文化の振興に関し特に功労顕著な方の栄誉をたたえること
を目的とした「文化功労栄誉章」を創設し、浦井正明氏を
顕彰しました。

▲︎東京藝術大学澤和樹学長らによる記念演奏

勲功区民７名、文化功労栄誉章１名、
区政功労者７分野 名を表彰しました

台東区発足 周年記念式典を行いました
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▶︎

区に貢献し、功労が顕著な方を表 ・教育功労者（ 名）
彰しました。
善平朝昭、小川淳子、木村泰朗、
（順不同、敬称略）
三浦啓一、中川房枝、稲田輝明、
●勲功区民（７名）
馬場英一、大森幸江、中西トキワ、
故・飯村恵一、故・吉住弘、故・ 片山隆、坂本和矢、石村宣弘、稲
木村肇、藤平一雄、田口治喜、實 石美知子、宮路和江、安藤孝一、
川利隆、石山和幸
轟貴美江、加藤節子、藤原位、野
●文化功労栄誉章（１名）
澤邦嘉、中田秀弘、蓑和和昭、圡
浦井正明
方みゆき
●区政功労者
・商工観光功労者（４名）
・自治功労者（ 名）
酒井隆、野原洋一、齋藤旺子、森
宮島豊、苅谷恒雄、真貴田雄一、 將
小野寺脩、塙健司、松本孝治、勝 ・社会福祉功労者（ 名）
又澄子、加藤サカヱ、本間昭男、 大場和子、寺島紀子、内野幸子、
服部敏彦、金子洋子、高橋由浩、 元田陽子、渡邉英子、續道雄、重
肥田木享、鈴木德太郎、肥田野四 田正英、城所功文、飯田洋一、大
郎、猪又美之、倉田淳一、青木秀 登剛、佐古新、青木主税、坂田由
久、 谷好男、中村和夫、松原喜 美子、藤谷美和子、八木紀子、大
一郎、里見勝弘、本間俊男、豊田 関由利子、恩田興一、佐藤美和子、
隆、佐藤明弘、鈴木千代子、四野 椎名美恵子、竹内麻貴、伏見幸子
宮喜代子、石綿武、内田秀雄、長 ・保健衛生功労者（２名）
谷川和也、小玉信二、吉野佑一、 椿哲朗、江口潤
河瀬健郎、加藤郁男、横田幸一、 ・人命救助者（２名）
杉山年昭、立川浩司、深谷和美、 髙橋二三士、山本和美
萬勝巳、志村泰利、澤野公章、⻆ ・金品寄贈者（３名）
佐藤フジエ、伊藤亜古、中祐一郎
田正信、江口方弘、田中龍児

98

区内小中学生を対象に「 年後の台東区」をテ
ーマとした作文を募集し、３千 名の応募の中か
ら次の児童・ 生徒を表彰しました（敬称略）
。
・小学校低学年（応募当時）の部
最優秀賞 塩入咲季
優秀賞
小出清美、平田優佳
・小学校高学年（応募当時）の部
最優秀賞 吉岡千京
優秀賞
朝日勇登、新井京ノ輔
・中学校（応募当時）の部
最優秀賞 宮澤宝実
優秀賞
古田美樹、富森礼香

作文コンクールで９名を表彰しました

44

615

22

21

70

昭和 年３月 日に旧下谷区と旧浅草区が合併し、台東
区が発足して今年の３月で 周年を迎えました。それを記
念して 月 日、台東区発足 周年記念式典を浅草公会堂
で行いました。第１部では、勲功区民、文化功労栄誉章、
区政功労者の各表彰、
区政功労感謝状の贈呈等、
第２部では、
小中学生による作文コンクールの表彰、東京藝術大学によ
る弦楽アンサンブル演奏を行い、およそ 名の方にご来場
いただきました。
▽問合せ 総務課☎（５２４６）１０５２

文化功労栄誉章を顕彰しました

70

70

▲︎勲功区民被表彰者（右から故・吉住弘様御令室 恵子氏、
田口治喜氏、實川利隆氏、石山和幸氏）

世 帯 数

115,635 （−35）
人

195,649 （−6）
口

22

10

22

15

750

前月比
住民登録

広報
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区の世帯と人口（10月1日現在）

No.1192
平成2９（201７）年

お知らせ
月 に 自 動 交 付 機の

策定にあたり、第１ ２回基本
構想策定審議会小委員会を開催し
ます。
小委員会では、審議会での議論
を踏まえ、基本構想中間のまとめ

都市間交流事業助成
～ 文 化・ス ポーツ 等の 地
方の団 体と交 流 を考 えて
いる方へ～
平 成 年第４回台東区議
会定例会が始まります
本会議や委員会は、どなたでも
傍聴することができます。

▽申込締切日
月１日㈮
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１４４７
（５２４６）１５１５

福祉
（高齢・障害）

申込受付日
申込書
配布場所

～地震に備えて～家具転
倒防止器具の給付・取り
付けをします

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の
方 ① 歳以上の高齢者のみの
世帯 ② 歳以上の高齢者が在
宅で生活し、世帯全員の住民税
が非課税の世帯
▽内容 家具転倒防止器具を無料
で１世帯３点まで取り付け（１
回限り）
▽申込方法 本人確認書類（介護
保険被保険者証等）
、印鑑、家
主の承諾書（賃貸住宅の場合の
み）を持参し、左記の窓口へ申
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

認知症高齢者の専門相談
（予約制）

認知症でお悩みの方や家族の方
の相談に、精神科医師が応じます。
▽日時 第２ ４金曜日午後２時
～４時（１人 分程度）
▽定員 各２人（先着順）

▽申込締切日 相談日の前々日
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課
☎（５２４６）１２２５

申込方法

今年

☎（５２４６）１４７３

平 成 年台東区観光カレ
ンダーを販売します
区内の観光名所を描いた浮世絵
のカレンダーです。
月 日㈫
▽販売開始日
▽販売場所 区役所１階「ＳＨＯ
Ｐたいとう」
、浅草文化観光セ
ンター、
朝倉彫塑
館、下町
風俗資料
館ほか
▽規格 縦 ×横 センチメート
ル
▽価格 １千円
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

「スターの手型」
パンフレッ
ト に 広 告 を 掲 載 し ま せん
か
▽パンフレット配布場所 浅草公
会堂、区役所９階③番観光課

選考方法

納付・相談窓口開設
●水曜窓口時間延長 日時 毎週水曜日午後7時ま
、国民健
で 場所 介護保険課（区役所2階①番）
康保険課保険料係（区役所2階⑪番）
、同・後期
高齢者保険係(区役所2階⑮番）
、収納課（区役所
3階⑨番）
●日曜開庁 日時 毎月第2日曜日午前9時～午後5
時 場所 戸籍住民サービス課（区役所1階⑤番）
●土曜開庁 日時 平成30年1月27日㈯午前9時～
、
午後5時 場所 国民健康保険課（区役所2階⑪番）
収納課（区役所3階⑨番）

勤務地

※差押物件の主なものには、預貯金・不動産・生命保険等があります。

区民主体の交流を促進し、さら
ぜひ、議会の傍聴にお越しくだ
案について検討を行います。
稼働が終了します
小委員会は、分野ごとに、①子 なる地域の活性化を図るため、区 さい。
月 日㈮～ 月 日㈫
自動交付機稼働終了後、住民票
育て、教育、生涯学習、パートナ 内団体が行う姉妹・友好都市以外 ▽日程
の写しと印鑑登録証明書は、区役
ーシップ分野 ②まちづくり、防 の都市との交流事業にかかる経費 ※会議予定等、詳
しくは区議会ホ
所、区民事務所・同分室の窓口か、 災防犯、健康、福祉分野 ③産業、 の一部を助成します。
ームページをご
マイナンバーカードを使用して全
観光、文化、環境分野の３委員会 ※ 年１月１日～３月 日に実施
する事業で、その都市が行政と
覧ください。委
国の主なコンビニエンスストアで
して推進している事業に限りま
員会の生中継や録画中継を見る
す。
こともできます。
※台東区の姉妹友好都市（墨田区、 ▽問合せ 区議会事務局
宮城県大崎市、長野県諏訪市、
栃木県日光市、福島県南会津町
・会津美里町、大分県豊後大野
市、山形県村山市、オーストラ
リアノーザンビーチ市、オース
トリアウィーン市第１区イネレ
シュタット、デンマークグラズ
サックセ市）との交流事業は対
象外です。
※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽助成額 費用の２分の１（上限
万円）
月 日㈭
▽申込締切日
▽問合せ 都市交流課
☎（５２４６）１０１６

台東区総合観光ガイド
ブック（ 日 本 語 版 ）に 広
告を掲載しませんか
▽配布日（予定） 年３月下旬
▽配布場所 区役所９階③番観光
課、浅草文化観光センター、東
京都観光情報センター（都庁・
羽田空港、京成上野駅）
、ＫＩ
ＴＴＥ、区内外ホテルほか

4,493

538,405

を組織します。
傍聴希望の方は、電話で左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児

台 東 区シル バー人 材セン
タ ー ～ 大 掃 除の 依 頼 を 受
付けています～

難病患者福祉手当をご存
じですか

難病医療費助成制度（国および
都疾病）の対象者で、 歳未満の
方、小児慢性特定疾病医療費助成
制度の対象者で、手当の対象疾病

5,116

19

▽配布部数 ５千部
▽規格 縦７×横８センチメート
ル
▽募集数 ６枠（抽選）
▽掲載料 １枠５千円
▽申込方法 申込用紙を電話かフ
ァックスで下記問合せ先へ請求
して申込み

