）

いつまでもイキイキと元気でい
るための通いの場について、その
魅力や立ち上げ方を紹介します。
▽日程 ① 月６日㈪ ② 日㈪
③ 日㈫
▽時間 午後２時 分～４時（２
時受付開始）
▽場所 ①台東区民会館 ②馬道
区民館 ③浅草橋区民館

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
当番医・薬局
所在地
電話番号
10 内科 浅草二天門クリニック 浅草2－34－7 グレイプス浅草2階（5830）0121
上野2－11－10 小島ビル4階（3832）0076
8 内科 上野医院
（3874）6433
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6
（5806）3077
10 内科 金井クリニック
下谷2－4－2
（3875）2761
歯科 中島歯科医院
浅草1－13－1
（3841）1446
9
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
（3841）5816
薬局 西村薬局
下谷2－3－5
（3873）4735
内科 吉岡整形外科クリニック 浅草橋1－10－6 富田ビル1階（5822）5563
10 内科 桜木内科クリニック 上野桜木1－10－11 （3827）8401
地下1階
15 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 コーセイ浅草橋薬局 浅草橋1－25－10
（3865）5322
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
内科 加藤メディカルクリニック 浅草7－3－8
（5824）9090
10 内科 かとう医院
根岸3－12－14
（5603）7161
浅草1－22－11
富士屋ビル2階（3841）8410
歯科
藤関歯科医院
22
浅草7－6－4 矢澤ビル1階（6802）3673
薬局 アトム調剤薬局
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
（3872）5349
内科 あさくさ雷門前クリニック 雷門2－11－8 冨山ビル1階（5827）2700
10
内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44
（3821）3915
29 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 朝日調剤薬局
雷門2－3－3
（5806）4707
内科 浅草第一診療所
浅草4－33－7
（3872）8617
11 内科 武内クリニック
根岸5－16－8
（3873）1202
歯科
深井歯科医院
浅草1－30－7
橋本ビル2階（3844）1831
3
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－33－7
（5603）5002
薬局 平和堂薬局
根岸5－22－11
（3874）4750
内科 蔵前かとう内科クリニック 蔵前3－4－9 蔵ビル3階（5809）2416
11
上野2－11－10 小島ビル4階（3832）0076
内科 上野医院
5 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 薬局日本メディカル 蔵前3－4－9
（5829）8941

月日

12

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（４～８月生まれの方

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日分の
あたって 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。

には５月末、９～ 月生まれの方
には７月末に送付しました）
。

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

※会社等で健保組合や協会けんぽ
「通いの場でみんなが元
等に加入している方や、その被
気になるワケ～みんなで
扶養者は、加入している医療保
！ 元 気 に！ 通 い の 場 づ く
険者が特定健康診査を行います。
り！～
勤務先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

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

大人のための音楽療法教
室

10・11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）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・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/

歌ったり、特殊な笛を吹いたり
して楽しみながら、腹式呼吸を学
び、呼吸器機能を高めます。

（5） 平成29（2017）年 10月5日

台東保健所生活衛生課医
務薬事衛生担当
☎（3847）9416

区では、患者と医療機関との信頼関係の構築をお
手伝いするため、
患者の声相談窓口を開設しています。
医療に関する相談や、区内の診療所・歯科診療所
等に関する相談に対し、中立的な立場から助言を行
います。

こんなときにご相談ください
・医療のことでどこに相談したらよいか分からない
・医師や看護師など、医療機関従事者の対応が気
になる
・治療についての説明がよく分からなかった
・自宅に近い医療機関を知りたい
※相談内容によっては、適切な担当部署をご案内
します。

相談前の注意事項
・医療機関とのトラブルは、まずは当事者間での
話合いが原則です。
・医療行為における過失や因果関係の有無、責任
の所在の判断・決定はできません。
・医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
・医療機関の良し悪しの判断や評価はできません。

11月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集
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4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4回）
20人
午後3時～4時
毎週火曜日（全4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
木曜日
（23日を除く・全4回）
20人
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
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（3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4回）
10人
午後2時～3時
毎週火曜日（全4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
木曜日
（23日を除く・全4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（3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 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①11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、10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

【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。

広報

ご存じですか？
月は乳がん予防月間です

10

を強化 しましょう

白血病等の血液難病の根治療法と
して、骨髄移植および末梢血幹細
胞移植があります。これらの移植
を成功させるには、患者と骨髄等
提供者の白血球の型が一致しなけ
ればなりませんが、その確率は数
百人から数万人に１人です。１人
でも多くの方に骨髄バンクへのご
登録をお願いします。登録方法等、
詳しくは下記へお問合せください。
問合せ （公財）日本骨髄バンク
☎（5280）8111
・区では、ドナーとドナーが従事
する事業所等へ助成金を交付して
います
申請方法等、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。
問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（3847）9401

11

最近 年間、乳がんのり患率
は年々増加しており、現在、日

想定外のごみが搬入されると、焼却炉を
傷めたり、機器の動作不良を引き起こし、
焼却炉の停止を招きます。焼却炉が予定
外の停止をすると、ごみの収集が遅れる
など、23区のごみ処理に大きな影響を
与え、再稼働にも多くの時間と費用がか
かります。ごみ出しのルールを守り、清
掃工場の安全で安定した運営にご協力を
お願いします。※金属製品やガラス製品
・水銀を使用している血圧計や体温計は
燃やさないごみです。※30センチメート
ルを超えるごみは、品目によって排出方
法が異なります。詳しくは下記へ
問合せ 清掃工場のごみの受入基準につい
ては東京二十三区清掃一部事務組合
☎（6238）0732
ごみの分け方、出し方については台東清
掃事務所☎（3876）5771
台東区清掃リサイクル課
☎（5246）1018

冬場～春先は、ノロウイルスが
流行しやすい時期です。感染する

10月は「骨髄バンク推進月間」
です

90

本人女性の約 人に１人が乳が
んにかかるといわれています。

10月は不適正搬入防止強化月間で
す～正しいごみの排出にご協力を～

ょう。
▽おう吐物の処理方法
①換気のために
必ず窓を開け、

いる

手洗いを行い、ノロウイルスを
手から洗い落とす。 ②できる
だけ調理はしない。食品を扱う
ときはよく手を洗う。 ③お風

□ 乳頭が以前より引っ込んで

と、胃腸炎を引き起こしたり、食
べ物についた場合は食中毒となる
こともあります。流行する前に、

□ 乳頭がただれている

30

乳がんは早期に発見し、治療
をすれば、治癒率 ％の「治る
がん」です。

□ 皮膚が厚く毛穴が目立つ

☆月経が始まって５～７
日目

手袋・マスク・
エプロンを着

□ 赤く腫れている

自己検診のタイミング

呂は最後に入るかシャワーだけ
にする。

□ 乳頭をつまんで分泌物がな

10

がんが表面に近い部分にでき
ることが多いため、自分で見て
触って見つけることができます

□ ひきつれ、くぼみ

いか

●ノロウイルスに効果的な消毒液
の作り方
ノロウイルスには、アルコール

□ 前と違うところがないか

問合せ

の方が自己検診でがんを

□ 左右違う

31

相談センター、環境ふれあい
館ひまわり
●乳がん予防キャンペーン

チェックポイント

□ しこりや硬いところがないか

10

▽日時
月 日㈪
午後４時～５時
▽場所 上野駅構内グランドコ
ンコース・ガレリア

チェックポイント

両腕を腰に当てて

56
%

40

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

腕を高く上げて

（

乳房を見てみましょう

10分間覆う

発見）
。月に１度の定期的な自
己検診をして、日ごろの乳房の
状態を把握しておき、変わった
ことがあれば必ず受診しましょ
う。
歳からは、乳がん検診マン
モグラフィを受けることが大切
です。
●乳がんに関する展示を行いま
す
月 日㈫まで
▽期間
▽場所 区役所、生涯学習セン
ター、台東保健所、浅草保健

