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区の世帯と人口（10月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

115,635 （−35）

人

195,649 （−6）

口
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台東区の文化の魅力を国内外へ発信

たいとう文化発信プログラム

文化の祭典でもある東京2020大会の開催を契機として、
「歴史と文化のまち」台東区の文化の魅力を国内外へ発信していきます。
専用ウェブサイトによる情報発信（30年2月開設予定）
、ロゴマークの活用等により、区内の文化・芸術に関するさまざまな取り組みのPRを
問合せ 文化振興課☎（5246）1146
積極的に推進していきます。

～文化・芸術に関するさまざまな情報をお届けします～
フェス2017
TOKYO数寄

特別展
開館50年記念 の猫たち―」
倉彫塑館
「猫百態 ―朝

したまち台東芸能文化
ミニ実演イベント

蔵の
朝倉彫塑館所
朝倉文夫
全猫作品を
展示する
展
23年ぶりの猫

㈰まで

日程 12月24日

場所・問合せ

朝倉彫塑館
49
☎（3821）45

を
トで日本文化

台に、アー
上野公園を舞
ト
るプロジェク
世界に発信す
日㈰
～19

㈮
日程 11月10日
か
ほ
園
公
野
場所 上
実行委員会
化の杜」新構想
問合せ 上野「文
96
☎（5834）23

演芸、落語、漫才、浪
曲など
芸能文化の無料実演イ
ベント

日程 12月2日㈯・9
日㈯
場所 浅草文化観光
センター
問合せ 台東区 文化
振興

課☎（5246）1328

第37回「台東第九公演
」
下町で第九
台東区冬の風物詩、
東京藝術大学
奏楽堂での
第九公演

台東
第8回したまち演劇祭in

日程 12月17日㈰
場所 東京藝術大学

奏楽堂
問合せ 台東第九公演
実行委員会
（文化振興課内）
☎（5246）1153
ⓒお茶の間ゴブリン

演

た台東区内での演劇公

上野・浅草を中心にし

of Freedom
The Statue inomaki
Ueno＆Ish

月4日㈰
日程 30年1月7日㈰～2
場所 区内の劇場ほか
in台東」実行委員会
問合せ「したまち演劇祭
（文化振興課内）
☎（5246）1328

台東区公式伝
統工
「江戸の匠・ 芸情報サイト
伝統の逸品」

の自由の女神
され た 石 巻 市
去
撤
で
災
震
東日本大
中
品として展示
、3月11日㈰
像をアート作
㈭、2月11日㈷

30年1月11日
イベント開催日
（予定）
芸術の散歩道
場所 上野公園
象企画
化支援制度対
主催 村上愛佳
台東区芸術文
※平成29年度
28
13
）
（5246
文化振興課☎
問合せ 台東区

「台東」
の文字を変形させて作ったロゴマークで、
あ
「多様な文化を和える」
というテーマを
異なる3種類の形で表現しています。

たいとう文化発信プログラム
参加事業募集中
ロゴマークを使用して、オール台東による一体感
のある取り組みにご協力ください。
▷対象 法人・団体が区内で実施する、下記の5
つの視点のいずれかの要素をもつ文化的なイベ
ント・展覧会・講演会・祭りなどの催し ほか
※詳しくは、区ホームページをご覧ください。

― 発信する事業の5つの視点 ―
伝統工芸品・職
人・イベントや
体験など、
幅広い情報を
紹介するウェブ
サイト
問合せ 台東
区 産業
☎（5246）11 振興課
31

①文化資源の継承

②文化の魅力の発信

③あらゆる人々の参加

④次世代育成

⑤新たな文化の創造

問合せ 台東区 文化振興課☎（5246）1146
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残高にご注意ください。引き落と
しの確認は、預貯金通帳の記帳に
よりお願いします。

10

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

31

臨 時 福 祉 給 付 金コールセ
ンターを終了します

●地域包括支援センター一覧
名称
所在地
電話番号
担当地域
あさくさ 浅草4－26－2
☎（3873）8088 浅草 ･ 千束 ･ 花川戸
池之端・上野公園・上野桜木・
やなか 谷中2－17－20 ☎（3822）1556
谷中
下谷（3丁目）
・日本堤・根岸（4・
みのわ 三ノ輪1－27－11 ☎（3874）9861
5丁目）
・三ノ輪・竜泉
浅草橋 ・ 雷門 ･ 蔵前 ・ 小島 ・ 寿
くらまえ 蔵前2－11－3
☎（3862）2175
・駒形・鳥越・三筋・柳橋
入谷 ・ 北上野 ・ 下谷（1・ 2丁目）
まつがや 松が谷4－4－3 ☎（3845）6505 ・ 西浅草 ・ 根岸（1～3丁目）・ 松
が谷
秋葉原・上野・台東・東上野・
たいとう 台東1－25－5
☎（5846）4510
元浅草
ほうらい 清川2－14－7
☎（5824）5626 今戸・清川・橋場・東浅草

11

臨時福祉給付金に関するお問合
せを受けていた「台東区臨時福祉
給付金コールセンター」は、 月
日㈫で終了します。
終了後のお問合せは、左記で受

さなかったり、年金や預貯金を使
い込むなど） ⑥セルフネグレク
ト（高齢者本人が必要な医療や介
護保険サービスを拒否したり、自
ら不衛生な住環境で生活している）
●虐待の要因 虐待する人とさ
れる人の人間関係によるものも多
いですが、介護の知識・情報の不
足や認知症高齢者の行動に対す
る誤解なども原因になります。
●高齢者虐待の早期発見のために
家の中から怒鳴り声がする、
体（顔
や手足など）にあざがある、髪や
服装が乱れている、最近知らない
人が出入りしているなど、地域の
皆さんが異変に気付くことで虐待
の早期発見・防止につながります。
虐待を受けた（と思われる）高齢
者を発見したら、速やかに近くの
地域包括支援センターか区の相談
窓口に連絡してください。なお、
連絡者の個人情報は保護されます。
●区役所の対応 虐待の通報や
相談を受けたら、高齢者の状況
を確認し、さまざまな関係機関
と連携して、家族や高齢者本人
に必要な支援を行います。
▷相談窓口・問合せ 介護予防・
地域支援課地域支援担当（区役
所2階⑥番）☎（5246）1225
地域包括支援センター（下表）

11

11

付けます。
▽問合せ 福祉課臨時福祉給付金
担当
☎（５２４６）１３７４
●給付金の給付を装う「振り込め
詐欺」や「個人情報の詐取」にご
注意ください
区や東京都・厚生労働省が、Ａ
ＴＭの操作を求めることは絶対に
ありません。このような事で電話
がかかってきたり、不審な郵便物
が届いたら、迷わず最寄りの警察
署や、警察相談専用電話（ ☎＃
９１１０）にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

暴力をふるうことだけが虐待では
ありません。虐待の内容、発見時
の対応等について紹介します。
●虐待内容 ①身体的虐待
（殴る、
蹴るなど） ②介護や世話の放棄・
放任（介護や世話をしない、食事
を与えないなど） ③心理的虐待
（暴言や拒絶的な態度などで精神
的苦 痛を与える） ④ 性的虐待
（本人が嫌がる性的行為を強要し
たり、他人の性的行為を見せるな
ど） ⑤経済的虐待（生活費を渡