45

問合せ

収納課☎（5246）1107

問合せ

21

合計

2,593

後期高齢者医療保険料

※手当の受給には、所得制限等の

にり患している方は申請できます。 支給要件があります。詳しくは
左記へお問合せください。
※対象の疾病は、区ホームページ
▽問合せ 障害福祉課給付担当
で確認できます。
☎（５２４６）１２０１

区ではこれらの貴重な財源を確保するため、区民
の皆さんに公平に負担してもらうよう全力で取り
組んでいます。納期内の納付をお願いします。
納付のご案内
バーコード付の納付書は、金融
機関だけでなくコンビニエンスストアでも納付で
きます。また、便利な口座振替をご利用ください
（申込用紙は区役所、区民事務所・同分室で配布）
。
病気・災害・事業での損失
納付が困難な方へ
等の理由で生活が困窮し、納付が困難な場合はす
ぐにご相談ください。分割納付等の相談を受付け
ています。
納期限を過ぎると督促状を送付
滞納した方へ
します。その後10日を経過しても納付がない場合
は、法律にもとづき、預貯金・給与・不動産・生
命保険等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行
う場合があります。

253,868

対象

274,928

889

介護保険料

1,638

国民健康保険料

人数

金額（千円）

臨時的任用教員（幼稚園）
幼稚園教諭普通免許状をお持ちで、国公私
立幼稚園の正規任用教員として1年以上、
または国公私立幼保連携型認定こども園で
満3歳以上を担当する正規任用保育教諭と
して1年以上、もしくは特別区の区立幼稚
園の臨時的任用教員・学級を専任する非常
勤講師として通算1年以上の勤務実績があ
り、昭和32年4月2日以降に生まれた方
23区の区立幼稚園（大田区・足立区を除く）
書類選考、面接※面接は、新規応募者・特
別区立幼稚園の臨時的任用教員として最
近5年間に勤務実績のない方のみ実施
所定の書類（募集案内を参照）を本人が持参
※更新者で過去5年間に区立幼稚園の臨時的任
用教員として勤務実績のある方のみ、郵送によ
る受付可（11月1日㈬～24日㈮〈消印有効〉）
12月4日㈪・5日㈫
各区教育委員会事務局（台東区は区役
所6階①番指導課）か下記問合せ先
特別区人事・厚生事務組合教育委員会事
務局人事企画課（千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）☎（5210）9857

住民税

12

21

35

16,982件

24

11

職種

差押等の内訳
種類

●住民税は、子育て・教育・まちづくりなど、区
民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供
するために欠かせない財源です。
●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介
護保険料は病気やけがをしたときや、介護を
要するときの保険給付に使われています。

29

11

30

51

取得できます。特に土・日曜日や
夜間の利用が見込まれる方は、コ
ンビニエンスストアでの取得が便
利です。ぜひマイナンバーカード
・各５人）
の申請をご検討ください。
▽日時
※申請方法等、詳しくは左記へ
・第１回 ① 月１日㈮午後７時
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
② 日㈪午後７時 ③ 日㈪午
ールセンター（通話料無料、土
前 時
・日曜日・祝日を除く午前８時 ・第２回 ① 月 日㈮午前 時
分～午後５時 分、水曜日は
② 日㈬午後７時 ③ 年１月
午後７時まで、第２日曜日は午
日㈪午前 時
前９時～午後５時）
▽場所 区役所 階会議室
☎０１２０ ０
※ 月 日㈮は台東保健所３階大
- ０２３５１
会議室
全国瞬時警報システム（Ｊ
▽申込締切日
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
・第１回
放送を実施します
① 月 日㈬（託児は 日㈪）
屋外に設置している防災行政無
② 月７日㈭（託児は４日㈪）
線（屋外スピーカー）から全国瞬
③ 日㈭（託児は 日㈪）
時警報システム（Ｊアラート）の ・第２回
起動確認のため、試験放送を行い
① 月 日㈬（託児は８日㈮）
ます。
② 日㈪（託児は 日㈬）
月 日㈫
▽日時
③ 年１月 日㈭ （託児は５
午前 時ごろ
日㈮）
▽放送内容 チャイム＋「これは、 ▽申込み・問合せ 企画課
☎（５２４６）１０１２
Ｊアラートのテストです。
」
（×
３回）
「こちらは、ぼうさいた
いとうです。
」＋チャイム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

基本 構 想 策 定 審 議 会 小 委
員会を開催します

10

FAX

・

25

30

27

12

12

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児
休業補助教員採用候補者の募集

調査の実績
預貯金・給与等の調査件数

31

30

30

●調査・差押等の実績（平成28年度）

ストップ滞納

30

20

▽配布部数 ２万部
▽規格（１枠あたり） 縦６ ５
×横８ ５センチメートル
▽掲載料 １枠１万円（最大６枠）
月６日㈪～ 日㈭
▽募集期間
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

広告

15

12

・

30

29

年末に向けて、個人のお宅の台
所やフローリングの床、窓・網戸
の掃除等の大掃除の依頼を受付け
ています。
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

65

・

30

13

10

10

11

10 11

15

27

15

21 12 11

12

30 25 12

15

18

20

11

11

30

おおむね 年後の台東区の将来
像を描き、区政運営の最高指針と
なる基本構想を策定しています。

・

14

20

65

12

11

11

65
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身体障害者生活ホ ー ム
「フロム千束」の体験利用
者を募集します
☎（５２４６）１２０１

※申込方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 障害福祉課

☎（３８７６）５７７１
清掃リサイクル課（区役所６階
⑥番）☎（５２４６）１０１８

▽交換場所・問合せ 台東清掃事
務所（日曜日・年末年始を除く）

環境
リサイクル

31

30

子育て・教育

いる方とそのパートナー

▽定員
組（先着順）
月６日㈪
▽申込開始日時
午前９時
▽場所・申込み・問合せ 浅草保
健相談センター
☎（３８４４）８１７１
11

28

将来自立するための社会生活の
経験・体験をする住居です。
年度自立生活体験
▽募集区分
（原則１か月単位）

ふたごちゃん、みつごち
ゃん集まれ！～交流会～

▽日時
月 日㈪
午前 時～正午
▽対象 区内在住の就学前の多胎
児と保護者、多胎児を妊娠して

15

18

緩 衝 材、 発 泡 ス チ ロ ー ル
は資源回収に出せません

を郵送しました。現況届は、今後
１年間の受給資格を判定する大切

な届です。未提出の方は、 月
日㈮までに提出してください。
▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当（区役所６階⑦番）

☎（５２４６）１２３２

27

明書（ 年１月２日以降に台東
区に転入した方のみ）
、個人番

号カードまたは通知カードを下
記問合せ先へ持参
※ 月 日までの医療費助成を受
けるために、 年度住民税課税
証明書が必要になる場合あり
・現況届をお忘れなく
現在ひとり親医療証をお持ちの
方（８月の児童扶養手当現況届出
時に提出の方は除く）に、現況届
11

20

ご 存 じ で す か「 ひ と り 親
家庭等医療費助成制度」

3人
314万円未満 358万円未満
※社会保険料相当額（8万円）加算済み
※4人目以降は、1人につき38万円加算
※扶養義務者とは、同居している申請者
の直系血族と兄弟姉妹のこと
※申請者が父か母の場合は、所得額に養
育費の8割を加算
※各種控除が受けられる場合あり

30

▽場所 千束保健福祉センター２
）
階（千束３
▽対象 次の全てを満たす方 ①

320万円未満

64

−
28
−
13

商品の梱包等に使われる緩衝材
や発泡スチロールは「燃やすご

49円

282万円未満

障害者手帳を持っている ⑤医

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

276万円未満

区内在住 ②就労か通所（見込
みを含む）をしている ③ 年
４月１日現在 ～ 歳 ④身体

32円

2人

17

療的ケアを必要としない
人（毎月２人の利
▽募集人数
用）
年４月１日㈰
▽利用開始日
月６日㈪～ 日㈭
▽募集期間
※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 障害福祉課
☎（５２４６）１２０２

45リットル券 3,100円 3,420円
（1セット10枚） （青色） （水色）

244万円未満

11

広告

14円

238万円未満

18

10

新料金 差額料金
（色） ※1枚あたり

20リットル券 1,380円 1,520円
（ピンク色）
（薄桃色）
（1セット10枚）

200万円未満

28

旧料金
（色）

7円

1人

29

券種

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

0人

31

10

29

30

24

30

ごみ処理券の料金

10

申請者の所得 配偶者・扶養義
額
務者の所得額

12

18

11

次のいずれかの状態にある児童
み」です。
「資源」で出す段ボー
ルなどに入っていた際は、取り除 （ 歳になった最初の３月 日ま
で、中度以上の障害がある場合は
いてください。
歳未満）を養育している父・母
正しい分別回収にご協力をお願
または養育者とその児童が、健康
いします。
保険証を使って医療機関にかかっ
▽問合せ 清掃リサイクル課
た場合、保険診療にかかる自己負
☎（５２４６）１２９１
担分の全部または一部を助成しま
月１日から事業系有料
す。認定者には ひ
｢ とり親医療
ごみ処理券の料金が変わ
証 を
｣ 交付します。
りました
▽対象 ①父母が離婚 ②父また
は母が死亡 ③父または母に重
度の障害がある ④父または母
に１年以上遺棄されている ⑤
父または母が裁判所からＤＶ保
護命令を受けた ⑥父または母
が１年以上拘禁されている ⑦
婚姻によらないで生まれた子等
※次の場合を除く。健康保険未加
入、生活保護受給中、事実婚状
態、児童が児童福祉施設に入所
中（一部、
対象となる施設あり）
▽所得限度額（ 年分の所得）