〜20歳を過ぎたら自己検診を〜
①指をそろえ、
10円 玉 大 の
「の」 の字を
書くように
②わきの下のほ
うまで手を伸
ばす

予防方法を身に付けましょう。
●特徴
ノロウイルスは感染力が非常に
強いウイルスです。わずかな量で

10分間覆う

乳がんの早期発見のために

乳房を触ってみましょう

ぶせ、おう吐

10

用しましょう。
②おう吐物の外
側からペーパ
ータオルをか

薄める
薄める

所を 分間覆
い、その後水
拭きしましょ
う。
④ビニール袋に
おう吐物・拭
き取ったペー
パータオル・
手袋・マスク
・エプロン等を入れ、口をしっ
かり縛って捨てましょう。
⑤手指の各部分（手のひら・手の

甲・指先・爪・指の間・親指・
手首）についている汚れをこす
り落とすような感覚で丁寧に洗

いましょう。２回洗いが効果的
です。最後に、消毒用アルコー
ルで消毒しましょう。

台 東 保 健 所 生 活 衛 生課 食 品
衛生担当
☎（３８４７）９４６６
台 東 保 健 所 保 健予 防 課 感 染
症対策担当
☎（３８４７）９４７６

10分間覆う

も感染性胃腸炎を引き起こします。 が効きにくい場合があるので、次
また、感染した人のおう吐物・ふ 亜塩素酸ナトリウム（台所用漂白

拭いた後は、必ず水拭きしまし

薄める
薄める

物と同量以上
ん便にはノロウイルスが１グラム 剤など）を使用しましょう。
市販の次亜塩素酸ナトリウム原
のおう吐物用
あたり数億個いるといわれていま
液の濃度は、おおむね５～６％で
の消毒液をか
す。
す。必ず表示を確認し、定められ
けます。外側から内側に向けて
●症状
主な症状は、おう吐、下痢、腹 た方法で薄めて使用してください。 拭き取り、ビニール袋に入れま
しょう。
痛、発熱です。感染してから１～ ▽原液６％濃度の場合の消毒液の
③おう吐物用の消毒液を含ませた
２日後に発症します。症状がなく 簡単な作り方
ペーパータオルで、おう吐物を
なっても１週間～１か月間は、ウ ・普段用の消毒液
取り除いた場
イルスがふん便に含まれる場合が
あるので、注意が必要です。
●予防方法
▽日常の感染予防 調理や食事の
前、おむつ交換の後、トイレの
後にはよく手を洗いましょう。
石けんで２回洗うと効果的です。
しっかりと手を洗い、ノロウイ
ルスを手から洗い落とすことが
・おう吐物等の消毒用
大切です。
▽食品からの感染予防 カキなど
の二枚貝を生で食べることは控

えましょう。ノロウイルスは加

90

熱することで死滅します。火を
通せる食品は中心までしっかり

加熱しましょう（目安は中心温
。加熱で
度が ℃で 秒以上）
きない野菜や果物は、十分に洗

レに入った後は、石けんで２回

浄してから食べましょう。また、
調理器具やシンクは洗浄・消毒 ●掃除・処理方法
を徹底しましょう。
▽普段の掃除方法 普段用の消毒
▽感染の拡大防止 下痢や風邪に
液を含ませた雑巾やティッシュ
似た症状のあるときは、次のこ
などでトイレの便座・ドアノブ
とに注意しましょう。 ①トイ
などの汚れやすい所を拭きます。
問合せ

90

第 1190 号 （6）

冬～春 はノ
、 ロウイルス対策
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愛犬のための講習会
●第4回ペットコミュニティエリア適
正利用講習会 日時 11月23日㈷午後1
時30分～4時 対象 次の全てを満たす
こと①飼い主が区内在住で、台東区
で登録をしている小・中型犬（背中～
地面まで約40センチメートル以内）
②今年度の狂犬病予防注射および1年
以内に混合ワクチンを接種している
③犬の健康状態に問題がなく（内・
外部寄生虫・伝染性疾病等にかかっ
ていない）
、他の人や犬に対して過剰
に吠えたり、威嚇したり、咬傷事故を
起こしたことがない ④エリアを利用
する家族全員で参加できる 定員 15
頭分（先着順） 内容 エリア内でのマ
ナーや知識の講習、愛犬と一緒にエリ
アの模擬練習（講習中は施設内で愛
犬をお預かりします） 受講上の注意 ①
中学生以下は保護者同伴 ②3歳以下
の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭
につき1人以上の犬を制御できる飼い

主が参加（1人で複数頭連れてくるこ
とはできません） 申込方法 区ホーム
ページから申し込むか、電話で下記問
合せ先へ（電子申請可） 申込期間 10
月10日㈫～11月13日㈪
●犬のしつけ方教室～褒めるしつけ
で楽しいドッグライフ♪～ 日時 11月
5～26日の日曜日（全4回）初回は午
後1時～3時30分、2回目以降は午前9
時30分～午後2時30分のうち1時間
対象 台東区で登録済の狂犬病予防注
射・混合ワクチンを接種している健康
な犬を飼っていて、全日程参加できる
方（2回目から犬を連れての参加）
定員 30頭分（先着順） 講師 家庭犬訓
練士 費用 2,000円（4回分）
申込方法 電話で下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3
−1−10） 問合せ 台東保健所生活衛
生課☎（3847）9437

【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
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講 座・相 談 会 など
暴力のない社会のために
「今、私たちにできること」
女性に対する暴力の現状や、適切な対応に

第 1190 号
定員 30人
（先着順） 講師 徳田太郎氏
（NPO

やさまざまな支援方法を学びます。子供を

法人日本ファシリテーション協会フェロー）

持つ親が安心して子育てができるよう、支

先へ（区ホームページから申込可）

申込方法 希望日時・団体名・参加者全員の

援する一員になってみませんか。

問合せ 産業振興課☎（5246）1152

氏名・電話番号を電話かファックスまたは

FAX （5246）1139

メールで下記問合せ先へ

経験談ほか

申込方法 住所・氏名・年齢・

電話番号を電話かファックスで下記問合せ

シニア生涯ワーキングセミナー

ついて学びます。 日時 11月13日㈪午後

日時 11月10日㈮午後1時～4時

3時～5時

ローワーク上野（東上野4－1－2）

場所 生涯学習センター407研

場所 ハ

申込締切日 11月6日㈪
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

日程

テーマ

10月24日 今どきの子育て家族を取り巻く
㈫
環境

FAX （3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

10月31日 新しいつながり合いのカタチ
㈫
（Ⅰ）体験！「聴く」こととは
11月7日 新しいつながり合いのカタチ
㈫
（Ⅱ）ファシリテーションを体験
11月14日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－理論編－