10

10 10

策定にあたり、第４回および第
５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

30

公 園 課 公 式ツ イッタ ー・
フェイス ブック のア カ ウ
ントを新設しました

隅田公園をはじめ
とする区内の公園の
情報やイベントなど、

高齢者への虐待を防ごう

31
11

高齢者が暮らしやすい地域へ
次の内容等でお困りの際は、ご
相談ください。 ①高齢のひと
り暮らし等で、生活に不安を感
じる ②高齢者向けの福祉サー
ビスを知りたい ③介護保険に
ついて知りたい、介護認定を受
けたい ④杖やシルバーカーな
どの自立支援用具や紙おむつの
給付を受けたい ⑤特別養護老
人ホームの申込みをしたい ⑥
近所に心配な高齢者がいる
▷相談窓口・問合せ 高齢福祉
課総合相談・給付担当（区役
所2階⑤番）☎（5246）1222
地域包括支援センター（下表）

11

10

▲Twitter

高齢者総合相談

10

10

14

お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児
・各５人まで）

30

11
14

20

お知らせ
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第 1191 号 （2）

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
放送を実施します

17 18

▽日程 ①第４回 月 日㈫
屋外に設置している防災行政無
②第５回 月 日㈪
線（屋外スピーカー）から全国瞬 ▽時間 午後７時
時警報システム（Ｊアラート）の ▽場所
起動確認のため、試験放送を行い
①区役所 階１００１会議室
ます。
②区役所 階１００２会議室
月 日㈫
▽日時
▽申込締切日 ① 月 日㈭（託
午前 時ごろ
児は 日㈫） ② 日㈬（託児
▽放送内容 チャイム＋「これは、 は 日㈪）
Ｊアラートのテストです。
」
（× ▽問合せ 企画課
３回）
「こちらは、ぼうさいた
☎（５２４６）１０１２
いとうです。
」＋チャイム
▽問合せ 危機・災害対策課
年末調整等説明会
☎（５２４６）１０９２

11

コン ビニ交 付・自 動 交 付
機が停止します

18

▽日程 ① 月 日㈫・ 月１日
㈬・２日㈭ ② 月８日㈬～
日㈮
▽時間 午前 時～午後０時 分、
午後１時 分～４時
▽場所 ①区役所 階（東京上野
税務署管内） ②台東区民会館
９階（浅草税務署管内）
▽内容 年末調整、法定調書およ
び給与支払報告書に関する説明
▽問合せ 台東区税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５
東京上野税務署法人課税第２部
門（源泉担当）
・管理運営部門

公園に行くのが楽し
くなる情報を発信し
ます。ぜひご覧くだ

さい。
▽ツイッタ―
アカウント

@taito_kouen
▽ Facebook
アカウント

taito.park.section
▽問合せ 公園課
☎（５２４６）１３２１

▲Facebook

17

☎（３８２１）９００１㈹
浅草税務署法人課税第２部門
（源泉担当）
・管理運営部門

31

☎（３８６２）７１１１㈹

住 民 税（ 特 別 区 民 税・都
民 税 ）第 ３ 期 分 の 納 期 限
は 月 日㈫です

金融機関やコンビニエンススト
ア（バーコードが印字されている
ものに限る）
、
区役所、
区民事務所・
同分室で納めてください。
口座振替（自動払込）の方は、

10

都および区役所の設備点検によ
り、コンビニエンスストア・自動
交付機での住民票の写し・印鑑登
録証明書の交付を左記の通り停止
します。
ご不便をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
▽停止日時
月 日㈯終日、
・コンビニ交付
日㈮午後９時～ 日㈯終日
月 日㈮午後９
・自動交付機
時～ 日㈯終日
▽問合せ 情報システム課

☎（５２４６）１０３１
戸籍住民サービス課住民記録担
当
☎（５２４６）１１６４

20

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
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。

平成29（2017）年 10月20日

台東区公式ホームページの大規模災害時用
トップページへの切替訓練を行います
台東区公式ホームページは大規模災害が発生し、災
害対策本部が設置された場合、大規模災害時用トップ
ページへ切り替わります。この切り替えが滞りなく行
えるかの確認を行う訓練を実施します。
▷日時 10月29日㈰午前10時から1時間程度
▷内容 トップページを大規模災害時用トップページ
に切り替え
※通常ページは、ページ下部「通常版ページメインメ
ニュー」からご覧になれます。
▷問合せ 広報課☎（5246）1021

▲イメージ図は実際と異なる場合があります。

「愛」か「支配」か気付く力が暴力をなくす
●女性に対する暴力をなくす運動

国際連合は、11月25日を
「女性に対する暴力撤廃国際
日」と定め、国では毎年11
月12～25日 の2週 間 を「 女
性に対する暴力をなくす運
動」の実施期間としています。暴力は、
対象の性別や加害者、被害者の間柄を問
わず、決して許されるものでは
ありません。
期間中、区ではパネル展を開
催し、女性の人権尊重のための
意識啓発を図っていきます。
・パネル展 日時 11月11日㈯～25日㈯
場所 生涯学習センター

損なわないように気にしている」「相手
が恐くて言いたい事が言えない」といっ
た「支配と服従の関係」の中で起こるの
がDVです。

●どうして離れないの

暴力を振るわれたり、優しくされたり
を繰り返す「暴力のサイクル」に巻き込
まれることで、離れられない心理状態を
つくり出してしまうのです。

●DVのことで相談されたら

一般的に「あなたも悪いのでは？」と
か「愛されている証拠」などと言いがち
です。しかし、このような言葉は、「あ
なたは暴力を振るわれても仕方ない」と、
暴力を認めることになり、被害者をさら
に傷つけ、孤独感・無力感を深めること
パートナーとの関係で悩んでいませんか になります。身近な人から相談されたり、
～身近な相談窓口をご利用ください～
身近な暴力に気付いたら、1人でなんと
かしようとせずに、専門の相談窓口につ
●DVとは
配偶者や恋人など親密な関係にある人 なぐことが大切です。
（パートナー）から受ける暴力をDV（ド 相談窓口 たいとうパープルほっとダイヤ
メスティック・バイオレンス）といいま ルDV相談専門ダイヤル
す。DVは、殴る、蹴るなどの身体的な ☎（3847）3611
暴力だけでなく、精神的、経済的、性的、 月～土曜日 午前9時～午後5時※第1・3・
社会的など、さまざまな手段を使って、 5月曜日（祝日の場合は翌日）年末年始
相手を支配しようとする行為です。
を除く
男女平等推進プラザ
●DVとけんかはどう違う
問合せ
☎（5246）5816
常にどちらか一方が、「相手の機嫌を

【犬のトイレマナーについて】犬のトイレマナーを守りましょう。ふんは飼い主が必ず持ち帰り自宅で処分し、尿は水で流すなどの配慮をしましょう。
〈台東保健
所生活衛生課☎3847−9437〉

広報

住宅
まちづくり
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都営住宅入居者募 集
（東京都公募）

10

▽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。
月１日㈬～
▽申込書配布期間
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

環境
リサイクル

省エネナビの無料貸出し
を行っています

家庭での電気使
用量をリアルタイ
ムで確認でき、効

率的な省エネに役
立ちます。また、貸出期間中の電
気使用量のデータをグラフ化し、

省エネのアドバイスを記載した省
エネ結果表を差し上げます。
▽貸出期間 最長６か月（取り付
け取り外しは区で行います）

ダウンロード可）を郵送か持参

▽対象 区内在住の方
▽申込方法 申請書（下記問合せ
先で配布、区ホームページから

（3） 平成29（2017）年 10月20日

▲省エネナビ

※台数には限りがあります。

▽問合せ 環境課（区役所６階③

▽必要な物 キャッシュカード
（生体認証ＩＣキャッシュカー

ド等、一部利用できないカード
あり）
、健康保険証
▽受付場所 区役所２階⑪番国民
健康保険課保険料係
※利用できる金融機関については、
左記へお問合せください。
※クレジットカード納付ではあり
ません。
▽問合せ 国民健康保険課保険料
係☎（５２４６）１２５６