▽申請方法 申請者（保護者）お
よび児童の戸籍謄本・健康保険
証、印鑑、 年度住民税課税証

29

扶養人数

※現在使用できるのは「平成 年
月改定」と記載のある券です。
古い券は使用できません。

▽期限までに使い切れなかった古
いごみ処理券の取り扱い 台東区
で発行した古いごみ処理券は、
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は交換でき
ません。
▽交換時間 午前８時 分～午後
５時
30

都では盲導犬を給付して
います

10

▽対象 次の全てに該当する方
①区内在住で満 歳以上 ②在
宅で生活している ③身体障害
者手帳視覚障害１級 ④盲導犬
を使用することで社会活動への
参加が可能になる ⑤都内にお
おむね１年以上居住する ⑥世

29

帯全員の所得税額合計の月平均
額が７万７千円未満 ⑦借家の
場合は家屋の所有者から盲導犬

の飼育許可を得られる ⑧盲導
犬との宿泊訓練（４週間）が可
能
頭（東
▽ 年度給付予定頭数
京都全体）
※待機者がいるため、申請後すぐ
に給付を受けられません。
▽費用 訓練等の費用は無料。訓
練中の旅費 食･費は自己負担。
※給付後の飼育 管･理 治･療にか
かる一切の経費は自己負担

（3） 平成29（2017）年 11月5日

子ども家庭支援センターの催し
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

いきいきリトミック

日本堤子ども家庭支援センター
12月8日㈮
区内在住の6か月～1 20組 11月20日
「にこにこひろば」
午前10時45分～11時30分 歳3か月の子供
（先着順）
㈪
☎（5824）2535

ボディーシェイプアップ

台東子ども家庭支援センター
12月14日㈭
区内在住の0～8か月 25組 11月27日
「わくわくひろば」
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)
㈪
☎（3834）4577

健康講座

12月7日㈭
午後2時～2時45分

寿子ども家庭支援センター
区内在住の0～3歳の 30組 11月20日
「のびのびひろば」
子供
(先着順)
㈪
☎（3841）4631

11月11日は介護の日です
たいとう「介護の日」PRウイーク
●たいとう「介護の日」PRウイークパ
ネル展示
▷日程 11月14日㈫～20日㈪
▷場所 区役所1階ロビー
▷内容 「介護の日」ってなあに、介護
保険地域密着型サービスの紹介、台
東区介護サービス事業者連絡会の紹
介
●たいとう「介護の日」PRイベント
▷日時 11月20日㈪
午前10時～午後4時
▷場所 区役所10階会議室
▷内容 インスタントシニア（高齢者
疑似）体験、自分でできる認知症
チェックと相談コーナー、最新介護
用品・福祉用具の紹介、配食サービス・
介護食の紹介（先着順でサンプルを
差し上げます）
、介護の日ポイントラ
リーほか
※台東くん、はっぴぃも登場します。
※介護の日ポイントラリー達成者には
粗品を差し上げます。
・健康カラオケ体操
▷日時 11月20日㈪
午後2時～3時
▷場所 区役所10階会議室
▷持ち物 運動できる服装、飲み物、
タオル

問合せ 介護保険課庶務・計画担当☎（5246）1257

●介護サービスの認定者数や利用状況などにつ
いて
●平成28年度介護保険会計決算（下図）の概要
台東区の第1号被保険者は、27年度末に比べ
28年度の歳入額は、全体で約148億3千万円 て212人増加し、28年度末は4万6,514人でし
となり、27年度を5億6千万円上回りました。 た。また、要介護や要支援の認定を受けている
第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料収 方は160人増え、28年度末は9,400人でした。
入は、約31億5千万円で、歳入全体に占める割 サービス利用者数は27年度末に比べ245人増
合は約21.2％でした。また、
第2号被保険者
（40 え、28年度末は7,767人でした。利用者の大部
～64歳の方）の保険料相当額である支払基金 分は、居宅サービス利用者が占めています。
交付金は約38億1千万円で全体の約25.7％で ●11月11日は、介護の日です
した。そのほか、国や都、区が負担する費用が
介護の日は、介護に対する国民の理解を深め
約75億8千万円で全体の約51.1％でした。
ることを目的として、平成20年7月に厚生労働
28年度の歳出額は、全体で約143億8千万円 省が制定しました。
となり、27年度を約3億9千万円上回りました。
介護保険制度は、平成12年4月に創設後、
歳出総額のうち約131億2千万円が保険給付費 17年が経過し、介護を必要とする方を社会全
で全体の約91.3％を占めており、27年度を約 体で支え合う社会保険制度として、定着してき
2千万円下回りました。そのほか、介護予防な ました。
どへの取り組みを行う地域支援事業費が、約5
今後も、介護保険制度の果たす役割はますま
億4千万円、要介護認定や介護保険運営に必要 す重要になります。
な経費である総務費は約4億1千万円でした。

介護保険のあらまし

平成28年度介護保険会計決算
支払基金交付金
約 38.1 億円（25.7%） その他
約 2.9 億円
（2.0%）

地域支援事業費
約 5.4 億円（3.7%）

総務費
約 4.1 億円（2.9%）

その他
約 3.1 億円
（2.1%）

国庫支出金
特定入所者
約 32.8 億円 サービス費
歳出
（22.1%）
約 3.5 億円
約143.8
（2.4%）
億円
都支出金
約 20.1 億円
地域密着型
（13.6%）
サービス費
約 12.7 億円（8.8%）
区一般会計等繰入金
居宅サービス費等
施設サービス費
介護保険料
約 22.9 億円
約 81.9 億円
約 33.1 億円（23.0%）
約 31.5 億円（21.2%） （15.4%）
（57.1%）
歳入
約148.3
億円

広報

サークルフェスタ2017 広げよう!!学びの和！
社会教育センター・各社会教育館の利用サークルによる、舞台発表や作品展示、カフェ、体験会などのイベントを行います。
下表の催しは、事前に申込みできます（予約優先・先着順）
。 日時 11月25日㈯・26日㈰午前10時～午後4時30分※社会
教育センターは、24日㈮～26日㈰は通常の部屋の利用不可※25日㈯・26日㈰は各社会教育館とも臨時休館
月5日㈰

場所・申込み・問合せ 社会教育センター☎（3842）5352

内容

日時

必要な場合、日数がかかります。
▽発行場所 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
※地区センターを除く

▽必要な物 本人確認できる物
（運転免許証等）
※別世帯の方が申請する場合は委
任状が必要です。
※この時期は窓口が大変混みあう
ため、できる限り、ご自身で計
算して申告してください。
▽問合せ 国民健康保険課保険料
係☎（５２４６）１２５６

初級① 午前9時10分～10時40分

なし

幼児期の体力づくり（4～6歳）

25日正午～午後0時40分

10人

動きやすい服装

親子のふれあい体操（1～3歳）

25日午後0時50分～1時30分

8組

動きやすい服装

アンデス（南米）の楽器体験

25日午後2時～3時

20人

なし

やさしく楽しい川柳教室

26日午前11時～正午

20人

鉛筆・消しゴム

キッズ日舞

26日午後1時～2時

3～7歳の子供8人

男の日舞

26日午後2時～3時

8人

足袋または靴下（洋服で参加可）
※浴衣の貸出しあり

人にやさしい護身武道

26日午後3時～4時

20人

動きやすい服装

●プールイベント※プール入場料は無料
25日・26日ともに一般開放（水深120センチメートルプール）、ただし25日午後2時～4時・26日午前9時～11時は
水深80センチメートルプール。2～3レーンで下記イベントあり。※未就学児は保護者同伴入水。プールへ入る場合
は、必ず水泳帽の着用をお願いします。更衣室のロッカーの鍵は100円の返却式です。
内容

日時
25日午後7時～7時55分

4泳法泳げる高校生以上・20人

水中アスレチックパーク
～すべり台や遊具で遊ぼう～

26日午前9時～10時50分

3歳～中学生
※予約不要。混雑時は入場制限あり

水中エクササイズ～ミットアクア～

26日午後1時～1時55分

フィンスイム

26日午後3時～3時55分、
バタ足が10メートルできる高校生以上・各20人
4時～4時55分

受講料

15人

水曜

初級③ 午後1時30分～3時

15人

初級④ 午後5時55分～7時25分

15人 15,000円

中級A 午前9時30分～11時

30人

中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人

12,000円

15人

中級D 午後3時15分～4時45分

30人

中級E 午後5時55分～7時25分

15人

中級F 午後7時30分～9時

30人 15,000円

中級G 午後5時55分～7時25分

15人

午後7時30分～9時

水慣れからクロールまでのレベル別グルー
プレッスンです。 日程 12月3日㈰・10日
㈰・17日㈰（全3回） 時間 Aクラスは午前
9時～10時、Bクラスは午前10時～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＆スポーツ
費用 4,000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（1人1クラス）に教室
名・希望クラス（AかB）
・住所・氏名・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、来館手続きあり
申込締切日 11月14日㈫（必着）※定員に達
していない場合、下記問合せ先で追加受付
可 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