修室 定員 90人（先着順） 講師 大谷恭子

対象 受講日時点で55歳以上の方※雇用保

氏（若草プロジェクト代表理事・弁護士）

険受給中の方には利用確認書を発行しま

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

す。 定員 30人（先着順） 内容 ①ライフ

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢

プランとマネープランニング演習 ②再就

日時 10月17日㈫、11月21日㈫午後1時～

・性別を電話か直接下記問合せ先へ

職の考え方・進め方

申込開始日 10月10

4時（受付は3時まで） 場所 区役所5階

11月28日 台東区だからこそ！やってみた
㈫
い支援のカタチを考える

申込み 申込専用ダイヤル（ヒュー

501会議室 対象 区内に空き家等を所有し

時間 午前10時～正午※午後は関連テーマ

のワークショップを行います。 場所 生涯
学習センター 対象 区内在住か在勤で、家

申込開始日 10月10日㈫

日㈫

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

11月21日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－実習編－

託児の申込締切日 11月4日㈯

マンアカデミー㈱）☎（6894）3314

ている方 定員 各3組（1組60分程度・先

問合せ 男女平等推進プラザ

問合せ 東京しごとセンターシニアコーナ

着順・予約優先）※予約に空きがあれば当

☎（5246）5816

ー☎（5211）2335

日受付可 相談員 宅地建物取引士・建築士

庭教育に関心がある・さまざまなスキルを

台東区産業振興課☎（5246）1152

ほか

子育て支援に役立てたい・子育て支援を実

日本語で伝わる！外国人とのコ
ミュニケーションのための日本
語講座（入門編）
外国人との接し方や、話題の選び方につい
て、会話を中心に学びます。※8月に実施
したものと同内容

日時 11月7日～12月

「認知症サポーターフォローアッ
プ講座」
「認知症高齢者声かけ
訓練」
日時（全2回）①11月7日㈫午後1時30分～

3時30分 ②22日㈬午後1時30分～4時

申込み・問合せ 住宅課

践中の方 定員 15人※託児あり（先着順）

☎（5246）1468

講師 NPO法人子ども家庭リソースセンタ

自転車安全利用講習会

ー

電話番号、託児希望の方は子供の氏名・月

時 ③10日㈰午前10時30分 ④10日㈰

齢・性別を電話かメールで下記問合せ先へ

午後1時 ⑤17日㈰午前10時30分 ⑥17
日㈰午後1時 場所 区役所10階会議室

場所 ①区役所10階会議室

時30分 場所 生涯学習センター407会議

育館ホール、佐竹商店街 対象 区内在住か

室 対象 区内在住か在勤・在学の方

在勤・在学で、認知症サポーター養成講座

定員 30人（先着順） 費用 2,000円（5回
分） 申込方法 区ホームページから申込む

を受講済みの方 定員 30人程度（先着順）

復はがきに希望日（①～⑥）
・住所・氏名・

内容 ①認知症高齢者への具体的な接し方

生年月日・電話番号を書いて下記問合せ先

か、電話で下記問合せ先へ

を学びます ②実際に外へ出て、迷ってい

へ（電子申請可）※往復はがきでないもの、

る認知症高齢者への声かけ模擬訓練を実施

複数日程の申込み無効※受講者は来年度自

講師 下垣光氏（日本社会事業大学社会福祉

転車置場の申込みを優先受付

問合せ 区民

課協働・多文化共生係☎（5246）1126

養育家庭体験発表会＆要保護児
童支援ネットワーク講演会
「しつけってどういうこと？
～たたかない子育て～」

申込締切日 10月19日㈭
問合せ 生涯学習課社会教育担当

☎（5246）5821
Eメール shakaikyouiku@taitocity.net

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」
日時 11月17日㈮午前10時～午後3時45分

申込締切日 10月31日㈫（必着）

場所 特別養護老人ホーム浅草

電話番号を電話かファックスまたはメール

問合せ 〒110−8615

ティアや介護の仕事に関心のある方

で下記問合せ先へ

策課☎（5246）1288

問合せ 介護予防・地

域支援課地域支援担当☎（5246）1225

養育家庭として子供を育てた経験を持つ方

FAX （5246）1179

en.dos@city.taito.tokyo.jp

～4時30分 場所 区役所10階会議室

対象 区内在住の15歳以上の方（中学生を
除く） 定員 各50人（抽選） 申込方法 往

（メールは受信後、担当から返信します）

学部福祉援助学科教授） 申込方法 氏名・

が、育児の体験を語る発表会と講演会を行
います。 日時 10月26日㈭午後1時30分

ふりがな

②7日㈭午後7

日時 ①12月4日㈪午後7時

5日の火曜日（全5回）午前9時30分～11

②小島社会教

ふりがな

申込方法 住所・氏名・年齢・性別・

Eメール chiikishi

NPOのための個別相談

台東区役所交通対

対象 ボラン

定員 10人（先着順） 内容 高齢者介護に関

区立保育園・こども園「合同子
育てひろば」～のんびりのびの
び子育てタイム～
日時 11月7日㈫午前10時15分～午後3時

設の食事体験
※動きやすい服装で参加
申込締切日 11月16日㈭
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

定員 100人（先着順）※託児あり（区内在

日程（内容）11月8日㈬（会計・税務）
、

住の1歳以上の未就学児・10人・先着順）

11月14日㈫（労務）
、11月15日㈬（法律）

対象 乳幼児とその保護者

講師 高祖常子氏（認定子育てアドバイザー

時間 午前10時～正午

絵本、保育士による歌・手遊び、育児・栄

・NPO法人児童虐待防止全国ネットワー

る非営利団体 定員 各2組（先着順）

養・健康・保育園に関する相談

ク理事） 申込方法 氏名・電話番号、託児

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

問合せ 千束保育園☎（3874）1713

高齢者施設で従事する職員を募集します。

希望の方は子供の氏名・年齢を電話か

名・電話番号を電話かファックスまたは

谷中保育園☎（3828）3223

日時 ①10月21日㈯午前10時～正午

ファックスまたはメールで下記問合せ先へ

メールで下記問合せ先へ

東上野保育園☎（3833）9810

月11日㈯午前10時～正午

対象 地域で活動す

申込締切日 各

問合せ 日本堤子ども家庭支援センター

開催日の1週間前

☎（5824）2571

会福祉協議会☎（3847）7065

FAX （3873）2617

Eメール nihondutsumi-nikoniko@jcom.

home.ne.jp

場所・問合せ 台東区社

FAX （3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ムスリム・ウェルカム講習会「ム
スリム旅行者へのおもてなし」