業務内容

勤務時間

火～日曜日（週4日）午前10時～
午後6時（休憩1時間）

雇用期間

6か月以内

給与

時給1,000円
（交通費含む）

選考方法

書類選考

申込方法

事前に下記問合せ先へ電話の
上、履歴書（顔写真貼付）を下記
へ持参

申込締切日

11月21日㈫

勤務地
問合せ

環境ふれあい館ひまわり
蔵前4−14−6☎（3866）8098

リサイクルやごみの問題から地球温暖化といった自然環境問題まで、さ
まざまなイベント・企画が今年も目白押しです。楽しみながらこれから
の環境について考えてみませんか。家族や友達と一緒に、ぜひお越しく
ださい。 日時 11月11日㈯・12日㈰午前10時～午後4時※都合により
内容が変更になる場合があります。 場所 生涯学習センター、金竜公園
※車での来場はご遠慮ください。

ホールイベント
●地球の叫びを音で感じて！！
日程 11月11日㈯
内容・時間 長唄三味線・和太鼓演奏（都立白鷗高校・
附属中学校）
・正午、童謡・演歌・午後1時30分、オペラ・午後2時30分
●花の心フォトコンテスト表彰式、
「環境・ごみ減量・リサイクル・花の
心」ポスター・標語コンクール表彰式、環境MVP表彰式
日時 11月12日㈰午前10時
●ふしぎの森のエコバレエ 日時 11月12日㈰午後2時 出演 エコバレエ
プロジェクト

その他のイベント
●アトリウムイベント
エコの樹、復
興支援企画、
フードドライ
ブなどを実施

エコの樹▶︎

▲自転車タクシー

番）☎（５２４６）１２８１

職種

事務補助、来館者対応※登録を
した方に対して、必要に応じて
仕事依頼の連絡をします（登録
制であり、採用を約束するもの
ではありません）。

福祉（保育士）
・Ⅱ類
平成10年4月1日までに生まれ、保
育士の資格を有し、都道府県知事の
日本国籍を有し、平成12年
対象
登録を受けている、または平成30年
4月1日までに生まれた方
3月31日までに取得し、都道府県知
事の登録を受ける見込みの方
採用日
平成30年4月1日以降
区立保育園、子ども家庭支援セン
勤務地
区役所、地区センター等
ター、石浜橋場こども園、身体障害
児施設等
募集人数
13人程度
若干名
給与
約175,300円
約191,900円
（月額）
（地域手当を含む）
（地域手当を含む）
1次選考 11月26日㈰
選考日
2次選考 12月中旬～下旬予定（1次選考合格者対象）
選考方法
1次選考 作文
2次選考 個別面接
申込書（下記問合せ先で配布）に記入し、持参または簡易書留
申込方法 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）
申込締切日時
11月17日㈮午後5時（必着・受信有効）
〒110−8615 台東区役所人事課人事係 （区役所4階⑤番）
問合せ
☎（5246）
1061

環 境フェスタたいとう 2017

ハイブリッド清掃車や燃料電池車
等を展示します。

福祉

環境ふれあい館ひまわり環境学習室 台東区育児休業代替任期付職員（事務および福祉）募集
（短期）アルバイト登録者募集

コ

正面広場

（高齢・障害）

65

高齢者位置確認システム
をご利用ください

800

高齢者に端末機を携帯してもら
はいかい
い、徘徊により所在不明となった
場合に、居場所を電話またはイン

ターネットで案内します（端末機
には、電話やメール機能等はつい
ていません）
。
▽対象 認知症により徘徊のある
区内在住の 歳以上の高齢者を
日常的に介護し、居場所を確認
した後、迎えに行ける方
▽費用 月額 円（消費税別）
▽申込み・問合せ 高齢福祉課総
合相談・給付担当（区役所２階
⑤番）☎（５２４６）１２２２

保険・年金

国 民 健 康 保 険 料の 納 め 忘
れはありませんか

を送付します。確定申告や年末調

整の際にも大変便利です。
・口座振替依頼書での申込み
▽必要な物 預貯金通帳、通帳届

出印、健康保険証
▽受付場所 区役所２階⑪番国民
健康保険課保険料係、区民事務
所・同分室、金融機関（ゆうち
ょ銀行含む）
※郵送申込可。希望する方は下記
へ。
・キャッシュカードでの申込み
エ

国民健康保険料の納期限は、毎
月末日です（金融機関の休業日の
場合は、翌営業日）
。事情により

10

遅れてしまった場合は、早めにご
相談ください。保険料の滞納が続
くと、有効期限の短い保険証また

は医療機関での自己負担が 割負
担となる「被保険者資格証明書」

を交付することとなります。
また、保険給付の一部を保険料
へ充当するなどの措置や財産の差
し押さえを行うこともあります。
●口座振替をご利用ください
毎月末日に自動的に振り替える
ので、納め忘れがありません。
また、 月下旬に、１年間の納
付額を記載した「収納額確認票」
12

●スタンプラリー
スタンプを全部集めた方には記念
品を差し上げます。

一般事務・Ⅲ類

～見直そう あたりまえ、
「○○○にありがとう」
～
問合せ

環境課☎（5246）1284

企画一覧
見直そう あたりまえ、
『◯◯◯』にありがとう
復興支援企画・
「和」RING-PROJECT
社会実験「フードドライブ」
手話の普及
食品ロスとリユース食器
スタンプラリーゴール
トレイの回収、まちがっていませんか？
「環境・ごみ減量・リサイクル・花の心」ポス
ター・標語コンクール作品展示
環境MVP花とみどりの部門写真展示
まわるんのぷちエコ体験〜コースター作りとエ
コクイズ〜
隅田川の水質を調べてみよう
清掃工場を見比べてみよう
ごみと資源の分け方出し方
花の心フォトコンテスト入賞作品展示
ホールイベント
思い出を作ってみよう
にゃんそーじと一緒にゴミの分別について学ぼう
パネル展示とゲーム
LRTでエコタウンを
税と環境
けいそう粘土でアクセサリーを作ろう！
体験コーナー 端布や毛糸を利用してのものづ
くり
プロジェクトパワーアップたいとう
こども環境委員会 環境フェスタに出陣！
おもちゃ交換所＆地域通貨ゆっくり
紙すき体験
あなたも乗ってみよう！自転車シュミレーター

「環境」×「おもてなし」
「女性に対する暴力をなくす運動」期間パネル
展示
プロの清掃技術教えます
油・断・快適下水道～下水道に油を流さないで～
当社リサイクル事業と浅草事業系ごみの夜間収
集事業の紹介
環境にいいことしよう～自宅で発電！
環境の悪い商店街にはお客様は来ない
自転車タクシーに乗ってみよう
リユースびんの使用拡大を宣伝する展示とゲー
ムコーナー
リユース瓶の展示、国産果汁使用のリユース瓶
ジュース試飲
ロックウール住宅断熱材で「快適な住まい」
「省
エネ・遮音・吸音効果の確認」
燃料電池自動車の展示
ハイブリッド清掃車の展示
花の心プロジェクト～花でまちを飾りましょう
～花苗の無料配布等
身近なエコを考えよう（11日のみ）
家庭から出る園芸用土の回収
友好都市物産展
リユース食器を使った模擬店でごみ削減
アンデスを楽しもう「聞く・造る・見る・買う・
飲む・食べる」
甘酒茶屋
清掃車のしくみを見てみよう
リユース食器回収コーナー
無農薬米・野菜の販売
TOKYO 太陽エネルギーフェア
工作コーナー「ごみと環境を考えよう」