区民体育祭「スキー」

中級C 午後1時30分～3時

上級

対象・定員

1500～2000メートルを泳ぐマスターズ練習会

初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円

木曜

持ち物

20人

在学の高校生以上の方（未経験者不可） 持ち物 運動でき
る服装・シューズ・ラケット 申込方法 往復はがき（1人1
枚1クラス、重複申込無効）に希望クラス・住所・氏名（ふ
りがな）
・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）
名・所在地を書いて下記問合せ先へ（抽選）
申込締切日 11月21日㈫（必着） 場所・問合せ 〒111－0024
台東区今戸1－1－10 台東リバーサイドスポーツセンター
☎（3872）3181
定員

定員

25日午前10時～11時30分

対象 区内在住か在勤・

時間

清島温水プール☎（3842）5353

囲碁の体験会

第4期硬式テニス教室

曜日 クラス

申込開始日 11

●体験会（初心者対象のミニ体験学習）

幼児のための水泳教室（第4期）
期間 30年1月10日㈬～3月15日㈭

住宅
まちづくり

22

として全額を所得から控除するこ

12

第 1192 号 （4）

子育て世帯住宅リフォー
ム支援

29 31

800

子供や妊娠中の方が安全に過ご
すための住宅リフォームに対して、

12

治療用装具等のいずれかの施術

29

工事費用の一部を助成します。
▽対象 前年の世帯の総所得金額
の合計が 万円以下であり、小

29

20

学生以下の子供または出産前で
母子健康手帳の交付を受けた方
がいる世帯等
▽助成対象工事 対象世帯が居住

11

する区内の住宅（マンション等
の共同住宅の場合は専有部分の
み）の、手すりの取り付け、段
差の解消・滑り防止の床材への
変更等
▽助成額 助成対象工事費（消費
税等を除く）の３分の１（上限
万円）
※工事着手前に申込みが必要です。
※詳しくは、左記問合せ先で配布
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 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１３６７

保険・年金

28

後 期 高 齢 者 医 療 制 度の 被

や支給がある
とができます。納付済みの領収証
保 険 者へ「 医 療 費 等 通 知
※全ての被保険者に送付するもの 書や預貯金通帳等で確認の上、申
書」を送付します
ではありません。
告書に記入してください（申告時
健康と医療に対する理解を深め ▽問合せ 国民健康保険課後期高 に領収証書の添付不要）
。
るとともに、保険診療等の内容を
齢者医療係
口座振替で納めている世帯には、
確認してもらうため、
「医療費等
☎（５２４６）１２５４
月 日㈮頃に、１年間の支払額
通知書」を 月中旬に送付します。
を記載した「国民健康保険料収納
国民 健 康 保 険 料は確 定 申
受診内容等の確認をお願いします。
額確認票」を送付します。納付額
告 等の 社 会 保 険 料 控 除の
年７月～ 年６月に、
▽対象
が不明な方には無料で発行します
対象です
次のいずれかに該当した方 ①
（郵送申請の場合、郵送代は自己
医療費の総額が５万円を超える
年１月１日～ 月 日に納め 負担）
。詳しくは下記へ。
月がある ②柔道整復、はり・
年
分
の
確
た
国
民
健
康
保
険
料
は
、
※
収
納額確認票は、世帯主名での
きゅう、あんま・マッサージ、 定申告等の際に、社会保険料控除
発行です。世帯員ごとの内訳が

平成29（2017）年 11月5日

15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、12月13日㈬午後7時のレ
ベルチェックが必要

日時 30年1月21日㈰午前9時30分 場所 車
山高原スキー場（長野県茅野市北山3413）
対象 区内在住か在勤・在学の方
費用 2,000円※保険は各自任意で加入
申込締切日時 30年1月12日㈮午後4時※詳し
くは、大会要項（下記問合せ先で配布、区
ホームページからダウンロード可）をご覧
ください。 申込み・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

高校生以上・36人

スポーツひろば
「柏葉中・バスケットボール体験教室」
日時 11月20日㈪午後7時～8時（6時50分開
場）※学校行事等により、変更・中止の場合
あり 場所 柏葉中学校3階体育館 対象 区内
在住か在勤・在学の18歳以上の方 定員 10
人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室内履
き、飲み物、タオル※更衣室なし 問合せ ス
ポーツ振興課☎（5246）5853

小中学生のスポーツ初心者教室
●ミニバスケットバール 日時 ①12月2日㈯
・9日㈯・16日㈯（全3回）午後6時～9時
場所 根岸小学校体育館 対象 区内在住か在学
の小学3～5年生 申込締切日 11月25日㈯
申込み 台東ミニバスケットボールクラブスポ
ーツ少年団 髙橋☎090（1854）9746
●サッカー 日時 12月3日㈰・10日㈰・17日
㈰（全3回）午後1時～3時 場所 東浅草小学
校または桜橋中学校校庭 対象 区内在住か在
学の小学1〜4年生 申込方法 住所・氏名・年
齢・生年月日・電話番号をファックスで下記
申込先へ 申込締切日 11月24日㈮ 申込先 サン
チャイルドFCスポーツ少年団 小林
FAX （3874）1688
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
定員 20人（先着順） 費用 800円（3回分・保
険料含む）※運動できる服装で参加
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

【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（区の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〉

広報

月
日
月
日
月
日

台東保健所
12･21日午後１時15分～１時
45分☎（3847) 9447
14日午後1時15分～2時
☎ (3847) 9447

浅草保健相談センター☎（3844）8171

10

11
24

10 12
30 12
11

30 30

12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

6 ･ 15日
教室名
日時
午後1時15分～2時
毎週火曜日（全4回）
初めてのエアロビクス
20日
午後1時30分～2時30分
午後1時～2時15分
毎週火曜日（全4回）
火曜リズム体操
午後3時～4時
8日午後1時～2時
☎ (3847) 9449
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
13日
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時～1時45分
午後1時30分～2時30分
12日（個別）午前9時～10時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
20日（個別）午前9時30分～10時30分 [水中運動]
午後7時～8時
21日 (集団）午前9時30分～11時
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分

19日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
26日（個別）
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
☎ (3847) 9497
産婦歯科健康診査
6日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
6･ 26日午後1時30分～2時 7･21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
20日午前10時～11時30分
こころの健康相談
4･18日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方 28日午前9時45分～正午
13日午前10時30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10時～正午
25日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
13日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
8 ･ 18日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、12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

10

約制）

事業名
3・4か月児健康診査
（平成29年8月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年5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11月生）

20

▽日時
月 日㈫午前９時 分、
時、 時 分、 時（各 分
程度）

12月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

30

11

▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者
▽定員 各６人（先着順）
▽内容 血圧、握力、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ度
の測定および結果説明と助言
月 日㈮午前
▽申込開始日時
時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課☎（５２４６）１２５１

－

知って得する！
在宅ケア教室

▽日時
月 日㈬
午後３時～４時
▽場所 台東病院２階会議室
▽講師 楠本直紀・藤原拓也（作
業療法士）
▽テーマ 自宅でできる予防リハ
ビリ② 肩の痛み予防
▽問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

笑って元気教室
「漫才と体操」

▽日時
月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象・定員 区内在住か在勤の
歳以上の方・ 人（先着順）
▽出演 はまこ・テラこ、ぼっけ
もん
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

15

子宮頸がん検診

日

30

今年度、偶数年齢になる 歳以
上の方には受診チケットを送付し
ましたのでぜひ受診してください。
▽検診内容 問診、視診、内診、
頸部細胞診
▽受診場所 区内 医療機関

月

28

11

の助言等
年４月１日から使用する新し
▽申込方法 はがきに健診日・住
い医療券と一緒に、対象の方へ
ふりがな
所・氏名・生年月日・電話番号・
年２月頃までに送付します。
※ 歳未満の方はこれまで同様、
職業・過去１年の健康診断受診
ふりがな
窓口での自己負担はありません。 の有無・子供の氏名・生年月日・
※医療機関・薬局等を利用する際は、 託児希望の有無を書いて左記問
合せ先へ（電子申請可）
「 医療券」と「自己負担限度
額管理票」を必ず窓口で提示。
月 日㈪（消印
▽申込締切日
▽問合せ 東京都福祉保健局環境
有効）
００１５ 台東
保健衛生課（土・日曜日・祝日 ▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
を除く、午前９時～午後５時）
所保健サービス課
☎（５３２０）４４９２
☎（３８４７）９４４７
台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４９２

