子育て・教育

▽申込開始日時
９時

月 日㈪午前

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課保健指導担当
☎（３８４７）９４９７

金婚・ダイヤモンド婚

●ダイヤモンド婚
武井一雄・ちづ子（谷中３）
石井善次郎・宣子（入谷２）

年度こどもクラブ（学童保育）および石浜小学校
放課後子供教室（Ｂ登録）入会申請受付が始まります

●こどもクラブ
▽対象 区内在住の小学生で、保

児童保育課放課後対策担当
☎（５２４６）１２３５

▽問合せ 各こどもクラブ（表１） ▽受付場所 石浜小学校放課後子
供教室（石浜小ランチルーム）
●石浜小学校放課後子供教室（Ｂ
登録）

15

おめでとう
ございます

◆以降、右記記事の共通項目◆
▽利用時間 表２のとおり
▽休業日 日曜日・祝日・年末年

30

護者が就労・介護等により放課
後保育をする方がいない児童
（低学年や集団保育が可能な障

30

▽対象 石浜小学校に在籍し、保
護者が就労・介護等により放課
後保育をする方がいない児童

▽費用 利用料月額４千円（延長
利用料は別途月額１千円）
、お
やつ代月額２千円

始
月６日㈪～ 月
▽受付日時
日㈮（日曜日・祝日を除く）午
前９時 分～午後６時（台東入
谷のみ午前 時 分から受付）
※区役所６階⑤番児童保育課放課
後対策担当で日曜受付（ 月
日午前９時～午後５時）も実施
※石浜小学校放課後子供教室は午
前 時～午後６時、提出する際
は必ず事前に電話で予約が必
要

10

▽場所 生涯学習センター３階
研修室
※託児あり（要予約）
※車での来場不可
▽申込締切日 各開催日の前日
※土・日曜日を除く
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５４８

※小学1年生は午後5時以降、延長育成時間帯は学年に関係なく保護者のお迎えが必要

12

延長育成時間

午後6時～7時

11

10

害のある児童を優先）
▽費用 育成料月額４千円（延長
育成料は別途月額１千円）
、お

☎（3873）5821

・依頼会員入会説明会（予約制）
月 日㈭、 月 日㈫
▽日時
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
月 日㈭、 月 日㈫
▽日時
午前 時 分～午後０時 分

り）
。

千束小学校内

10

※松が谷こどもクラブは、松が谷児童館の大規模改修工事のため、30年度は休止
します。 (※1)高学年障害児保育対応こどもクラブ （※2）玉姫こどもクラブは、
都営清川二丁目アパートの耐震改修工事のため、仮移転しています。 （※3）池之
端こどもクラブは現在仮移転中につき、申込みは電話で事前予約の上、仮移転先（池
之端2－1－22 忍岡小学校内）にお願いします。 （※4）千束小学校こどもクラ
ブは、放課後子供教室事業実施のため千束小学校の児童のみ対象です。
表2 利用時間

▽所在地・問合せ 石浜小学校内
）
（清川１
☎（３８７５）０５５１

も行っています（ 利用条件あ

の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。
※お泊りサポート（宿泊預かり）

☎（3871）5311

やつ代月額２千円
▽名称・定員等 表１のとおり
▽入会案内・申請書配布場所 こ
どもクラブ、児童館、区役所６

子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方
（提供会員）
を登録し、依頼に応じて提供会員
を紹介しています。活動終了後、
依頼会員から提供会員に謝礼と実
費が支払われます。

☎（3844）8606

▽入会案内・申請書配布場所 石
浜小学校放課後子供教室、区役
所６階⑤番児童保育課放課後対
策担当（区ホームページからダ
ウンロード可）

▽活動内容 保育施設・習い事へ

☎（3844）8565

階⑤番児童保育課放課後対策担
当（区ホームページからダウン
ロード可）
▽受付場所 第１希望のこどもク
ラブ
☎（3874）4979

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、
８月までに申請した方を掲載して

▽問合せ 指導課
☎（５２４６）１４５３

☎（3876）4214

子育て心理相談（予約制）

▷持ち物 母子健康手帳

います（申請順・敬称略）
。
●金婚
掲載を希望する方は、左記へお
天野武司・髙子（東上野３） 問合せください。
滝沢昭夫・みや子（浅草橋５） ▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉課
後藤實・和子（松が谷３）
（区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１
疋田利行・洋子（雷門２）

予約すると待ち時間なく、面接

▽日程・場所
① 月 日㈬・浅草保健相談セン
ター
② 月 日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子