【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。

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〉

広報

みんなで防ごう子 供 虐 待
！～ 月は児童虐 待 防 止
月間です～
日㈬・区役所１階 ② 月 日
㈪～ 日㈯・生涯学習センター
アトリウム
25

11
13

健康

11

街かど健康教室

▽テーマ 肺炎予防
▽講師 増田久美子（看護部）
▽場所・問合せ 台東病院

☎（３８７６）１００１㈹

20

険者証を医院・診療所・病院の
窓口に提出

30

11

▽問合せ 国民健康保険課庶務係
☎（５２４６）１２５１

30

区民のための健康教室
「講演会」

▽日時
月 日㈪
午後１時 分～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の方

−
20
−

▽テーマ あなたの頭痛は大丈夫
？〜原因と対応を知れば怖くな
い〜

−
26
−
15

健康学習会「知って安心
！子供の病気への対処
法」（託児あり）

30

☎（３８７３）９１９０

・区立台東病院（千束３
５
土・日曜日・祝日を除く午後１
時 分～４時 分）
☎（５８２４）３５４０
、日
・浅草病院（今戸２
曜日・祝日を除く午前９時～午
後５時、土曜日は正午まで）
☎（３８７６）１７１１
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課母子成人保健担当

☎（３８４７）９４８１

30

COPD（慢性閉塞
性肺疾患）は、空
気の通り道である
気道が 慢性的に
狭 くな る 病 気 で
す。重症化すると、
少し動いただけで
も息切れして日常
生 活 が 困 難 に な ▲GOLDリボン
COPDを多くの 人 に
り、呼吸不全や心 知ってもらうための
不全を起こす、命 シンボルマークです。
に関わる恐ろしい病気です。COPD
による死亡者は、喫煙率の高い男性
では死因の第8位です。患者の約90％
は喫煙歴がある方です。喫煙者が禁
煙をすることで肺機能の低下スピー
ドを抑え、発症のリスクが低くなり
ます。
・こんな症状があったらご用心
①黄色や粘り気のあるたんが出る
②風邪が治りにくく、せきやたんが出
る ③呼吸のたびにゼーゼーヒュー
ヒューする ④息切れしやすい
①～④の症状のある方は、早めに呼
吸器専門医にご相談ください。
※リーフレットを下記問合せ先で配
布しています。区ホームページで
も情報をご覧になれます。
▷問合せ 台東保健所保健サービス
課健康推進担当☎（3847）9406

▽講師 加藤大貴氏（蔵前かとう
内科クリニック院長）
※講演後、専門医による「医療な
んでも相談」を行います。
▽場所・問合せ 浅草保健相談セ
ンター☎（３８４４）８１７１

30

11月15日㈬は
世界COPDデーです

18

麻しん風しん定期予防接
種未接種者への費用助成

−
19

▽日時
月 日㈯
午後２時～４時
▽場所 生涯学習センター３階
研修室
▽対象 区内在住の０～３歳程度
の子供の保護者
人程度（先着順）
▽定員
▽講師 小川淳子氏 （小児科医
師）
、田中雪葉氏（薬剤師）
▽申込方法 住所・氏名・電話番
号・子供の年齢・性別、託児
（１歳以上の未就学児・先着順）
希望の方は子供の氏名を電話で
左記問合せ先へ
月 日㈬
▽申込締切日
▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１２１５

−

医療機関の空き状況により、受
診できない場合があります。

11 −

▽場所・申込み・問合せ
・永寿総合健診・予防医療センタ

ー（東上野３ ３ ３ プラチ
ナビル２階、土・日曜日・祝日
を除く午前 時～午後４時
分）
☎（３８３３）８４０７
・鶯谷健診センター（根岸２
、土・日曜日・祝日を除く
午前９時〜午後５時）
−
19

25

11

▽対象 区内在住の２～ 歳で、
麻しん・風しん両方またはどち
らかにかかったことがなく、麻
しん風しん定期予防接種を法定
期間内に接種できなかった方
▽実施方法 接種を希望する方に
予診票を発行
※希望する方は左記問合せ先へ
▽実施場所 区内協力医療機関
▽問合せ 台東保健所保健予防課
予防担当
☎（３８４７）９４７１

40

11

11

301

１年に１度、胃・肺・大
腸がん検診を受診しまし
ょう（予約制）

▽対象 区内在住の 歳以上の方
（喀たん検査は 歳以上、条件
あり）
▽内容 胃部・胸部Ｘ線検査（胃
・肺）
、喀たん検査（一定条件
者・肺）
、便潜血検査（検便・
大腸）

※大腸がん（便潜血検査）検診は、

50

無料健康相談

30

40

15

30

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
予(約制 )

▽日時
月８日㈬午後２時 分
～４時 分（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、
更年期や月経障害、不妊などで
お困りの方
▽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
20

▽期間
月１日㈬～ 日㈭
※休診日・診療時間外は除く

▽場所 「無料健康相談」のポス
ターが掲示されている区内の医
院・診療所・病院
▽対象 台東区の国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度加入者
▽内容 医科・歯科全般の健康相
談・保健指導
▽相談方法 国民健康保険被保険
者証または後期高齢者医療被保
30 11

11

24

第 1191 号

・
「もしかして、虐待かな？」と
思ったらご相談ください
子供虐待についての相談や連絡

▷問合せ 健康課医療連携担当
☎（5246）1215

110

24

・オレンジリボン
を知っていますか

で 検索

ひまわり

を、 時間電話で受付けています。
月１日㈬
連絡した人が特定されないよう、 ▽日時
午後３時～４時

・東京都医療機関案内サービス
ひまわり 区ホームページから

オレンジリボン
は「 子供虐待のな
い社会の実現」を目指す運動のシ

三ノ輪口腔ケアセンター
歯科診療所に通院が困難な方に、歯科衛生士
が電話や自宅への訪問による相談対応、訪問し
てくれる歯科医等を紹介しています。
▷相談受付時間 月・火・木・土曜日午前10時
～午後5時※祝日・年末年始を除く
▷場所 三ノ輪福祉センター8階（三ノ輪1－
27－11）
▷相談受付電話 ☎（5603）2235

身近なお医者さん で 検索

東京都

11

秘密は固く守られます。ためらわ
ずに左記連絡先へ、お電話くださ
い。

台東区在宅療養支援窓口
在宅療養生活における医療・看護・介護のご
相談をお受けします。
▷相談受付時間 月～金曜日午前9時～午後5時、
土曜日午前9時～正午※祝日・年末年始を除く
▷場所 区立台東病院2階（千束3−20−5）
▷相談受付電話 ☎（5603）0235

児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９
緊急の場合 警察 番
▽連絡先・問合せ 日本堤子ども
家庭支援センター
☎（５８２４）２５７１

台東区

区の相談窓口をご利用ください

▽連絡先 台東区要保護児童支援
ネットワーク （ 時間受付）
☎（３８７５）１８８９

具合の悪くなったとき、自分の今まで
にかかった病気やからだの状態を知っ
ている医師、歯科医師、薬剤師がいれ
ば安心です。
●かかりつけ医・かかりつけ歯科医・
かかりつけ薬剤師（薬局）をお探しの
方は、台東区の身近なお医者さん（医
療機関マップ）または下記ホームペー
ジをご覧ください。
・区ホームページから

ンボルマークです。
区では、児童相談センターや警
察、民生委員、児童委員などと協

お持ちですか かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師

力して要保護児童支援ネットワー
クを構成し、子供の虐待防止に取
り組んでいます。
・オレンジリボンツリーの展示

メッセージカードに児童虐待防
止の願いを書いてツリーに飾って
ください。
▽日程・場所 ① 月１日㈬～８

（5） 平成29（2017）年 10月20日

今日からはじめる糖尿病予防
●11月14日は世界糖尿病デー

●糖尿病予防と健診を受けよう

台東区では40歳～74歳の方の、 キャンペーン
およそ4人に1人は糖尿病有病者ま 食事診断ができる食育SATシステ
ムや健康度測定コーナー、タバコや
たは予備群です。
・症状が現れた頃にはかなり進行し がんに関する展示を行います。
ています 糖尿病は血糖値の高い状 日時 11月9日㈭午前10時～午後4時
態が続いてしまう病気です。初期に 場所 生涯学習センターアトリウム
は自覚症状がほとんどありません。
悪化すると、血管がもろくなり、さ
まざまな合併症が引き起こされます。