日

13

－

子育てママの健康診断

▽日時 健診日 月 日㈭、結果
説明日 年１月 日㈮午前中
（詳しくは 月中旬に郵送する
「健診のご案内」参照）
▽場所 台東保健所

月

12

20

－
110
－
22
－

健康

月 日

40

12
26 21

▽対象 区内在住で、１歳以上４ ※詳しくは、受診チケット裏面を
票（東京都大気汚染医療費助成
▽佳作 「断ろう 自分の意思で
ご覧ください。
歳未満（健診日現在）の子供が
用）
」に記載して管理 ③同じ
はっきりと」田沢彩香（柏葉中
いる出産後１年以上経過してい ▽申込方法 受診チケット裏面記
月に支払った各医療機関など
３年）
、
「薬物で 壊れる未来 君
載の医療機関へ電話で申込み
る母親（勤務先等で健康診断を
の夢」牧野怜未（柏葉中３年）
、 （病院・診療所・薬局）の医療
受ける機会のある方、妊娠中の ▽問合せ 台東保健所保健サービ
費を合算し、月額の合計が６千
「薬物は しない させない 絶対
ス課☎（３８４７）９４８１
方、１年以内に区の健康診断を
円に達した場合、その月はそれ
に」大橋真子（柏葉中１年）
、「一
受けた方は除く）
以上の自己負担なし
度だけ そんな言葉は 落とし
あなたの体の健康度、
チェ
▽内容 内科診察、血液・尿検査、
穴」野田幸希（柏葉中１年）
、「強 ※「自己負担限度額管理票（東京
ックしてみませんか（予
都大気汚染医療費助成用）
」は、 体組成・骨密度測定、生活習慣

日

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）

12

30

18 30

29

い意志 君の勇気を いつまで
も」後藤美帆（駒形中１年）

月

30

603

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４１６

平成 年４月から、東京都大気
汚染医療費助成制度の改正に伴い、
一部自己負担が生じます。
対象は有効な医療券をお持ちの
方で、生年月日が平成９年４月１
日以前の方です。
・改正内容 ① 年４月１日以降
の診療分から、認定された疾病
に対する保険診療の窓口支払額
のうち、月額６千円までが自己
負担 ②月額の自己負担額は、
各医療機関など（病院・診療所・
薬局）で「自己負担限度額管理

月 日

医療
情報

30

気管支ぜん息の 医療券
をお持ちの方へ～東京都
大気汚染医療費助成制度
が改正されます～

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
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
浅草1－30－7 2階（3844）1831
歯科
深井歯科医院
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
11 内科 蔵前かとう内科クリニック 蔵前3－4－9 3階（5809）2416
上野2－11－10 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
江戸通り
おだ内科・皮フ科
柳橋1－20－4
3階
（3862）4188
内科
11
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3 2階（5830）3112
12 歯科 キヅキ歯科医院
浅草1－37－3 （3843）9567
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店 浅草橋1－30－9 （5829）8611
内科 蔵前協立診療所
三筋2－13－3 （3865）0139
11
内科 同善会クリニック
三ノ輪2－12－12（3801）6180
19 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 みすじ薬局
三筋2－18－12 （5825）0970
内科
戸澤クリニック
浅草3－24－9 （3874）3826
11
内科 上野なかのクリニック 北上野1－9－13 1階（5828）3007
23 歯科 宮内歯科医院
浅草6－6－1
（3874）4941
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11 （6231）7680
内科 小川こどもクリニック 浅草橋1－25－5 201（3861）2429
11 内科 谷口内科
竜泉1－10－6 （3872）1369
台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
歯科
26
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5 （5809）3698
薬局 Smile調剤入谷薬局
竜泉1－10－2 （6458）1616
内科
大塚医院
浅草4－28－13
（3873）2853
12
内科 上野なかのクリニック 北上野1－9－13 1階（5828）3007
3 歯科 鳥居デンタルクリニック 三筋1－7－3
（3861）8827
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11 （6231）7680
内科 島田クリニック
寿3－16－14 2階（3843）5356
12
内科 飯山医院
入谷1－7－7
（3872）7873
10 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28 （3874）6433
薬局 コトブキ永生堂薬局 寿3－15－17
（3844）5527 12

月日

16

第 1192 号

平成 年度薬物乱用防止
ポ ス タ ー・ 標 語 の 優 秀 作
品が決まりました

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。

989

区内中学校の生徒を対象に募集
したところ、ポスター 点、標語

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所 永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
診療対象 小児科（15歳以下の子供）※小児科医が診療を行います。
診療日 月～土曜日午後６時45分～９時45分
受付時間 日曜日・祝日午前８時45分～午後９時45分
調剤薬局 車坂薬局 東上野3－11－3 ☎（5812）2067

点の応募があり、審査の結果、
優秀作品 点が選ばれました。
・ポスターの部（敬称略）

11・12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/

▽台東地区協議会会長賞 鈴木晴
香（御徒町台東中３年）
、児玉
麗世（御徒町台東中３年）
、折
原寧（浅草中２年）
、
永山爽（駒
形中１年）
▽佳作 掛川桃花（御徒町台東中
３年）
、鈴木凜音（御徒町台東
中３年）
、藤波海祐（御徒町台
東中２年）
、谷本咲和（御徒町
台東中１年）
、
ヌネスミユキ（桜
橋中２年）
・標語の部（敬称略）
▽台東地区協議会会長賞 「持つ
べきは 夢と希望と 強い意志」
「一
田中奈々美（上野中３年）
、
度だけ その誘惑に 負けない
で」宇佐美佳穂（忍岡中２年）

（5） 平成29（2017）年 11月5日

高齢者のための足腰元
気体操
木曜アクアビクス
[水中運動]

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

35人 火曜エアロビクス
20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操

木曜日（28日を除く・全3回）
20人
午後1時～2時30分
木曜日（28日を除く・全3回）
15人
午後2時～3時
木曜日（28日を除く・全3回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
木曜日（28日を除く・全3回）
20人
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
金曜日（29日を除く・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（29日を除く・全4回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
土曜日（30日を除く・全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
（30日を除く・全4回）
ステップアップエアロ 土曜日
15人
午後2時～3時
日曜日（31日を除く・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
日曜日（31日を除く・全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分 15人

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4回）
10人
午後7時15分～8時15分
木曜日（28日を除く・全3回）
15人
午後2時～3時
木曜日（28日を除く・全3回）
午後7時15分～8時15分 10人
金曜日（29日を除く・全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
金曜日（29日を除く・全4回）
10人
午後7時15分～8時15分
土曜日（30日を除く・全4回）
午前10時30分～11時30分 15人
土曜日（30日を除く・全4回）
10人
午後1時～2時
土曜日（30日を除く・全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
日曜日（31日を除く・全4回）
10人
午後2時～3時
日曜日（31日を除く・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①12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、11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