地域福祉権利擁護サービス「生
活支援員」募集説明会

食に対する考え方や文化的な違いなど、ム

生活支援員は、福祉サービスの利用や、公

スリムへの理解を深め、できることから受

共料金の支払いなどを自分で行うのが困難

入対応を始めましょう。 日時 ①11月15

な方を支援する活動を行います。

日㈬午後2時～4時 ②30日㈭午後2時～4

日時 11月9日㈭午前10時30分～正午

時 ③30日㈭午後4時～6時

対象 福祉活動に対して情熱と理解のある方

民館

場所 谷中区

定員（抽選）①②各50人 ③20人

内容「地域福祉権利擁護サービスとは」
「生

申込方法 参加希望日・氏名・電話番号を電

活支援員の活動」※生活支援員希望者は面

話かファックスで下記問合せ先へ※詳しく

接（11月16日㈭午前10時）あり

は、区のホームページをご覧ください。

申込締切日 11月8日㈬

問合せ 観光課☎（5246）1447

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

FAX （5246）1515

会☎（5828）7507

50代からのわたしの働き方「女
性のための再就職応援セミナー」
日時 11月16日㈭午後1時30分～4時30分
場所 区役所10階会議室

ミッションの共有で組織を強く
する！「会議を円滑に進めるファ
シリテーション会議」

対象 おおむね45

NPOが団体運営を継続していく中で必要

～55歳の女性 定員 20人（先着順）※雇

な組織基盤の強化を図るための「ファシリ

用保険受給中の方は、受給資格者証を持参

テーション」を学びます。 日時 11月10

内容 就職に向けての自己分析、応募書類の

日㈮午後1時30分～4時 対象 区内に住所

作成方法、ゲストスピーカーによる再就職

地があるか区内で活動している非営利団体

場所 生涯学習センター301研修室

する基礎知識の講座・体験研修、高齢者施

内容 ままごと、

子育て応援プロジェクト「家庭
教育支援者養成講座（入門編）」
子育て中の方の身近な相談相手になれるよ
う、区が行っている子育て支援関連の情報

高齢者施設を見てみよう！
「施設めぐりん」
②11

場所 ①特別養

護老人ホーム谷中 ②特別養護老人ホーム
浅草 対象 高齢者施設で働くことに関心の
ある方

申込締切日 各開催日の2日前

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

オリンピック・パラリンピック生涯学習講座
オリンピック・パラリンピックに向けて、
大会の楽しみ方をはじめ、語学や異文
化理解の他、日本文化や台東区の歴史
等の講座を開催し、来街者へのおもてな
しの力を高める講座を開催しています。
大会開催国の一員として、あなたも活躍
してみませんか。

対象 区内在住か在勤・在学で16歳以上の
方 申込方法 往復はがき（1枚1講座）に
ふりがな
講座名・住所・氏名・年齢・性別・電話番
号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
所在地・電話番号を書いて各会場へ
申込締切日 10月25日㈬（必着）
問合せ 各会場へ

●台東区の歴史と地域特性 屋外散歩や外国籍の方との交流パーティーを通じて観光地と
いう特性を理解し、
そこに住む良さや訪問者を迎えるおもてなしの心について考えましょう。
講座名
曜日 回数
日時
場所
定員 教材費
観光のまち“台東”
を知る～ にぎ わ い
金
のまちの、昔・今・
これから～

5

11月17日、12月1・8・ 千束社会教育館
〒111－0032
15日午後2時～4時、
30人 200円
台東区浅草4-24-13
12月17日㈰
☎（3874）5450
午後1時～3時30分

●おもてなしコミュニケーション 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催をきっ
かけに、
「人と共に生きること」を改めて考えましょう。
講座名
曜日 回数
日時
場所
定員 教材費
い ま

現代考えたい“とも
に生きる”コミュニ 日
ケーション

4

10月29日～11月19日
午前10時～正午

根岸社会教育館
〒110－0003
30人 無料
台東区根岸5－18－13
☎（3876）2103

【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。
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第 1190 号
月22日㈮・23日㈷・24日㈰、30年1月5

分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

申込締切日 11月10日㈮（必着）※「子供

日㈮・6日㈯ 場所 たなか舞台芸術スタジ

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

釣り教室」
「川の水を調べてみよう」も同

オ

番号を書いて下記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」 日時 11

時開催（要申込） 問合せ 〒110－8615

学生）20人、大人チーム（高校生以上）
10人※区内在住の方優先 講師 司田由幸

月15日㈬・27日㈪午前10時～11時、11

FAX （5246）1159

氏、棚川寛子氏 費用 500円（材料費）

時～正午 定員 各5人（抽選）

対象 小

申込方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

学生以上の方（小学3年生以下は保護者同

号、在学の方は学校名をはがきかファック

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

●フリーマーケット出店者募集

伴） 定員 20人（先着順） 講師 熊谷寿美

スで下記問合せ先へ 申込締切日 11月10
日㈮（必着） 問合せ 〒110－8615 台

相談内容を書いて下記問合せ先へ

11月5日㈰ ②12日㈰

スタオル1枚、ペットボトルキャップ1個

東区役所文化振興課

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

☎（5246）1328

催 し も の など
地域のチカラ講座「簡単！楽し
い！タオルで干支（イヌ）作り」
日時 11月23日㈷午前10時～正午

子氏

持ち物 ハンドタオルまたはフェイ

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢
・性別を電話か直接下記問合せ先へ
申込開始日 10月10日㈫

定員（抽選）子供チーム（小学3年～中

ふりがな

FAX （5246）1515

第37回「台東第九公演」下町
で第九のチケットを販売します

託児の申込締切日 11月16日㈭

公演日時 12月17日㈰午後2時30分開場、

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

3時開演

学習センター4階）☎（5246）5816

区発足70周年記念事業
国立西洋美術館 世界文化遺産
登録1周年記念パネル展

公演場所 東京藝術大学奏楽堂

（上野公園12−8） 曲目 ベートーベン交響
曲第9番二短調作品125「合唱付」 出演 迫

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
※募集数に達しない場合、10月23日㈪以
降に電話で受付