怖い！
三大合併症を放っておくと…
失明
血液透析
下肢切断

▲食育ＳＡＴシステムのイメージ

・糖尿病の血液検査
HbA1c（NGSP値）
5.5%以下
5.6～6.4%
6.5%以上

正常
要注意
要受診

HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）とは？
採血前1〜2か月間の血糖値の平均的な状態を
反映しています。

※糖尿病に関する情報は
区ホームページでもご
覧になれます。

●糖尿病予防教室～「血糖値が
高い」と言われたら～（要予約）

糖尿病の基礎知識から、予防する食
事のコツ（試食あり）
、家庭でもで
きる手軽な運動まで、まるごと学べ
る教室です。 日時 11月28日㈫午
前10時30分～午後0時30分ごろ
場所 台東保健所3階 対象 区内在住
のおおむね75歳未満で初めて参加
する方 定員 30人（先着順）
持ち物 飲み物※運動できる服装で参
加 申込方法 電話で下記問合せ先へ
問合せ

台東保健所保健サービス課
☎（3847）9440

【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

（7） 平成29（2017）年 10月20日

催 し も の など

第 1191 号
台東区芸術文化支援制度対象企
画「花火」

10月5日号9面「催しものなど」に掲載

日時 12月9日㈯午後1時30分開場、2時開演
場所 浅草公会堂

出演 中川英二郎、佐藤秀

ふれ愛♥台東まつり（特別養護
老人ホーム台東主催）

也とサウンドシャワー、たいちゃんず、

地域の方々や特養に興味のある方、どなた

で行われる花火大会の会議の様子を描く演

名知玲美

でも参加できます。日時 11月19日㈰午前

劇公演を、実際に築100年を超える上野桜

円、当日2,000円

100年以上続く老舗の旅館を舞台に、そこ

おわびと訂正

リを目指し、名演奏を繰り広げます。

入場券（全席自由）前売1,500
前売券 チケットぴあ

10時～午後3時

内容 太鼓の演奏、落語

の下記記事の「日時」に誤りがありました。

木の市田邸で開催します。 日程 ①12月5

（ ☎0570－02－9999・Pコ ー ド343－

（かつしか落扇指南所）
、
新鮮野菜の詰合せ、

正しくは下記の通りです。おわびして訂正

日㈫・6日㈬・9日㈯・10日㈰・11日㈪

390）
、浅草公会堂、区役所9階④番文化

ホーム喫茶、射的・ヨーヨー釣りコーナー、

します。

②8日㈮・12日㈫・13日㈬ 時間 ①午後2
時、7時30分 ②午後7時30分 場所 市田

振興課、下記財団事務局で販売

大抽選会、施設見学会等※新鮮野菜の詰合

区内在住か在勤(学)の方を抽選で10人ご招待

せ・ホーム喫茶は有料、時間等詳しくは下

邸（上野桜木1－6－2） 入場券 一般2,500

はがきに「広報たいとう浅草JAZZコンテ

記問合せ先へ

円、学生2,200円（受付で学生証提示）
、

スト観覧希望」
・希望人数（2人まで）
・住

人ホーム台東☎（3834）4435

平日マチネ（昼公演）は300円引き※水

所・氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤

日時 10月21日㈯～11月5日㈰午前9時～

素74％ホームページで10月28日㈯から販

務先（学校）名・所在地を書いて下記問合

午後8時 場所 浅草文化観光センター7階

売 問合せ 水素74％田川

せ先へ

問合せ 都市交流課世界遺産担当

☎090（4810）1337

問合せ 〒110－0004

☎（5246）1193

台東区文化振興課☎（5246）1328

11（公財）台東区芸術文化財団

日時 12月6日㈬午前9時老人福祉センター

☎（5828）7591

前出発、午後5時帰着予定 対象 区内在住
の60歳以上の方 定員 46人（抽選）

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

男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
０歳児とのふれあいあそび」

台東アートギャラリーに「法隆
寺金堂壁画」の模写作品等を展
示します

日時 11月18日㈯午前10時30分～11時50

期間 11月10日㈮まで

分

東アートギャラリー

場所 生涯学習センター4階こども室

場所 区役所1階台
展示作品 「法隆寺金

ふりがな

申込締切日 11月10日㈮（必着）

台東区下谷1－2－

伝統芸能講座「初心者のための
狂言セミナー」
日程（全4回）①平成30年1月16日㈫

23日㈫ ③27日㈯ ④30日㈫

②

時間 ①

ゆとり教養講座「バスハイク山
梨県立リニア見学センターの見
学」

費用 3,378円（バス代・高速代・保険料・
入館料含む） 申込締切日 11月17日㈮
申込み・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