【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。

広報

（7） 平成29（2017）年 11月5日

催 し も の など
地域のチカラ講座「私を癒す花
時間〜プリザーブドフラワーで
作るクリスマスアレンジメント〜」
日時 12月2日㈯午前10時～正午

定員 20

人（先着順） 講師 佐藤陽子氏 費用 1,500
円（材料費） 申込方法 氏名・電話番号、
託児（1歳以上の未就学児）希望の方は子

第 1192 号
京藝術大学美術学部デザイン科非常勤講

20番（モーツアルト）ほか

師）ほか

●上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～ス

申込方法 往復はがきに希望時間

（①か②）
・希望人数（2人まで）
・代表者の
ふりがな

ふりがな

住所・氏名・電話番号・参加者全員の氏名

コッチはお好き？～

い館ひまわり環境学習室☎（3866）2011

日時 12月3日㈰午

後1時開場、1時30分開演 場所 浅草公会

12月3～9日は障害者週間です
～さまざまな人が支え合う「共
生社会」を目指して～

・学校名・学年・保護者同伴の有無を書い

堂 入場料 1,500円（全席自由） 曲目「ロ

て下記問合せ先へ

ザムンデ」序曲（シューベルト）
、交響曲第

●障害者作品展 日時 12月1日㈮～8日㈮

㈭（必着） 問合せ 〒110－8615 台東

7番「未完成」
（シューベルト）ほか※託児

午前9時～午後5時（初日は正午から、最

区役所文化振興課☎（5246）1153

あり（要予約・申込方法等、詳しくは下記

終日は正午まで） 場所 生涯学習センター

申込締切日 11月30日

したまち台東芸能文化ミニ実演
イベント

財団事務局ホームページをご覧ください。
）

1階

展示内容 松が谷福祉会館機能訓練

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

室、さをり織教室、絵画教室、自主絵画サー

前売券 チケットペイ、浅草公会堂、区役所

クル、ブロック折り紙サークルで制作した

供の氏名・年齢・性別を電話か直接下記問

演芸・落語・漫才・浪曲など、さまざまな

9階④番文化振興課、生涯学習センター1階、

作品 問合せ 障害者自立支援センター

合せ先へ

芸能文化へ気軽に触れることができます。

下記財団事務局で販売 問合せ （公財）台

☎（3842）2672

託児の申込締切日 11月25日㈯

日程 12月2日㈯・9日㈯

東区芸術文化財団☎（5828）7591

●みんなで歌おう ｢ピアノDEコンサート｣

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

②午後2時30分 ③午後4時（各30分程

申込開始日 11月8日㈬

学習センター4階）☎（5246）5816

友好都市村山市から「大わらじ
の里 山形県村山市観光物産展」

時間 ①午後1時

度） 場所 浅草文化観光センター 出演 12
月2日㈯・①大上こうじとお笑い浅草21世
紀メンバー（コント） ②古今亭志ん陽（落

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～」

FAX （3842）2674

日時 12月6日㈬午後1時～3時（0時30分

開場） 場所 生涯学習センターミレニアム
ホール

定員 300人（先着順）※当日も

受付可 講師 國土佳音（歌手）
、中田雄一

語） ③宮田陽・昇、ロケット団（漫才）

期間 30年1月28日㈰まで

日時 11月19日㈰午前10時～午後3時

12月9日㈯・①三遊亭遊雀（落語） ②春

9時～午後4時30分 入館料 一般300円、

者自立支援センター☎（3842）2672

場所 浅草寺境内

本小助、鏡味小時（太神楽曲芸） ③東家

小中高生100円※障害者手帳・特定疾患

FAX （3842）2674

玉こんにゃく等の販売、徳内ばやしの披露

孝太郎（浪曲） 問合せ 文化振興課

医療受給者証をお持ちの方とその介助者は

●講演「障害者虐待防止＆差別解消につい

※詳しくは区ホームページをご覧ください。

☎（5246）1328

無料

て～1人ひとりを大切に～」 日時 12月7

内容 農産物・いも煮・

問合せ 都市交流課☎（5246）1016

台東区で生活している外国人と
交流してみませんか？

台東区の伝統工芸職人による実
演

開館時間 午前

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

日㈭午後6時30分（6時開場） 場所 区役
所10階会議室 講師 佐久間水月氏

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「打楽器」

問合せ 障害福祉課☎（5246）1058

区内の外国人の方と、福笑いや風呂敷遊び

日時 11月14日㈫～20日㈪午前11時～午
後5時 場所 浅草文化観光センター7階

日時 12月21日㈭午後1時30分開場、2時

など、日本の遊びを体験しながら、会話を

実演者 田中耕太朗（江戸すだれ）
、片山晴

開演

楽しみませんか。※外国語の語学能力不要

夫（東京桐たんす） 問合せ 産業振興課

ホール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・

日時 12月2日㈯午前10時～正午 場所 区
役所10階会議室 対象 区内在住か在勤・

☎（5246）1131

在学の方 定員 日本人、
外国人各20人（先
着順） 申込方法 電話で下記問合せ先へ
（区ホームページから申込可）
申込締切日 11月24日㈮

伝統芸能講座「初心者のための
狂言セミナー」
日程（全4回）①30年1月16日㈫

問合せ 区民課

☎（5246）1126

㈫ ③27日㈯（狂言鑑賞） ④30日㈫
時間 ①②④午後6時30分～8時

かっぱ橋笑劇場「ウマい話はう
まくない！！爆笑落語＆講座」

②23日
③午後0

朗氏（ピアニスト） 申込み・問合せ 障害

FAX （5246）1179

場所 生涯学習センターミレニアム

つばさ福祉工房
「マフラー展・作品展」

院生ほか 入場券 500円※当日会場で午後

障害のある方が作った作品を展示します。

1時30分から販売、未就学児の入場不可

日時 12月12日㈫～15日㈮午前9時30分

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

～午後4時30分（最終日は3時30分まで）

往復はがきに「打楽器」
・希望人数（2人

場所 区役所1階ロビー

まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方

工房☎（3842）2838

は勤務先名を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 11月20日㈪（必着）

問合せ つばさ福祉

パッククッキングからはじめる
男の料理入門（調理実習）

時30分 場所 ①②④台東区民会館 ③狂

問合せ 〒110－0004

言鑑賞喜多能楽堂 対象 区内在住か在勤・

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

日時 12月9日㈯午前10時30分～午後１時

在学の18歳以上で、全日程参加できる方

☎（5826）7125

場所 社会教育センター3階調理室 対象 区
内在住の50歳以上の男性 定員 20人（先

台東区下谷1－2

笑いやクイズで悪質商法から身を守る方法

定員 30人（抽選） 講師 山本泰太郎氏（狂

を学びます。弁護士からのお話もありま

言師、狂言方大蔵流） 費用 8,000円（4回

す。 日時 12月11日㈪午後1時30分

分・狂言鑑賞代含む） 申込方法 はがきに

●子ども用品限定ひまわりフリーマーケッ

着順） 講師 たいとう栄養士会 費用 500
円（材料費） 持ち物 エプロン、三角巾、ス

場所 生涯学習センターミレニアムホール

郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話

ト 日時 11月26日㈰午前10時～午後2時

リッパ、ふきん

対象 区内在住か在勤・在学の方

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・

場所 環境ふれあい館ひまわり7階

所保健サービス課☎（3847）9440

所在地を書いて下記問合せ先へ

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

定員 200

人（先着順） 申込方法 住所・氏名・電話
番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

ふりがな

申込締切日 12月1日㈮（必着） 問合せ 〒

リサイクル

ル活動室☎（3866）8094

申込み・問合せ 台東保健

工作教室「木箱づくり」

110－0004 台東区下谷1－2－11 （公

●リサイクル活動室出前講座「王冠を利用

日時 12月10日㈰午後1時30分～3時30分

財）台東区芸術文化財団☎（5828）7591

したクリスマスオーナメントづくり」
（要

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

予約） 日時 11月27日㈪午前10時～正午

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

場所 清川区民館

費用 100円（材料費） 申込み・問合せ 環

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

日時 12月9日㈯午前10時30分（1時間程

境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

に「12月工作教室」希望・住所・氏名・

所1階台東アートギャラリー

度） 場所 生涯学習センターミレニアム

●フリーマーケット出店者募集

日程 ①

電話番号・学校（園）名・学年を書いて下
記問合せ先へ 申込締切日 11月27日㈪
（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習

を電話で下記問合せ先へ

問合せ くらし

の相談課☎（5246）1144

台東アートギャラリーの展示作
品が替わります
期間 11月12日㈰～12月8日㈮

場所 区役

ママオト～親子で楽しむクリス
マスファミリーコンサート～

定員 10人（先着順）

展示作品 「敦煌莫高窟壁画第57窟 南壁中

ホール

央 仏説法図右脇侍菩薩部分（初唐）
」押山

生500円※0～２歳の膝上観覧は無料

12月3日㈰ ②10日㈰ 時間 午前10時～
午後3時 場所 花川戸公園※車での来場不

治氏、
「敦煌莫高窟壁画第103窟 南壁 中

※チケットぴあ（☎0570－02－9999、

可、天候により中止の場合あり

央 釈迦霊山説法図部分（盛唐）
」中村譲氏、

Ｐコード338－383）で販売※残席がある

「敦煌莫高窟壁画第220窟 南壁 阿弥陀浄

前売券 一般2,500円、3歳～小学

出店数（予定）①30店

②20店

場合は、当日券を販売 問合せ ママオトコ

出店料 各2,000円

土変相部分（初唐）
」國司華子氏

ンサート事務局☎（5685）6290 （公財）

リーマーケット推進ネットワーク（土・日

問合せ 文化振興課☎（5246）1153

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

曜日・祝日を除く午前9時～午後6時）

GTSワークショップ「自分だけ
の大きな花を作ろう！」

申込み・問合せ ① フ

☎048（268）8711 ②タイムマシーン

第21回 下町大音楽市

カンパニー（土・日曜日・祝日を除く午前

ふりがな

センター生涯学習課☎（5246）5815

ミレニアムホールふれあいコン
サート「ヴァイオリンとピアノ
の夕べ」
日時 12月10日㈰午後3時～5時 場所 生涯
学習センターミレニアムホール 定員 300

●したやウィンドアンサンブル～豪華なオ

10時～午後6時）☎050（3616）3300

人（先着順） 出演 浦川宜也（ヴァイオリ

大きな紙を花びらの形に切って、絵を描い

リエント急行にのって いざ！追憶、感涙の

問合せ 台東区清掃リサイクル課

ン）
、田中美千子（ピアノ）

たり、シールを貼ったりして、自分の身長

日本映画館へ！！～

日時 11月19日㈰午
後1時開場、1時30分開演 場所 浅草公会

☎（5246）1291

入場料（全席自由）一般1,000円、小中学生

くらい大きな花を作ります。 日時 12月

●「Tシャツをおしゃれにリメイク★～ク

500円※生涯学習センター5階で11月5日

23日㈷①午前10時～正午 ②午後1時30

堂 入場料 1,000円（全席自由） 曲目 オ

リスマスリース作り～」
（大人向け・要予約）

㈰から販売開始（午前9時～午後5時）

分～3時30分

リエント急行、となりのトトロ ほか

日時 12月16日㈯・17日㈰午後2時～3時

※電話受付も可 問合せ 生涯学習課学習館

部総合工房棟3階プレゼンテーションルー

●上野浅草室内管弦楽団～秋といえば古

30分 場所 環境ふれあい館ひまわり7階集

☎（5246）5812

ム（上野公園12−8） 対象 区内在住か在

典！古典といえば上浅室内！～

学の小学生※保護者同伴可、汚れても良い

月25日㈯午後5時30分開場、6時開演

会室
以上の方 定員 各20人（先着順）

服装で参加 定員 各20人（抽選） 講師 橋

場所 生涯学習センターミレニアムホール

費用 150円（材料費） 持ち物 綿のTシャ

●石浜図書館えいがとおはなし会「ムーミ

本和幸氏（東京藝術大学美術学部デザイン

入場料 1,500円（全席自由） 曲目 交響曲

ツ（お持ちの方のみ、なるべく無地の物）
、

ン パペット・アニメーション」ほか

科空間・設計研究室教授）
、丸山素直氏（東

第2番（ベートーベン）
、ピアノ協奏曲第

裁ちバサミ

日時 11月15日㈬午前10時30分、午後3時

場所 東京藝術大学美術学

日時 11

対象 区内在住か在勤・在学の高校生

申込み・問合せ 環境ふれあ

広報「たいとう」の記事で、費用の記載のないものは「無料」です。

図書館のこども室から

広報

平成29（2017）年 11月5日

第 1192 号 （6）

30分（各30分） 対象 幼児～小学校低学年

託児の申込締切日 30年1月6日㈯

定員 各60人（先着順） 場所・問合せ 石浜

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

図書館☎（3876）0854

学習センター4階）☎（5246）5816

●根岸図書館 えいがとおはなし会 「あか
ずきん」 日時 11月22日㈬午前10時45
分、午後3時30分（各45分） 場所 根岸社
会教育館ホール 対象 幼児～小学生