申込締切日 10月20日㈮

（必着） 場所・問合せ 〒111－0056 台
東区小島1－5－5 台東区シルバー人材セ

台東区役所環境課☎（5246）1283

リサイクル
日程 ①

時間 午前10時～
午後3時 場所 花川戸公園※車での来場不

可、天候により中止の場合あり
出店数（予定）①30店 ②20店
出店料 各2,000円

申込み・問合せ ①フ

リーマーケット推進ネットワーク（土・日曜
日・祝日を除く、午前9時～午後6時）
☎048（268）8711 ②タイムマシーンカ

ンター☎（3864）3338

フラワーアレンジメント教室
「クリスマスアレンジメント」

ンパニー（土・日曜日・祝日を除く、午前
10時～午後6時）☎050（3616）3300
問合せ 台東区清掃リサイクル課

昭嘉（指揮）
、横山和美・野間愛・紀野洋孝・

日時 11月22日㈬午前10時～正午

陳金鑫（ソリスト）
、藝大フィルハーモニア

内在住の身体障害者手帳か愛の手帳（4度

●子ども用品限定ひまわりフリーマーケッ

対象 区

☎（5246）1291

管弦楽団（管弦楽）
、台東区民合唱団（合唱）

程度）をお持ちの方 定員 10人（先着順）

ト出店者募集 日時 11月26日㈰午前10時

日時 10月21日㈯～11月5日㈰午前8時～

販売場所 区役所9階④番文化振興課、浅草

講師 中川氏（フローリスト モア）

～午後2時 場所 環境ふれあい館ひまわり

午後9時 場所 浅草文化観光センター7階

文化観光センター、東京芸術大学生協（上

費用 800円（材料費） 申込方法 教室名・

7階 出店数 23店（抽選）※区内在住の方

問合せ 都市交流課世界遺産担当

野美校店）
（上野公園12−8 大学美術館

氏名・電話番号を電話かファックスで下記

優先

☎（5246）1193

地下1階） 販売開始日時 10月16日㈪午前

問合せ先へ

号・子供の年齢をメールで下記問合せ先へ

9時※東京芸術大学生協（上野美校店）は

センター（松が谷福祉会館内）

※電話での申込不可、営業関係の方の出店

午前10時から 入場料 2,500円

☎（3842）2672

不可

台東区芸術文化支援制度対象企
画
●「路上生活の身体から生まれるダンス、
ソケリッサ！東京路上パフォーマンスツ
アー」～路上にて生まれる景色と未来の

問合せ 文化振興課☎（5246）1153

「浅草芸者のお座敷おどり」を
観賞しませんか
ほうかん

場所・問合せ 障害者自立支援
FAX （3842）2674

店票を送付します。

い館ひまわりリサイクル活動室

に、参加者全員で作り上げるお祭りです。

☎（3866）8094

季節に合った曲目や幇間芸、お座敷遊び体

日時 11月3日㈷午前10時～午後3時※小

験（抽選）が楽しめます。

雨決行

場所 玉姫公園

の土曜日

場所 入谷南公園

内容 舞台イベ

時間 午後1時～1時30分、2時

ント（音楽演奏等）
、バザー（リサイクル

寺尾紗穂※雨天時は、ソケリッサ！ダンス

30分～3時 場所 浅草文化観光センター6

品・野菜の販売等）
、模擬店、場内イベン

のみの開催※詳しくは、区ホームページを

階多目的スペース 定員 各指定席85人、

ト（施設の自主製品の販売・クイズ・喫

ご覧になるか下記へ 問合せ （一社）アオ

立見15人

茶等）
、各団体の活動紹介

キカク 青木

草文化観光センター1階で整理券を配布

Eメール aokikaku@me.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

「ステージ・コミッション／した
まち演劇祭in台東」タイアップ
ワークショップ

申込方法 当日午前10時から浅

問合せ 浅草観光連盟☎️（3844）1221

台東区観光課☎（5246）1447

シルバー人材センターの催し

問合せ 障害福

祉課☎（5246）1058

第25回隅田川ハゼ釣りと水辺
観察

7日㈰に開催される「第8回したまち演劇

月2日㈭・6日㈪・9日㈭ ②11月7日㈫・

用意） 申込方法 参加者全員の住所・氏名

祭in台東」オープニングステージに出演し

10日㈮・14日㈫

・年齢・電話番号をはがきかファックスで

てみませんか。

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

●御徒町台東中「卓球＆バウンドテ
ニス初心者教室」 日時 11月6日㈪・
13日㈪午後7時～9時 場所 御徒町台
東中学校2階体育館 対象 区内在住か
在勤・在学の18歳以上の方 持ち物 運
動できる服装・室内履き・飲み物・
タオル※ラケットの貸出あり※更衣
室なし※保険は各自任意で加入
●大正小「ピラティス教室」 日時 11
月10日～12月22日の金曜日（12月
1日を除く・全6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 対象 区内在住か在勤・
在学の中学生以上の方 定員 30人（先
着順） 講師 芝江杏子氏 費用 1,500
円（6回分） 持ち物 運動できる服装・
室内履き・ヨガマットまたは厚手の
バスタオル・飲み物・タオル※子供
を連れての参加不可 申込方法 参加費
を添えて次の①か②へ ①10月13日
㈮午後7時15分～8時15分・大正小学
校地下体育館 ②10月16日㈪～11月
10日㈮午前9時～午後5時（土・日曜
日・祝日を除く）
・スポーツ振興課
◆以降、上記記事の共通項目◆
※学校行事により変更･中止になる場
合あり 問合せ スポーツ振興課
☎（5246）5853

第12回台東区民
ドッジボール大会
日時 11月23日㈷午前9時30分

定員 40チーム（予定・先着順）

費用 小学生の部は1チーム1,000円、
大人の部は1チーム3,000円（保
険 料 含 む ） 申込締切日 10月24日
㈫※申込方法等、詳しくは台東区
民スポーツ振興協議会ホームペー
ジをご覧になるか下記へ
場所・問合せ 台東リバーサイドスポ
ーツセンター☎（3872）3181

第12回台東区
チャレンジフィジカルテスト

日時 11月26日㈰午前9時15分～午

後1時 場所 台東リバーサイドスポ
ーツセンター体育館 対象 区内在
住か在勤・在学の20歳以上の方
※当日の健康状態チェック等の結
果により、参加できない種目あり
定員 100人（先着順） 内容 体力テ
スト、桜田敬子氏によるストレッ
チ講習会 持ち物 運動できる服装、
屋内用運動靴、飲み物、タオル
申込期間 10月16日㈪～11月17日㈮
申込み・問合せ スポーツ振興課（土
・日曜日・祝日を除く、午前9時
〜午後5時）☎（5246）5853

日時 11月18日㈯午前10時30分～午後0
時30分 対象 区内在住か在勤・在学 の18

歳以上の方（親子での参加可） 定員 30人
（先着順） 持ち物 水筒、タオル、筆記用具
申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

☎（3866）8098

行） 場所 桜橋周辺 対象 区内在住か在
勤・在学の方 持ち物 釣具（釣り餌は区で

スポーツひろば

環境学習入門講座「天然のお掃
除洗剤を使っておうちピカピカ
で良い年を迎えましょう！」

ファックスで下記問合せ先へ

●パソコン講座①「ワードで年賀状」 ②
「筆ぐるめで年賀状」 日程（全3回）①11

日程 11月26日㈰、12

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

日時 11月26日㈰午前9時～正午（小雨決

演劇ワークショップに参加して、30年1月

時間 午前10時～正午

問合せ 環境ふれあ

障害者団体・ボランティア団体等を中心

日時 10月22日㈰午後4時～6時15分ごろ
出演 新人Ｈソケリッサ！、

申込締切日時 10月23日㈪午後6時

※出店決定者にのみ、11月2日㈭までに出

2017みんなのひろば祭

行方～玉姫ライブ＆パフォーマンス！

日程 10・11月

申込方法 住所・氏名・年齢・電話番

ふりがな

右記問合せ先へ（電子申請可）

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
FAX （3866）8099

あわ野山荘「手打ちそば教室」
日程 ①11月25日㈯～26日㈰

②12月2日

小中学生のスポーツ初心者教室
●空手 日時 ①10月21日㈯・28日㈯、対象 区内在住か在学の小中学生
申込期間 10月5日㈭～24日㈫
11月4日㈯（全3回）午後6時～8時
場所 東京都人権プラザ分館（橋場1− 申込先 台東柔道会スポーツ少年団 佐
1−6） 対象 区内在住か在学の幼児～ 藤☎080（7795）4826
◆以降、上記記事の共通項目◆
小学生 定員 15人 申込期間 10月5日
㈭～20日㈮ 申込先 拳心会石浜クラ 申込方法 住所・氏名・年齢・生年月日・
ブスポーツ少年団 澁井
電話番号を電話で各申込先へ※運動で
☎080（5047）7709
きる服装で参加 費用 800円（3回分・
● 柔 道 日時 10月25日 ㈬、11月1日 保険料含む） 問合せ スポーツ振興課
㈬・8日㈬（全3回）午後6時30分～8 （土・日曜日・祝日を除く、午前9時～
時30分 場所 浅草中学校体育館
午後5時）☎（5246）5853

区民体育祭
対象 区内在住か在勤・在学の方※詳し （生涯学習センター5階、土・日曜日・
くは、大会要項（下記問合せ先で配布、祝日を除く午前9時～午後5時）
区 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド ☎（5246）5853
可 ） 申込み・問合せ ス ポ ー ツ 振 興 課