堂壁画6号壁 勢至菩薩」髙橋新三郎氏、
「法

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

隆寺金堂壁画6号壁 阿弥陀如来」新井政明

そびほか※女性保護者向けのワークショッ

氏、
「法隆寺金堂壁画6号壁 観音菩薩」藁

③喜多能楽堂（品川区） 対象 区内在住か

老人クラブの会員と一緒に、楽しく身体を

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・玉

谷実氏 問合せ 文化振興課

姫児童館職員

☎（5246）1153

在勤・在学の18歳以上で、全日程参加で
きる方 定員 30人（抽選） 内容 狂言の基

動かしましょう。 日時 12月1日㈮午前
10時（9時45分受付開始） 場所 台東リ

礎知識、代表的な演目の解説、喜多能楽堂
での鑑賞ほか 講師 山本泰太郎氏（狂言師

バーサイドスポーツセンター第2競技場

合せ先へ

申込方法 電話か直接下記問

申込開始日 10月20日㈮

朝倉彫塑館 開館50年特別展
猫百態―朝倉彫塑館の猫たち―

問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

②④午後6時30分～8時 ③午後0時30分

場所・問合せ 特別養護老

（狂言鑑賞） 場所 ①②④台東区民会館

輪投げ大会

対象 区内在住の60歳以上で、老人クラブ

・狂言方大蔵流） 費用 8,000円（4回分・

に未加入の方 定員 30人（先着順）

関連イベント 11月

狂言鑑賞代含む） 申込方法 はがき（1人1

問合せ 健康課☎（5246）1214

8日㈬昇降台稼動、15日㈬ギャラリートー

枚）に講座名・郵便番号・住所・氏名・年

ク※詳しくは朝倉彫塑館ホームページをご

齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤

豊後大野市に滞在して、その魅力を発信し

覧になるか下記問合せ先へ

務先（学校）名・所在地を書いて下記問合

●「花の心プロジェク

てくれるモニターを募集します。
実際に
「来

前9時30分～午後4時30分（入館は4時ま

せ先へ

ト」ハンギングバスケッ

て」
「見て」
「触れて」豊後大野を体験して

で） 入館料 一般500円、小中高生250円

問合せ 〒110－0004

ください。

※障害者手帳・特定疾患医療受給者証をお

－11（公財）台東区芸術文化財団

壁などに掛けて、空中

持ちの方とその介護者は無料 休館日 月・

☎（5828）7591

を花で飾る立体的な寄

友好都市大分県豊後大野市から
「お試し滞在モニター募集」

滞在期間 12月4日㈪～27日
㈬の間で希望する連続7日間 場所 豊後大

野市が指定するお試し滞在施設

対象 区

期間 12月24日㈰まで

開館時間 午

木曜日（祝日の場合は翌日）※入館時は靴

内在住の20歳〜60歳で、ブログ、facebo

を脱いで靴下着用

ok、インスタグラム等いずれかのSNSを

塑館☎（3821）4549

場所・問合せ 朝倉彫

個人的に開設している方※20歳未満同行
可 定員 1組（4人まで） 費用 滞在期間中

一葉記念館から

ふりがな

申込締切日 12月1日㈮（必着）

台東区下谷1－2

浅草・うた散歩－ファイナル－
～唱歌や童謡など懐かしい日本
の歌をあつめて～
表現力やハーモニーに定評のある女声アン

の食費、交通費、お試し滞在施設利用料を

園芸講習会

トを作ってみよう！

せ植えです。 日時 11
月25日㈯午後1時30分
〜3時30分

定員 20人（抽選） 講師 樺

澤智江氏（日本ハンギングバスケット協会
公認講師） 費用 3,000円（材料費）

サンブル「Ｊソロイスツ」を中心とし、第

申込締切日 11月13日㈪（必着）

17回奏楽堂日本歌曲コンクール第1位の

●松竹梅の寄せ植えをつくろう！

11月23日㈷～25日㈯は入館料無料

土崎譲氏（テノール）をゲストとして迎え、

日時 12月9日㈯午後1時30分～3時

申込方法 応募用紙（区ホームページ

①記念講演と朗読（要申込） 日程 11月23

より芸術性の高いプログラムを提供しま

定員 40人（抽選） 講師 上田良就氏（植物

からダウンロード可）に記入の上、郵送か

日㈷ 講師 講演は戸松泉氏（相模女子大学

す。また、歴史を感じられる浅草界隈のパ

研究家） 費用 2,000円（材料費）

ファックスまたは電子メールで下記申込先

名誉教授）
、朗読は水谷八重子氏（女優）

ネル展示も行い、歴史ある浅草・台東区に

申込締切日 11月27日㈪（必着）

②春日会による一葉小唄ごよみ

ゆかりのある企画内容としていきます。

除く施設利用料※自宅から豊後大野市まで
の交通費、お試し滞在施設利用料全額は助
成

へ

申込期間 11月1日㈬～22日㈬

●一葉祭

日時 11

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

月24日㈮午後1時、2時

日時 30年2月17日㈯午後2時開場、2時30

場所 区役所10階1001会議室

後大野市三重町市場1200 豊後大野市地

③文化ボランティアガイドといく「たけく

域創生課☎0974（22）1001

らべ」ゆかりの地めぐり（要申込）

分開演 場所 生涯学習センターミレニアム
ホール 出演 Jソロイスツ（女声アンサン

人1枚）に講座名・住所・氏名・年齢・電

申込み・問合せ 〒879－7198

FAX 0974（22）3361

大分県豊

Eメール bo063

話番号を書いて下記問合せ先へ（電子申請

1枚）に催し名（①か③）
・希望日時・住

草の唄、東京ブギウギほか

効

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

入場券（全席自由）3,000円※未就学児の入

境課普及啓発・みどり担当

合せ先へ※複数名の記入、往復はがきでな

場不可 前売券 チケットペイ、日本声楽家

☎（5246）1323

分、午後2時

問合せ 台東区都市交流課

☎（5246）1264

申込方法 往復はがき（1人

ふりがな

いものは無効、応募多数の場合抽選

協会（☎3821－5166）
、台東区生涯学習
センター、下記財団事務局で販売

申込締切日 11月1日㈬

日時 11月23日㈷午前9時30分～正午

●臨時開館・臨時休館・開館時間延長のお

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

場所 東浅草小学校体育館

知らせ 酉の市の開催に合わせ下記のとお

☎（5828）7591

対象 区内在住

か在学の小学3～6年生と保護者（2人1組）

り変更します。 臨時開館 11月6日㈪

※子供のみの参加不可、弟・妹であれば小

臨時休館 11月7日㈫

学1・2年生も一緒に参加可 定員 100組
（抽選） 工作内容 偏光板を使った万華鏡、
空気砲バズーカバージョン、ファラデー
モーター

申込方法 区立小学生は各学校

を通じて申込み、それ以外の方は電話で下

開館時間延長 11月6

日㈪・18日㈯・30日㈭は午後7時まで（入
館は午後6時30分まで）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒110－0012

台東区竜泉3－18

－4 一葉記念館☎（3873）0004

記問合せ先へ（電子申請可）※当日の様子
を写真・動画で撮影し、区の広報等で紹介

第37回浅草JAZZコンテスト

します。ご了承の上お申込みください。
申込締切日 11月2日㈭

問合せ 子育て・

若者支援課青少年担当☎（5246）1341

申込方法 往復はがき（1

ブル）
、土崎譲（テノール）
、山口佳代（ピ
アノ） 曲目 日本唱歌四季のメドレー、浅

日時（出発予定）11月25日㈯ 午 前10時30

000@city.bungoono.lg.jp

親子ふしぎ発見塾
～科学で遊ぼう～

在住か在勤の方

対象 区内

可）※複数名の記入、複数回の申込みは無
問合せ 〒110－8615

台東区役所環

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「ビオトープ開放」
ビオトープに暮らしている生き物や植物を
観察します。 日時 毎週火曜日午前10時

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

30分～11時30分、毎週金曜日午後3時～

日程・実演者（業種） 11月3日㈷～6日㈪

よい服装で参加、未就学児は保護者同伴、

4時 場所 精華公園ビオトープ※汚れても

片山晴夫（東京桐たんす）
、11日㈯・12

天候により中止の場合あり

日㈰田部井稔（金銀砂子画）
、18日㈯・

ふれあい館ひまわり環境学習室

19日㈰藤井直行（袋物）
、25日㈯・26日

☎（3866）2011

㈰石黒昭雄（東京銀器）
、30日㈭長尾次朗
（木版彫刻） 実演時間 午前11時～午後5

リサイクル

時

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

問合せ 環境

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

全国から予選を勝ち抜いたボーカル・バン

☎（3842）1990

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ド部門のジャズプレーヤーたちがグランプ

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

【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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ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