くらしに役立つ講座
「めざせ！お掃除上手
安心 大掃除」

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

日時 12月7日㈭午後2時～3時30分

☎（3876）2101

場所 生涯学習センター407研修室

●あかちゃんえほんタイム

日時 12月1

対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 各

日㈮午前10時15分、11時 対象 区内在住

40人（先着順） 講師 花王㈱生活者コミュ

の平成28年6月1日～29年5月31日生まれ

ニケーションセンター

の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

住所・氏名・電話番号・ファックス番号、

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

在勤（学）の方は勤務先（学校）名を電話

会場とも同内容

かファックスで下記問合せ先へ（電子申請

申込開始日 11月20日㈪

申込方法 催し名・

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

可） 問合せ くらしの相談課

受付しません。

☎（5246）1144

場所・問合せ 日本堤子

FAX （5246）1139

ども家庭支援センター☎（5824）2535

専門員によるスライド・トーク

場所 ハ

等の滞納 回収のコツ

講師 地域包括支援センター職員

氏（一級建築士） ②松田琢磨氏（弁護士）

講師 ①江守芙実

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

グループ相談会 Aマンションの日常生活上

ファックスまたはメールで下記問合せ先へ

のトラブル（弁護士） B管理組合運営、

問合せ 介護予防・地域支援課

管理業務（マンション管理士） C日常の

☎（5246）1225

維持管理、大規模修繕（一級建築士）

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.tok

yo.jp

申込方法 住所・氏名・電話番号・各参加人

数（セミナー・相談会）
、グループ相談会

講演会
「発達障害を学ぶ（応用編）
」
日時 12月5日㈫午後2時～4時 場所 生涯
学習センター 対象 区内在住か在勤の方

に参加する方は希望グループ名（A～C）
を電話かファックスで下記問合せ先へ（電
子申請可） 問合せ 住宅課
☎（5246）1468

FAX （5246）1359

マンション民泊対応セミナー

床発達心理士スーパーバイザー）※託児あ
り（1歳以上の未就学児・10人・要予約）

住宅宿泊事業法の施行を前に、第一線の専

申込締切日 12月1日㈮※託児希望の方は

門家を講師に招き、セミナーを行います。

ローワーク上野（東上野4－1－2）

11月24日㈮

と台東区の風景～名所の記憶をさぐる～」

対象 受講日時点で55歳以上の方※雇用保

会館☎（3842）2671

の展示内容について、見どころを解説しま

険受給中の方には、
「利用確認書」を発行

す。

します。

定員 30人（先着順） 内容 ①ラ

セミナーテーマ ①熊本地震から学ぶマン

ション耐震化の必要性、進め方 ②管理費

か在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

企画展「台東区発足70周年記念 定点写真

時

対象 区内在住

定員 80人（先着順） 講師 阿部秀樹氏（臨

シニア生涯ワーキングセミナー
日時 12月15日㈮午後1時～4時

日時 12月14日㈭午後1時30分～2

対象 区内のマンション所有者

日時 12月16日㈯午前10時～11時30分
場所 三ノ輪福祉センター

これで

プ相談会） 場所 区役所10階会議室

認知症サポーター養成講座

申込み・問合せ 松が谷福祉

日時 11月25日㈯午後2時～3時30分（セ

ミナー）
、3時40分～4時30分（相談会）
※セミナー後、東京都マンション管理士会

成年後見制度無料相談会

城東支部主催「民泊・なんでも相談会」を
開催

場所 生涯学習センター504教育研修

イフプランとマネープランニング演習 ②

日時 12月9日㈯午前9時30分～午後4時

室 定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中
央図書館専門員） 問合せ 中央図書館郷土

再就職の考え方・進め方 申込開始日 11
月7日㈫ 申込み 申込専用ダイヤル（ヒュー

（1組90分程度） 対象 区内在住か在勤・

担当☎（5246）5911

マンアカデミー㈱）☎（6894）3314

申込締切日 11月30日㈭

泊とマンション管理規約対応の基礎～住宅

問合せ 東京しごとセンターシニアコーナー

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

宿泊事業法をふまえて～

☎（5211）2335

会☎（5828）7507

氏名・電話番号・参加人数を電話かファッ

老人福祉センターの催し
●筋力向上トレーニングマシン使い方講習
会

期間（全10回）火曜日コース30年1月

台東区産業振興課☎（5246）1152

たいとう就職面接会

在学の方 定員 10組（要予約）

☎（5246）1468

㈬（労務）
、12月8日㈮（会計・税務）

在住のおおむね65歳以上で、要介護認定

参加します。 日時 11月30日㈭午後1時

時間 午後2時～4時

を受けていない方 定員 各10人（抽選）

30分～4時（受付は1時～3時30分）

非営利団体 定員 各2組（先着順）

場所 区役所10階会議室

数の履歴書、職務経歴書

コース

曜日

場所

お口元気度アップ
教室（口の健康度 火 橋場老人福祉館
のチェックと体操）
セラバンドで筋力
アップトレーニン
グ教室（筋力やバ 木 老人福祉センター
ランス感覚を整え
る体操）

日程（内容）12月5日㈫（法律）
、12月6日
対象 地域で活動する

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

小学校にあがる移行期の不安を解消するた
めの講座です。 日時 ①30年1月20日㈯

ワーク上野☎（3847）8609 31# 台東

メールで下記問合せ先へ

申込締切日 各

午後1時30分〜3時30分 ②21日㈰午前

区産業振興課☎（5246）1152

開催日の1週間前

場所・問合せ 台東区社

10時30分〜午後0時30分 場所 ①台東一

飲食店向け「外国語メニュー」
作成支援講習会
日時 12月8日㈮午後2時～4時

場所 生涯

学習センター501コンピュータ研修室
対象 区内在住か在勤の飲食業に従事してい

会福祉協議会☎（3847）7065

丁目区民館 ②生涯学習センター

FAX （3847）0190

対象 区内在住で保育園・保育所を利用する

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

年長園児（30年4月に小学校入学予定）の

自殺予防啓発講演会
「大切ないのちを守るために～
精神科医からのメッセージ～」

名・氏名（店舗名）
・電話番号を電話かファ

悩みを抱えている方への関わり方や、ここ

ックスで下記問合せ先へ 問合せ 観光課

ろの健康の保ち方について学びます。

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

☎（5246）1447

日時 12月19日㈫午後2時～3時30分

FAX （5246）1515

シルバー人材センターの催し

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

●パソコン講座①「ファイルや写真のスッ

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

キリ整理講座」 ②「写真を取り込んでア

配布する申込用紙に記入し提出

ルバムを作成します」 日程（全3回）①12

場所・問合せ 老

人福祉センター☎（3833）6541

講 座・相 談 会 など
講座「丸投げしない生き方・介
護を学ぶ～自分らしく 自分の
家族らしく生きる～」

保育園対象家庭教育学級
「入学直前! 楽しい小学校生活の
ために親ができること」

名・電話番号を電話かファックスまたは

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

申込締切日 12月2日㈯

FAX （5246）1359

問合せ ハロー

る方 定員 20人（先着順） 申込方法 講座

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

申込方法 住所・

持ち物 面接希望

面白脳トレ教室（ゲ
三筋老人福祉館
ーム、文学などを 水
入谷老人福祉館
通じた脳トレ）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ンの区分所有者 定員 50人（先着順）