種目

日程

場所

申込期間
費用
10月10日㈫～17日㈫
台東リバーサイド
１チーム
午後5時（必着）
バレーボール 11月5日
スポーツセンター
3,000円
※台東区バレーボール連
（混合）
㈰
第1・2競技場
盟への申込み
10月16日㈪～11月2日㈭
1人5,000円
11月16日 筑波カントリーク 午後5時（必着）
ゴルフ
※台東区ゴルフ連盟への ※別途プレー費あり
㈭
ラブ
申込可
11月16日㈭
11月18日 アイビーボウル向 午後5時（必着）
1人2,000円
ボウリング
※アイビーボウル向島へ
㈯
島
の申込可

【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 10月5日
㈯～3日㈰※手打ちそば教室は各2日目に
開催。日帰り参加可（要申込、開催日の午
前9時30分までに現地集合、休憩料大人

第 1190 号 （8）
場所 根岸社会教育館ホール

台東区内の遺跡について

対象 幼児～

期間 10月26日㈭～31日㈫

小学生 定員 各60人（先着順）

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

100円・3歳～中学生は50円・そば代500

谷中周辺の遺跡調査等を紹介し、現地を巡
ります。 日時 11月11日㈯午後2時～4時

●中央図書館谷中分室こども映画会「ぼく

円が必要）
。 場所 台東区自然の村あわ野

集合場所 谷中区民館

は王さま」 日時 10月28日㈯午後3時～3

山荘（栃木県鹿沼市入粟野991） 対象 区

区内在住の方優先） 講師 小俣悟氏（台東

時45分（入場は2時30分～2時55分）

定員（抽選）山荘和室5

区文化財保護調査員） 申込方法 往復はが

場所 中央図書館谷中分室多目的室

日時 11月16日㈭午後1時30分開場、2時

組（1組2～4人）
、ログハウス3組（A棟8

き（1枚2人まで）に講座名・参加者全員の

対象 小学校以下の子供と保護者※大人の

開演

内在住か在勤の方

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

定員 20人（抽選・

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「作曲」
場所 生涯学習センターミレニアム

人、B棟7人、C棟6人） 費用 山荘和室1室

氏名・年齢・代表者の住所・電話番号を書

みの参加可 問合せ 中央図書館谷中分室

ホール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・

5,000円、ログハウスA棟8,000円、B棟

いて下記問合せ先へ

☎（3824）4041

院生ほか 入場券 500円※当日会場で午後

7,000円、C棟6,000円、賄料1人1,800円

日㈮（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯

●ぬいぐるみおとまり会 おはなし会の

1時30分から販売、未就学児の入場不可

（夕・朝食・そば代）※交通費は各自負担

学習センター生涯学習課☎（5246）5852

後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐるみ

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

が読書や図書館探検をする様子をアルバム

往復はがきに「作曲」
・希望人数（2人ま

にします。 日時 おはなし会・ぬいぐる

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

み預かりは11月4日㈯午後3時、ぬいぐる

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

申込方法 往復はがきに希望日程（①か②）

・参加者全員の氏名・年齢・性別・代表者
の住所・電話番号・日帰りか宿泊の希望、
宿泊の場合は希望宿泊施設（山荘和室、ロ

申込締切日 10月27

台東区映像アーカイブ上映会
Part.6～発足70周年記念DVD
を見ながら～

み・アルバムお渡しは11月5日㈰午後1時

申込締切日 10月23日㈪（必着）

8ミリ・16ミリフィルムに残された映像資

～5時 場所 生涯学習センター4階和室さ

問合せ 〒110－0004

申込締切日 10月26日㈭（必着）

料を使用して製作した、台東区発足70年

くら

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

問合せ 〒110−8615

記念DVDを鑑賞しながら区内の歴史を振

小学校低学年※未就学児は保護者同伴、初

り返ります。 日時 11月19日㈰午後2時

めて参加する方に限る、ぬいぐるみは1人

～4時 場所 生涯学習センター301研修室

1体 定員 10人（先着順） 申込方法 中央

定員 50人（先着順） 講師 小川信彦（生涯

図書館こどもとしょしつカウンターで申込

日時 11月20日㈪午後1時30分～3時

学習課長） 申込方法 氏名・電話番号を電

み

対象 区内在住の60歳以上の方

話かファックスで下記問合せ先へ

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

すみれ、丸一花仙、三遊亭けん玉、神田こ

●図書館ワークショップ「豆本をつくって

なぎ

☎（3833）6541

グハウスA～C）を書いて下記問合せ先へ
台東区役所学務課

☎（5246）1422

ボルツァーノ×上野「上野で感じ
るイタリアの風」～若手pianisti
の競演～
日時 10月17日㈫午前10時45分開場、11

申込締切日 11月10日㈮

問合せ 生涯学習

対象 図書館利用登録のある幼児～

課☎（5246）5852

みよう！」 日時 11月5日㈰午後2時～4時

野学園石橋メモリアルホール（東上野4－

FAX （5246）5814

対象 中学生以上の方

24－12） 出演 L.カロッチア・D.パオリッ
ロ（イタリア・ボルツァーノ・モンテヴェ
ルディ音楽院）
、橋本愛海・古賀小百合・
佐野晃大（上野学園大学） 曲目 ポロネー
ズ第6番「英雄」
（ショパン）ほか