く午前8時30分～午後5時15分

ファミリー・サポート・
センター会員募集

☎（3876）0380

50

・教科書（発行者） 新しい道徳
（東京書籍）

※随時受付していますが、事前に

供を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

浅草保健相談センター
全ての妊婦

☎（3844）8171
▷面接日時 土・日曜日・祝日を除

幼児食へのステップアッ
プ教室（予約制）

区立小学校使用教科用図
書採択の結果について

☎（3847）9497

育 児 相 談・ と こ と こ 育 児
相談

▽内容 身体計測・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

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課栄養担当
☎（３８４７）９４４０

就学相談

・種目 道徳

2階保健サービス課

問合せ

☎（6802）2830

台東入谷
40人 入谷1－13－9
(民設民営)

☎（5603）0151

今戸児童館内

午後6時～7時

学校休業日（春・夏・冬休み、土曜日等） 午前8時～午後6時

301

▽日時
月 日㈭
午前 時～正午
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 区内在住の平成 年５～
月生まれの子供の保護者（原
則第１子、初めて参加する方優
先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ
ップアップするころのポイント、
供と一緒に左記問合せ先へ
試食（保護者のみ）
▽問合せ 学務課特別支援学級担
▽持ち物 母子健康手帳
当（区役所６階②番）
月 日㈬
▽申込開始日時
☎（５２４６）１４１６
午前９時

ども商品券10,000円分を差し上

30

表1 30年度こどもクラブ一覧（予定）※定員は変更になる場合あり
名称
定員
所在地
問合せ

60

※必ず妊娠中にお越しください。

▷対象 台東区に住民登録のある

12

育成時間

放課後～午後6時

学校登校日

▷面接場所・問合せ 台東保健所
げます。

30
～ 年度の２年間使用する教
科用図書を台東区立学校教科用図
書採択要綱に基づき、台東区教育
委員会において採択しました。
▽採択結果
・教科 特別の教科 道徳

12

ます。面接を終了した方に、こ

23

11

28

▽対象 来年度、小・中学校に入
学する、障害のある、またはそ
の心配のある子供と保護者

30 12

まな相談や、必要な支援を行い

10
30

10

▽申込方法 事前に電話をし、子

30 12

50人 今戸1－3－6

金竜小学校敷地内

金竜（※1） 55人 千束1－9－14

☎（3843）9525

駒形中学校内

12

今戸

40人 雷門1－4－4 ネクストサイト浅草ビル1階 ☎（5828）3552

田原

☎（3871）6285

竜泉（※1） 80人 竜泉2－10－6

☎（3875）5159

富士小学校内

35人 浅草4－48－9

富士

50人 北上野2－15－6

北上野

寿児童館内1階

寿（※1） 64人 寿1－4－5

☎（3845）0209

40人 花川戸1－14－21

浅草小学校内

松葉（※1） 80人 松が谷1－13－16

☎（3871）0841

柏葉中学校内

下谷（※1）100人 下谷3－1－14

旧竜泉中学校内

千束小学校
36人 浅草4－24－11
（※4）

11

16

−
14
−
21

16

出産や子育てについてのさまざ

15

10

上記面接場所で妊娠届出を
すると、そのまま面接にご
案内できます。
できます。

☎（3863）0736

16

妊娠中に、保健師等が面接し、

28

11

11

☎（3827）7936

谷中児童館内

谷中（※1） 70人 谷中5－6－5

柳北スポーツプラザ内

75人 浅草橋5－1－8

浅草橋

45

45

50人 池之端2－3－3

松葉小学校内

浅草

50人 寿1－4－5

11

こども商品券10,000円分を差し上げます

11

30

11

25

☎（3827）7939

池之端
（※3）

池之端児童館内
50人 台東3－25－4

☎（3839）1755
竹町

東浅草小学校内
40人 東浅草2－27－19
東浅草

玉姫児童館内（仮移転先）☎（3876）0358
玉姫
30人 清川2－24－9
（※1・2）

東泉小学校内
50人 三ノ輪1－23－9
東泉

☎（3844）8629

寿第２
（※1）

11

赤ちゃんの夜泣き 対 策 講
座
20

千束児童館内
千束（※1） 45人 千束3－20－6

●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
11月15日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
11月28日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

▽日時
月 日㈪
午前 時～正午
▽場所 台東保健所
▽対象 区内在住の６か月以上１
歳未満の子供の保護者
人（先着順）
▽定員
※託児あり（右記対象年齢の子供
・先着 人）
▽講師 清水悦子氏（ＮＰＯ法人
赤ちゃんの眠り研究所代表）

平成29（2017）年 10月20日

寿児童館内3階

9

31

11

10

30

妊娠中の方へ「ゆりかご・たいとう」
30

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
11月2日㈭午後1時30分～2時30分
生涯学習センター4階（はばたき21）
11月7日㈫午前10時～11時
谷中区民館
11月8日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
11月10日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
11月16日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
11月17日㈮午前10時～11時
今戸児童館

20

25

第 1191 号 （4）
広報

【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〉