体育館※運動のしやすい服装でお越しくだ

※本がなくなり次第終了 場所 根岸社会

③1月30日㈫午前10時～正午 場所 ①台

パネルに掲示しています。

さい。 対象 区内在住（学）の小・中学生

教育館ホール 問合せ 根岸図書館

東保健所 ②区民館、地域包括支援センタ

ゆずります 電動マッサージチェア、テー

定員 10人（先着順） 費用 800円（2回分
・保険料） 申込期間 10月21日㈯～11月

☎（3876）2101

ブル、チェスト

ー等 ③区役所6階会議室 対象 区内在住
の50～60歳の方 内容 ①ころばぬ先の健

ゆずってください サークルベット、自転

14日㈫

車（18～20インチ）
、ベビーベット

会台東スポーツ少年団）☎（3805）9900

※上記の情報は10月1日現在の内容です。

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

詳しくは、下記へお問合せください。
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

講師・申込み 岩田正人氏（拳心

講 座・相 談 会 など

先輩サポーターよりメッセージ等
講師 ①宮畑豊氏（トレーニングセンターサ
ンプレイ代表） 申込締切日 11月24日㈮

くらしに役立つ講座

幼児のための水泳教室第4期

康体操の体験 ②活動見学（複数回） ③

申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

お水慣れからクロールまでのレベル別グ

●本当に必要？その生命保険 日時 11月

日時 ①

ループレッスンです。 日程 12月3日㈰・

18日㈯午後2時～3時30分

11月19日㈰午前10時～午後4時 ②26

10日㈰・17日㈰（全3回） 時間 Aクラス

習センター301研修室

日㈰午前9時～午後5時 場所 花川戸公園

は午前9時～10時、Bクラスは午前10時～

命保険文化センター

※車での来場不可、天候により中止の場合

11時

対象 3歳以上の未就学児 定員 各
24人（抽選） 講師 野村不動産ライフ＆ス

●どう準備する、わが家の教育資金

日時 11月21日㈫午前10時～正午

日時 11月30日 ㈭ 午 前10時30分 ～11時

場所 生涯学習センター

出店料 ①2,000円（事前支払いした区内在

ポーツ 費用 4,000円（3回分・保険料含

30分 場所 生涯学習センター407研修室

在勤の方 定員 80人（先着順）※託児あ

住の方は1,500円） ②1,500円

む）※レッスン後の利用は延長料金が必要

講師 台東区消費生活相談員※託児あり（1

り（1歳以上の未就学児・10人） 講師 阿

申込み・問合せ ①リサイクル推進友の会

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名・

歳以上の未就学児・6人・先着順・締切11

部秀樹氏（臨床発達心理士スーパーバイ

（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後

希望クラス（AかB）
・住所・氏名・電話番

月21日㈫）

ザー） 申込締切日 11月17日㈮（託児希

ルショップ☎（3866）8361
●フリーマーケット出店者募集

あり

出店数（予定）①40店

②20店

4時まで）☎（3412）6857 ②里彩く

号・泳力レベルを書いて下記問合せ先へ

るカエル倶楽部（土・日曜日・祝日を除く

※往復はがき返信後、来館手続きあり

午前10時～午後7時まで）

申込締切日 11月14日㈫（必着）

☎090（3068）3534

場所・問合せ 〒110－0015

問合せ 台東区清

掃リサイクル課☎（5246）1291

霧ヶ峰学園宿泊バスツアー「八
ヶ岳アイス食べ放題といちのみ
や野菜つめ放題に桔梗屋アウト
レット等」
（1泊2日）
日程 11月18日㈯～19日㈰

場所 生涯学

講師 （公財）生

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 各50

人（先着順） 申込方法 住所・氏名・電話

台東区東上

先（学校）名・所在地、託児希望の方は子

☎（3842）5353

供の氏名・年齢・性別を電話かファック
スで下記問合せ先へ

問合せ くらしの相

ファッション・マーケティング
講座

族の青年忍者・丸子笹之助が巡っていく各
地。近江、甲斐、信濃、常陸、駿河、遠江、

日時 11月29日㈬午後6時30分～8時

含む、子供料金あり）※詳しくは、少年自

三河、尾張の舞台、その現在を紹介します。

対象 区内在住か在勤（学）の方

然の家霧ヶ峰学園ホームページをご覧くだ

期間 10月20日㈮～12月20日㈬

人（先着順） テーマ 2018年秋冬のファッ

㈱☎（5302）0200

家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257 台東
区学務課校外施設係☎（5246）1422

文庫☎（5246）5915

図書館のこども室から

工作教室「紙ひこうき」

定員 30

ショントレンドと市場予測～ヨーロッパ素

無料建築相談室
耐震診断、家の建替えやリフォーム、建物
日時 11月2日㈭・12月7

日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

マンションのトラブル・管理・
修繕に関する無料よろず相談室
（予約制）

材展から秋冬のファッション素材傾向の解

日時 11月16日㈭午後1時30分～4時15分

説～ 講師 諸橋利枝氏（ファッションコー

対象 区内のマンション所有者

ディネーター） 費用 1,000円

●読書週間イベント「本の福袋」 絵本や

☎（3842）2671

が応じます。

人 費用 大人17,000円（1泊4食・交通費

場所・問合せ 中央図書館池波正太郎記念

申込み・問合せ 松が谷福祉会館

の共同化など、建築に関する相談に建築士

か在勤の方 定員 45人※最小催行人数20

問合せ 少年自然の

望者は11月10日㈮）

FAX （5246）1139

武田信玄暗殺の密命をうけた、甲賀山中一

申込み・問合せ 富士急トラベル

対象 区内在住か

談課消費者担当☎（5246）1144

対象 区内在住

さい。

講演会「発達障害を学ぶ（入門
編）
」

（ファックス）番号、在勤（学）の方は勤務

野6－16－8 清島温水プール

池波正太郎記念文庫写真展
～池波作品の舞台は今！「夜の
戦士」～

☎（5246）1295

定員 6組

（1組45分程度、先着順） 相談員 弁護士

ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・年代・電話

か一級建築士

申込締切日 11月14日㈫

読み物などを、中身が分からないように包

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

日時 11月26日㈰午後1時30分～3時30分

んで貸出しします。また、中高生向けのグ

・所在地をはがきかファックスで下記問合

⑩番）☎（5246）1468

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

リーンコーナーでは、本の中の一文だけを

せ先へ

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

表示した「ヤミナベ本」を貸出しします。

年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材

※無くなり次第終了

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに

10月27日㈮、第2回は11月3日㈷

☎（3872）6780

場所 中央図書館こどもとしょしつ・グリー

FAX （3871）9525

ふりがな

「11月工作教室」希望・住所・氏名・電話
番号・学校（園）名・学年を書いて、下記

ンコーナー

問合せ先へ

☎（5246）5911

申込締切日 11月13日㈪（必

着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習セ
ンター生涯学習課☎（5246）5815

シッティングバレーボール体験
会

貸出開始日 第1回は

問合せ 中央図書館児童担当

●あかちゃんえほんタイム 日時 11月20
日㈪午前10時15分、11時 対象 区内在住
の平成28年5月20日～29年5月19日生ま

申込締切日 11月22日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター

期間 12月20日㈬まで

未来の輝くシニアライフのため
の体操ボランティア（ころばぬ
先の健康体操サポーター）養成
講座

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）
場とも同内容

ま行う6人制のバレーボールです。

中央図書館では受付しません。※申込みは
問合せ先へ

日時 11月4日㈯午前9時45分～11時30分
場所 たな

内用運動靴

申込締切日 11月22日㈬

申込み・問合せ スポーツ振興課

☎（5246）5853（電子申請可）

小・中学生のスポーツ初心者教
室「空手」
日程（全2回）①11月21日㈫
時間 午後7時～8時30分

②28日㈫

場所 谷中小学校

書館専門員） 問合せ 中央図書館郷土担当

3日

白鷺の舞（浅草寺境内）

6日

火渡りの神事（秋葉神社）

転倒予防体操を指導するボランティアにな

6・18・30日

るための養成講座です。運動が苦手という

23～25日

酉の市（鷲神社・長國寺）

一葉祭（一葉記念館）

方でも大丈夫です。 日時 ①11月29日㈬

25・26日

靴のめぐみ祭り市（玉姫稲荷

午前10時～正午 ②12月～30年1月ごろ

神社）

子ども家庭支援センターの催し

対象 区内在住か在勤

加ください。 持ち物 運動できる服装、屋

定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

<11月>

場所・問合せ 寿子ども家庭

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します

介助者が必要な方は介助者同伴の上、ご参

場所 生涯学習センター504教育研修室

申込開始日 10月27日㈮※

支援センター☎（3841）4631

（学）の方※健常者・障害者を問いません。

日時 12月14日㈭午後1時30分～2時

☎（5246）5911

保護者に限る。 申込方法 電話か直接下記

かスポーツプラザ

●専門員によるスライド・トーク

※子供1人につき1回まで※いずれの回・会

シッティングバレーボールとは、座ったま

日時 11月23日㈷午後2時～4時

企画展「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～」

催し名

日時

にこにこ人形劇
11月29日㈬
「かえるくん・かえ
午前10時30分～11時30分
るくん」
一緒に歌おう！！音
11月16日㈭
楽の「わ」コンサー
午前10時45分～11時30分
ト
ピラティス