☎（5826）7125

ほのぼの寄席

申込開始日時 10月14日㈯午前9時

時開演（午後0時30分終演予定） 場所 上

定員 15人（先着順）

出演 神田

場所・問合せ 老人福祉センター

産業研修センターから

申込開始日 10月22日㈰

区発足70周年記念事業「台東区
発足70周年記念 定点写真と台
東区の風景～名所の記憶をさぐ
る～」

台東区下谷1－2

●ファッション・マーケティング講座「20

場所・申込み・問合せ 中央図書館谷中分室

18年春夏ニューヨークコレクション報告

☎（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム

日時 11月9

とニューヨーク・ヨーロッパのグッズトレ

日㈭午前11時～11時30分

場所 根岸社

ンド速報」 日時 11月1日㈬午後6時30分

問合せ 上野学園大学☎（3842）1020

昭和49年当時の写真と現在の写真が比較

会教育館和室 対象 区内在住の平成28年

～8時 対象 区内在住か在勤・在学の方

台東区生涯学習課☎（5246）5815

できるパネル展です。

期間 ①11月4日

5月9日～29年5月8日生まれの子供と保

定員 30人（先着順） 講師 布矢千春氏（フ

㈯～8日㈬ ②9日㈭～20日㈪ ③22日

護者 定員 10組（先着順）※子供1人につ

ァションジャーナリスト）
、鈴木雅子氏

㈬～27日㈪

場所 ①生涯学習センター1

き1回まで、いずれの回・会場とも同内容

階アトリウム ②浅草文化観光センター7

申込開始日 10月26日㈭※申込みは保護者

費用 1,000円（別途資料代300円程度）

階展示スペース ③区役所1階台東アート

に限る。※中央図書館では受付しません。

申込方法 講座名・住所・氏名・年代・電話

台東区社会教育団体協議会によ
る「第50回台東区文化祭」
・展示の部

日時 10月24日㈫～11月3日

（ファッショングッズディレクター）
ふりがな

㈷午前9時30分～午後4時30分（最終日は

ギャラリー

4時まで）
・舞台の部 日時 11月3日㈷午前10時～午

●トーク・イベント「定点写真でみる台東

後5時
・茶席の部 日時 11月3日㈷午後1時～4時

場所 生涯学習センター504教育研修室

加盟団体

区の町並みの移り変わり―定点観測―」川

関連イベントとして、10月11日㈬・昇降

時30分 対象 区内在住か在勤・在学の小

口明代氏（文京ふるさと歴史館学芸員）
、

台稼動、18日㈬・ギャラリートーク、27

学5年生以上の方※小学生は要保護者同伴

台東区華道茶道
文化協会
台東書道連盟
台東区俳句人連盟
台東川柳人連盟
台東区吟剣詩舞道
連盟
台東区短歌連盟
台東区合唱連盟

台東区ボーイスカウト・
ガールスカウト協議会
家庭倫理の会 台東区
台東区能楽連盟
台東区体育協会
台東区釣魚連盟

台東区ラジオ体操連盟
台東区舞踊協会
台東区立幼稚園PTA
台東区美術会
連合会
台東区私立幼稚園PTA
台東区民謡連合会
連合会
台東区写真連盟
台東区カラオケ協会

場所 生涯学習センター

文化講演会「ゴッホ展
く日本の夢」を楽しむ

朝倉彫塑館 開館50年特別展
猫百態―朝倉彫塑館の猫たち―

テーマ・講師 「文京

「台東区の名所の記憶―定点写真―」平野

巡りゆ

日㈷に開催される特別展「ゴッホ展 巡り

申込締切日 10月25日㈬（必着）

●第5回革小物手作り教室「革のブックカ
バー」 日時 11月25日㈯午後1時30分～3

日㈮・スペシャルトークを実施します。

定員 10人
（抽選） 講師 tronco(トロンコ)

※詳しくは、朝倉彫塑館ホームページをご

立花怜巳氏（浅草ものづくり工房） 費用

がき（1人1枚）に「トークイベント」
・住

覧になるか下記へ 期間 12月24日㈰まで

1,000円（勤労者サービスセンター会員は

所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ先

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

500円） 申込方法 往復はがきに教室名・

高生250円※障害者手帳・特定疾患医療

の方は勤務先（学校）名・所在地、会員の

受給者証をお持ちの方とその介護者は無料

方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

へ（区ホームページから申込可）
申込締切日時 10月25日㈬午後5時（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111−8621 中央図書館

休館日 月・木曜日（祝日の場合は翌日）

☎（5246）5911

※入館時は靴を脱いで靴下着用

申込締切日 11月4日㈯（必着）
日時 12月5日㈫・6日㈬（全2回）午後6時

☎（3821）4549

15分～8時45分

樋口一葉生誕145年記念特別展
「樋口一葉と博文館～『奇蹟の
14ヵ月』をプロデュース～」

聞かせとおりがみ工作」 日時 10月18日
㈬午前10時30分～11時、午後3時30分
対象 幼児～小学校低学年※未就学

児は保護者同伴 定員 各15組（先着順）

対象 区内在住か在勤・

在学で全日程受講可能な方 定員 4人（抽
選） 講師 清水直人氏 費用 3,000円（2回
分） 申込方法 往復はがきに講座名・住所・
ふりがな

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

期間 11月1日㈬～30年1月28日㈰

勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問
合せ先へ

ゆく日本の夢」に関する講演会です。

☎（3876）0854

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は
4時まで） 入館料 一般300円、小中高生

日時 11月28日㈫午後6時30分開場、7時

●根岸図書館えいがとおはなし会「こねこ

100円※障害者手帳・特定疾患医療受給者

開演

場所 生涯学習センターミレニアム

のぴっち」 日時 10月25日㈬午前10時45

証をお持ちの方とその介護者は無料

1−36−2 産業研修センター

対象 区内在住か在勤・在学の15
歳以上の方 定員 300人（先着順）

分～11時30分、午後3時30分～4時15分

・展示替えのため、臨時休館します

☎（3872）6780

ホール

場所・問合せ 石浜図書館

ふりがな

住所・氏名・年代・電話番号、在勤（学）

●第5回CAD入門講座「RootPro CAD」

場所・問合せ 朝倉彫塑館

図書館のこども室から

～4時

東京都美術館で10月24日㈫～30年1月8

せ先へ

恵（中央図書館専門員） 申込方法 往復は

●石浜図書館おはなし工作会「絵本の読み

問合せ 生涯学習課☎（5246）5815

・所在地をはがきかファックスで下記問合

☎（3876）2101

と文京」 日時 11月3日㈷午後2時～4時
定員 40人（抽選）

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

申込み・問合せ 根岸図書館

く日本の夢」の招待券を差し上げます。

ふりがな

申込方法 往復はがきに催し名・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 11月14日㈫（必着）
問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課学習館☎（5246）5812

場所・問合せ 〒111−0023

台東区橋場

FAX （3871）9525

子ども家庭支援センターの催し

講師 岡本純子氏（東京都美術館学芸員）

※来場者には、特別展「ゴッホ展 巡りゆ

申込締切日 11月14日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

ハートフルコンサー 11月10日㈮
区 内 在 住 の0～3歳 の 60組 10月20日 日本堤子ども家庭支援センター「に
ト
午前10時45分～11時30分 子供
（先着順） ㈮
こにこひろば」☎（5824）2535
ピーカブー・リトミッ 11月9日㈭
区内在住の9か月～3 25組 10月20日 台東子ども家庭支援センター「わ
ク
午前10時45分～11時30分 歳の子供
(先着順)
㈮
くわくひろば」☎（3834）4577
薬の話

11月7日㈫
午後2時～2時45分

区内在住の0～3歳の 30組 10月20日 寿子ども家庭支援センター「のび
子供
(先着順)
㈮
のびひろば」☎（3841）4631

広報「たいとう」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
▽費用
円（入場料）
※ 歳未満の方のみでの入場・勝
馬投票券の購入はできません。
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▽場所・問合せ 大井競馬場
（品川区勝島２ １ ２）
☎（３７６３）２１５１
●平成 年度国際協力報告会
月６日㈪ ①報告会
▽日時
午後３時～５時 分 ②意見交
換会 午後５時 分～８時
▽場所 ＡＰ秋葉原４階（秋葉原
１ １）
人程度（先着順）
▽定員
▽内容 海外で活動するＮＧＯの
実態および現地の様子の報告
▽申込方法 氏名・電話番号を電
話かメールで左記問合せ先へ
月 日㈪
▽申込締切日
▽問合せ （一財）ゆうちょ財団
国際ボランティア支援事業部
☎（５２７５）１８１５
Ｅメール

☎（３８３３）８３８１㈹
●ステンシル孔版で印刷するシル
クスクリーンＴシャツ制作

▽内容 認知症予防体操
▽場所・申込み・問合せ 永寿総
合病院認知症疾患医療センター

●カラオケ「ひばり会」
▽日時 第１ ２ ４日曜日
午後１時～５時

入会金１千円
▽問合せ 高尾
☎（３８４１）０６７５

月 日～ 月２日の土
曜日（全４回） 午前９時

▽日時
※詳しくは左記問合せ先へ
▽対象 都内在住か在勤・在学の
歳以上の方
人（抽選）
▽定員
▽費用 ３千 円（４回分）
▽申込方法 往復はがきに催し
名・住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を書いて左記問合せ先へ
月 日㈬（消印
▽申込締切日
有効）
００２４
▽場所・問合せ 〒
都立浅
台東区今戸１ ８
草高校
☎（３８７４）３１８２

会 員 募 集
●運命学（東洋占星術で自分や子
供の運勢・能力・才能）を学びま
せんか
▽日時 月１～２回
午前 時～ 時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 結希
☎０９０（２７６１）７９１７
●混声合唱団「幹」
（初心者歓迎・
見学可）
▽日時 月曜日（月３回程度）
午後６時 分～９時
▽場所 駒形中学校音楽室ほか
▽会費 月額４千円
▽問合せ 岡田
☎０９０（９０４６）９１５０
●台東区写真連盟
▽日時 撮影会 月１回
例会 第３火曜日午後６時
▽場所 雷門区民館ほか

▽場所 馬道区民館ほか
▽会費 月額３千 円
入会金３千円

・

▽申込締切日
月 日㈪
▽問合せ おはなしはらっぱ清水
☎（３８４４）４９２０
● 区の魅力を発信 大井競馬場
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
「東京メトロポリタンウィーク」
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
月 日㈪～ 月３日㈷
▽日時
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
午後２時 分（開門予定）
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
※ 月３日は午前 時開門予定

（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１
※台東区にちなんだレースは、
月１日㈬実施予定
区にちなんだレース・
▽内容
ＰＲブース、名産品販売等
▽場所 柳北スポーツプラザ
▽講師 宮畑豊氏（トレーニング
センターサンプレイ代表）

10

10

vlcenter@yu-cho-f.jp
●平賀源内・妙亀塚まつり・おば
け地蔵ご縁日

18

30

▽場所 台東区民会館９階ホール
▽問合せ 浅草税務署
☎（３８６２）７１１１
東京上野税務署
☎（３８２１）９００１
※自動音声案内「②」を選択
●第 回東京都都市計画審議会の
傍聴者募集
月 日㈫午後１時 分
▽日時
▽場所 都庁内会議室

から洗いましょう
・飲食店では、必ずグリース阻集
器を取り付け、毎日清掃しまし
ょう
▽問合せ 東京都下水道局北部下
水道事務所
☎（５８２０）４３４７
●東京都最低賃金改正について
月１日から、時間額９５８円
に改正されました。

東京都最低賃金総合相談支援セ
ンター
☎０１２０ ３１１６１５
●相続税等の無料相談（予約優先）
▽日時 第３火曜日午前 時～正
午（原則１人 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

人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがき（１人１

10

※都内で働く全ての労働者に適用
されます。
▽問合せ 東京労働局賃金課
☎（３５１２）１６１４

枚）に住所・氏名・電話番号を
書いて、左記問合せ先へ
月 日㈫（消印
▽申込締切日
有効）

31

●育児・介護休業法改正のお知ら
せ（ 月１日施行）
改正内容は、①～③のとおりで
す。 ①１歳６か月以降も認可保
育園に入所できない場合、育児休
業を最長２歳まで延長可能 ②子
供が生まれる方等に育児休業等の
制度を個別にお知らせする努力義
務の創設 ③未就学児を療育する
労働者のための育児目的休暇を導
入する努力義務の創設
▽問合せ 東京労働局雇用環境・
均等部指導課
☎（３５１２）１６１１
●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
月８日㈬
・書類作成セミナー
・ 日㈬午前 時
月 日㈬
・面接対策セミナー
・ 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）
月７日㈫・８日㈬・ 日㈫・
日㈬午後１時
▽場所・申込み・問合せ

218

※個人のプライバシーに関わる案
件等の場合、一部非公開となる
ことがあります。
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都都市整備局都市計画課
☎（５３８８）３２２５
●下水道に油を流さないで！
・皿、鍋等の油汚れはふき取って

▽問合せ 佐々木
☎（３８７５）７２１７

700

ハローワーク上野
☎（３８４７）８６０９
●消費税軽減税率制度説明会
▽日程 ① 月 日㈪
② 月１日㈬
▽時間 午前の部 午前 時～
時 分、午後の部 午後１時～
２時 分

10

台東区上野 2−12−11 宝丹ビ ル
TEL ：
03-3831-0539
10:30 〜 16:30（土日祝日除く）
FAX

咳に 立効丸 胃には 宝丹 ( 守田宝丹 1680 年創業 )

広告
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▽会費 年額７千円

−
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月５日㈰
▽講師 今井康久（眼科統括医） ▽日時
午前 時～午後４時
▽申込み・問合せ 浅草寺病院
（日曜日・祝日を除く午前９時 ▽場所 おばけ地蔵周辺（橋場２）
▽問合せ 平賀源内・妙亀塚まつ
～午後４時 分）
☎（３８４１）３３３０
りおばけ地蔵ご縁日実行委員会
●手あそびとわらべうた講習会
☎０８０（１０７６）１６６０
月 日㈯
▽日時
●永寿総合病院「オレンジカフェ
午前 時～正午
（認知症カフェ）
」
月７日㈫午後３時～４
▽場所 生涯学習センター
▽日時
人（先着順）
時 分
▽定員
人
▽定員
▽費用
円（資料代）

30

●事業と暮らしの街頭無料相談
月 日㈫午前 時 分
▽日時
～午後４時 分
▽場所 都営地下鉄大江戸線上野

御徒町駅コンコース
▽問合せ 東京都行政書士会台東
支部 渡邊
☎（３８４４）２０８１
●浅草橋地区健康推進委員主催
「いきいき元気体操」
月 日㈬
▽日時
午後７時～８時 分

11

10

163

−

15

34

41
#

11

11

14

10

26

30

−

10

−

11

10

23

100

29

11

20

FAX

▽持ち物 飲み物、室内履き
●台東区の魅力再発見ツアー「下
※動きやすい服装で参加
町から世界へ」
▽問合せ 浅草橋地区健康推進委
月 日㈮～ 日㈪
▽日時
員リーダー 田村
▽場所 全８コースから選択
☎（５８３３）３１１８
▽費用 無料（実費負担あり）
▽申込方法 申込用紙に記入し、 ●相続・不動産・空き家無料相談
電話かファックスで左記問合せ 会（要予約）
▽日時
月 日㈮午後１時～５
先へ
時（１組１時間程度）
※実行委員会ホームページからも
▽場所 生涯学習センター
申込可
月 日㈫
▽対象 区内在住の方、区内に土
▽申込締切日
▽問合せ 下町から世界へ実行委
地や建物を所有している方
員長 岡田
組（先着順）
▽定員
月 日㈭
☎０９０（５４３３）７７５３ ▽申込締切日
（３８４２）３８５５
▽問合せ ＮＰＯ法人日本地主家
●かわいい保護犬たちが大結集
主協会
「すまいるフェス 台東区」
☎（３３２０）６２８１
月 日㈯午前 時～午 ●すこやか講座
▽日時
後６時・ 日㈰午前 時～午後 「失明しないために～白内障と緑
６時
内障のウソとホント～」
▽場所 御徒町南口駅前広場（お ▽日時
月 日㈯午後２時 分
かちまちパンダ広場）
～４時
▽問合せ （一社）ＲＥＮＳＡ
▽場所 浅草寺福祉会館（浅草２
８）
☎０９０（６５４２）４７６０
人（先着順）
▽定員

平成29（2017）年 10月5日
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