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

日本堤子ども家庭支援センター
区内在住の0～3歳の子 40組 10月27日
「にこにこひろば」
供
（先着順） ㈮
☎（5824）2535
台東子ども家庭支援センター
区内在住の0～3歳の子 100組 10月27日
「わくわくひろば」
供
（先着順） ㈮
☎（3834）4577

11月21日㈫
寿子ども家庭支援センター
区内在住の①0～5か月 各12組 10月27日
①午前10時15分～10時45分
「のびのびひろば」
②6～11か月の子供
（先着順） ㈮
②午前11時～11時30分
☎（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。
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11月5～11日
※5～8日は放送時間を上記のとおり変更します

ほか
▽場所 ・ 問合せ 上野学園大学
（東上野４
）
☎（３８４２）１０２０

●第 回「台東区の在宅医療を考
える会」

午前 時～午後４時
▽定員 木版画・銅版画で各 人
程度（先着順）

の意見交換会や相互連携について
の講演会を実施します。
月 日㈪
▽日時
午後７時～９時

在宅医療に関する医師・看護師
・ケアマネジャー等医療福祉関係
に従事する方を対象に、多職種間

後２時～３時 分
▽場所 浅草公会堂
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール
▽定員
人（先着順）

▽費用 ２千円（材料費）
▽申込方法 木版画・銅版画の希
望・住所・氏名・電話番号を電話

▽内容 ①火災予防業務協力者表
彰式 ②防火防災落語（春風亭
一之輔氏）
、お楽しみ抽選会（先

▽問合せ 浅草医師会
☎（３８４４）０５７６
●税理士による「税の無料相談」

●浅草防火のつどい
月７日㈫
▽日程
▽時間 ①午後１時～２時 ②午

着 人）
▽問合せ 浅草消防署予防課
☎（３８４７）０１１９

▽問合せ 浅草医師会

かファックスで左記問合せ先へ
月 日㈯
▽申込締切日
▽場所・問合せ （一社）太平洋
美術会（荒川区西日暮里３ ７
）
☎（３８２１）４１００
（３８２１）７３１９
●だだっこ寄席
月 日㈷午後１時 分
▽日時
開場、２時開演
▽場所 寿区民館多目的ホール
人（先着順）
▽定員
▽問合せ 豊福
☎０８０（５４９８）１７７３

●「和裁を楽しむ会」それぞれ自
由な素材で作ります
▽日時 月曜日（月２回）
午後６時〜８時
▽場所 今戸社会教育館ほか
▽会費 月額３千円
▽問合せ 岩下
☎（３８７４）２９５８
●谷中だんだん句会
▽日時 第４土曜日
午後１時 分～５時
▽場所 谷中初四町会会館（谷中
１）ほか
３
▽会費 月額 円
会
☎（５８１９）０２６７
●第２回在宅ケア区民公開講座
「落語で笑って考えよう～高齢者
の健康生活５ヶ条～」
月 日㈪
▽日時
午後５時～６時 分
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール
▽定員
人（先着順）
▽講師 林家源平氏（落語家）

11
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会 員 募 集
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催しものなど
●上野学園大学・同短期大学部学
園祭「櫻樹祭」
月４日㈯午前 時～午
▽日時
後６時、５日㈰午前 時～午後
５時 分
▽内容 演奏会、模擬店、バザー
●消防体験フェア
もし、
「家族が倒れたら」
「火事
になってしまったら」
「地震が起
きたら」
、その「もし」の場合の
対応について学びましょう。
月 日㈯
▽日時
午前 時～午後３時
▽場所 上野公園噴水広場北側
▽問合せ 上野消防署
☎（３８４１）０１１９
●裁判所の調停委員による無料調
停相談会
土地建物、金銭問題、家庭内・
近隣問題、交通事故など、無料で
調停手続の相談に応じます。
月 日㈯
▽日時
午前 時～午後３時 分
▽場所 すみだ産業会館９階（墨
）
田区江東橋３ ９
▽問合せ 東京民事調停協会連合

・上野支部
▽日程 ① 月 日㈪・ 日㈫
② 月 日㈭・ 日㈮
▽時間 午前 時～午後３時
▽場所 ①松坂屋上野店（上野３
５） ②都営地下鉄大江
戸線上野御徒町駅
▽問合せ 東京税理士会上野支部
☎（３８３１）８８５１
・浅草支部
月 日㈪～ 日㈭
▽日時
午前 時～午後４時
▽場所 浅草税理士会館会議室
（蔵前３ ４ ５）
▽問合せ 東京税理士会浅草支部
☎（３８６２）５８５５
●不動産セミナー
月 日㈯
▽日時
午後１時 分～４時 分
▽場所 東武ホテルレバント東京
４階「錦」
（墨田区錦糸１ ２
２）
▽内容 第１部「今どきの気象災

▽問合せ 大菅
☎０９０（４７００）２３９５
●長唄三味線サークル（初心者歓
迎・見学可）
▽日時 木曜日（月２回）午後６
時～８時 分のうち１時間
▽場所 根岸社会教育館ほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 金子（午後６時以降）
☎０９０（９９６７）０４２６

●陸上自衛隊高等工科学校生徒募
集 ①推薦 ②一般
▽期間 ① 月１日㈬～ 月１日
㈮ ② 月１日㈬～ 年１月９
日㈫
▽応募資格 ①中学校卒業（見込
含）以上 歳未満の、成績優秀
かつ生徒会活動等に顕著な実績

を修め、学校長が推薦できる男
子 ②中学校卒業（見込含）以
上 歳未満の男子
▽試験日
・１次試験 ① 年１月６日㈯～
８日㈷のいずれか１日 ②１月
日㈯
・２次試験 ②２月１日㈭～４日
㈰
※自衛官候補生は引続き受付中。
資料請求は左記へ。
▽申込み・問合せ 自衛隊台東出

張所☎（３８３１）３５５５
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害と暮らし、住まい」
、第２部
「相続税の大増税時代とは？
不動産対策として 」
▽定員
人程度（先着順）
▽問合せ （公社）全日本不動産
協会東京都本部城東第二支部
☎（６６５８）８５２６
●版画講習会「賀状版画＆小さな
作品を作ってみませんか」
月 日㈷
▽日時
☎（３８４４）０５７６
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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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12～30日、12月1～2日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
Ａ ①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●こんにちは区長です（5分）
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分（5～8日は午前7時5分） らせ
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
12～18日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知 ●第40回 東上野地区大運動会（20分）
B
らせ
C
●第32回 台東区小学校連合運動会（20分）
●台東区映像アーカイブ 台東区発足70周年記念作
19～25日
B
品ダイジェスト版（14分）
B
●台東区発足70周年記念式典（40分）
●見たい知りたい文化財 東京国立博物館本館（6分）
26日～30日、12月1～2日
午前9時34分（5～8日は午前7時34分）
B
●平成29年度 台東区総合防災訓練（14分）
C
●第18回 谷中まつり（20分）
●台東区の伝統工芸③（6分）
午前9時34分

−
24
−
12
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11
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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・5時台・9時台
※5～8日は放送時間を下記のとおり変更します
A 午前7時 B 午前7時20分 C 午前7時40分
《再放送》※5～7日は午後7時台・9時台・11時台 ※8日は午前9時台・午後7時台・9時台
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11

11

11

300

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

11月の区役所 制作番組案内

10

C

●第37回 馬道地区大運動会（20分）

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が 月３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。
台東区オリジナル婚姻届の作成
について ほか６件

平成29（2017）年 10月20日
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30

第 1191 号 （8）
広報

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