クスで下記問合せ先へ 問合せ 住宅課

NPOのための個別相談

正社員中心の求人で、区内企業約15社が

時間 午前10時～11時30分

対象 区内マンショ

講師 岡本正氏（弁護士） セミナーテーマ 民

9日～3月13日、金曜日コース1月12日～3
月16日 時間 午前10時～正午 対象 区内

●介護予防教室 日程 1～3月（各全10回）

場所 寿区民館

月4日㈪・7日㈭・11日㈪ ②12月1日㈮
・8日㈮・12日㈫ 時間 午前10時～正午

場所 台東保健所3階大会議室

保護者 定員 各30人※託児あり（抽選）
講師 林恵子（教育支援館研修支援専門員）
申込方法 区ホームページの「電子申請」か

ら申込み※12月13日㈬以降に抽選結果を
メールで通知

定員 80人

（先着順） 講師 高橋祥友氏（精神科医）
申込み・問合せ 台東保健所保健予防課

☎（3847）9405

申込締切日時 12月8日㈮午後5時

問合せ

生涯学習課☎（5246）5821

無料の建替え相談会
（清川区民館）

初級障がい者スポーツ指導員養
成講習会

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

浅草北部地域の防災性の向上のため、一級

日程 30年2月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11

分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

建築士・ファイナンシャルプランナー等に

日㈷・12日㈷※2グループに分かれ、5日

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

よる相談会と講演会を実施します。

間のうち4日間に参加

番号を書いて下記問合せ先へ

日時 11月25日㈯午後1時～5時30分（1

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 12

人30分程度、予約優先）※講演会は午後1

後5時 場所 台東リバーサイドスポーツセ
ンター 対象 区内在住か在勤・在学の18

月5日㈫・15日㈮午前10時～11時、11

時～1時30分

対象 次

歳以上（29年4月1日現在）で、障害者ス

時～正午 定員 各5人（抽選）

の地区に木造建築物を所有している方 竜

ポーツに関心があり、今後関わりたいと考

場所 清川区民館

時間 午前9時～午

日時 ①30年1月13日㈯ ②20日㈯ ③27
㈯（全3回）午後1時30分～4時 対象 18

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、今

えている方 定員 15人（抽選）※指導員

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2丁目、

登録には費用がかかります。また、全課程

歳以上の方 定員 30人（先着順）

相談内容を書いて下記問合せ先へ

清川1・2丁目、日本堤1・2丁目

参加できない方は、改めて全課程の受講が

講師 ①③島村八重子氏（全国マイケアプラ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ン・ネットワーク代表）ほか ②安達昌子

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

氏（医師）ほか

費用 500円（3回分・資

料代） 申込方法 氏名・電話番号、託児（1

※募集数に達しない場合、11月21日㈫以
降に電話で受付

申込締切日 11月20日㈪

申込み・問合せ 地区整備課

☎（5246）1365

マンション管理セミナー・グル
ープ相談会

必要です。

申込方法 申込用紙（区ホー

ムページからダウンロード可）に記入し、
下記問合せ先へ郵送かファックスまたは持
参

申込締切日時 12月22日㈮午後5時（消

歳以上の未就学児）希望の方は子供の氏名

（必着） 問合せ 〒111−0056 台東区小

・年齢・性別を電話か直接右記問合せ先へ

島1−5−5 台東区シルバー人材センター

日時 12月2日㈯午後1時～3時20分（セミ

曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）

☎（3864）3338

ナー）
、午後3時35分～4時45分（グルー

☎（5246）5853

申込開始日 11月8日㈬

印有効） 問合せ スポーツ振興課（土・日

【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。

●空き家発生抑制セミナー

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

催しものなど
き

作品展実行委員会
☎（３８７５）８０５１
●アメ横ウェルカムモール大感謝
祭
▽日時
月 日㈯・ 日㈰午前
時～午後５時 分
▽場所 アメ横御徒町駅寄り高架
下商店街「ウェルカムモール」
▽内容 ポップコーン配布（各日
先着 人）
、レシート持参で記

合同大例会
月４日㈪
▽日時
午後６時～８時 分
▽場所 区役所 階会議室
▽内容 「だから無理」より「じ
ゃあどうする」の方が面白い
～全盲弁護士の夢の叶え方～
人（先着順）
▽定員
※申込方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 東京中小企業家同友会
台東支部事務局 會田
☎（３２６１）７２０１

記問合せ先へ
月 日㈪（必着）
▽申込締切日
００４２ 台東
▽問合せ 〒
佐藤
区西浅草２ ３
☎（３８４４）７５４６

▽費用
円
▽申込方法 はがき（１人１枚）
に住所・氏名・年齢を書いて左

10

会 員 募 集

川柳

台東川柳人連盟

勝利
つばめ
あられ
みすず
敬子
千恵子
一美
市兵衛

▽講師 田崎史郎氏
▽申込み・問合せ （公社）浅草
法人会☎（３８５１）１８６１
●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
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがき（１人１
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）
※個人のプライバシーに関わる案

10

利雄
武
やまと
かえる
孝子
㐂代子
尚子

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
●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 日
・書類作成セミナー
㈬・ 日㈬午前 時
月 日㈬
・面接対策セミナー
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 日㈪・ 日㈫・ 日㈪・
日㈫午後１時
▽場所・申込み・問合せ
ハローワーク上野

目で合図 絆で揃うバチ捌き
鐘叩き平和を祈る核の下
正直も加減があると思い知る
ほろ酔いの今宵は猫と差向い
薔薇が好き花も香りも文字さえも
心根のにじむ優しさ一行詩
今日のジムこの一杯で無駄になる
▽問合せ 台東川柳人連盟
内田博柳
☎（５８２７）２１３９

●「税を考える週間」協賛講演会
月 日㈪午後５時 分
▽日時
▽場所 浅草ビューホテル４階
１）
（西浅草３
▽定員
人（先着順）

断捨離が尻を叩かれやっと出来
忘れられ風鈴ちりり主を呼ぶ
長生きは喜ばしいが孤独なり
長年の御輿担いだ肩の瘤
マスカラが雨に打たれてたぬき顔
マニフェスト見抜いています舌の数
故郷を聞かれお江戸と答えます
百歳を越した笑顔にある力

※時間は随時
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額５千円（花材費込）
▽問合せ 秋山

☎（３８７４）０５５８
●東上野ヨーガ（高齢者歓迎）
▽日時 第１～３水曜日

午前 時～ 時 分
▽場所 東上野区民館ほか
▽会費 月額３千円
▽問合せ 池田
☎０９０（７４２２）５０３３

●「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発送されます
国民年金保険料は所得税・住民
税の申告の際、全額が社会保険料
控除の対象です。家族の国民年金
保険料を納付した場合も、納付し
た方の社会保険料控除として申告
できます。申告には、 年１月１
日～ 月 日に納付（見込み）し
たことを証明する書類の添付が必

要です。
年１月１日～９月 日に国民
年金保険料を納付した方には、
「社

会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が 月上旬に日本年金機
構から送付されます。年末調整や
確定申告で、この証明書（または
領収証書）が必要になりますので、
大切に保管してください。
▽問合せ ねんきん加入者ダイヤ
ル☎０５７０（００３）００４
０５０から始まる電話でかける
場合☎ ６
( ６３０）２５２５

☎（３８４７）８６０９
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●花芸・安達流「活け花サロン四
季」
▽日程 隔週水・金・土曜日

11

11

12

●ポルトガルの音楽家と歌おう
月４日㈪午前 時～
▽日時
時 分（９時 分受付）
▽場所 老人福祉センター
歳以上の方
▽対象
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがき（１枚２
人まで）に住所・氏名・年齢・
参加人数・電話番号を記入して
左記問合せ先へ
月 日㈯（消印
▽申込締切日
有効）
８７１６ 東京
▽問合せ 〒
文化会館事業係 月４日担当
☎（３８２８）２１１１
●第 回台東区親睦卓球大会
月 日㈰午前９時 分
▽日時
開始（９時開場）
▽場所 台東リバーサイドスポー
ツセンター第２競技場
▽対象 区内・近隣区在住の卓球
初心者・中級者
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●台東区異業種交流プラザ
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月 日㈮
▽日時
念品プレゼント、抽選会、スタ
午後２時～３時
ンプラリー、アメ横ご当地アイ
▽場所 台東区民会館９階ホール
ドルの出演等
人（先着順）
▽定員
※詳しくは、左記問合せ先へ
▽講師 堀江直樹氏（司法書士）
、 ▽問合せ 上野第一商業協同組合
清水貴仁氏（
法人理事長）
☎（３８３１）６４９４
※午後３時～４時 分まで個別相
●第 回靴のめぐみ祭り市
月 日㈯・ 日㈰
談会を実施。
（要予約）
▽日時
午前９時～午後５時
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人空
▽場所 玉姫稲荷神社境内
き家活用プロジェクト森口・竹
▽問合せ 靴のめぐみ祭り市実行
内☎（３４８６）００２８
委員会☎（３８３９）５２２９
Ｅメール
info.akikatu@gm
●映画「いのちのはじまり：子育
ail.com
●上野学園大学第６回合唱定期演
てが未来をつくる」自主上映会
月 日㈰
奏会
▽日時
月 日㈮午後７時開演
午後２時～４時
▽日時
２）
▽場所 上野学園石橋メモリアル ▽場所 厳念寺（寿１
人（先着順）
）
▽定員
ホール（東上野４
▽内容 中村拓紀（指揮）
、ミサ・ ▽費用 大人１千円
学生（中学生以上） 円
ブレヴィス（コダーイ）
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人台
▽入場料 １千円
東区の子育てを支え合うネット
▽申込み・問合せ 上野学園大学
ワーク☎（３８４３）９２４６
事務部演奏課
●大人のための英会話・韓国語市
☎（３８４２）１０２０
民講座
●無料気功教室
月 日㈮・ 日㈮
▽日時（全８回） 月 日～
▽日時
年１月 日の水曜日 英語は午
午後２時～４時
後６時～７時、韓国語は７時
▽場所 台東区民会館
分～８時 分
※動きやすい服装で参加
▽場所 台東区民会館
▽問合せ 長谷川
人（先着順）
▽定員
▽費用 ７千円（８回分、教材費
含む）
▽申込み・問合せ 国際文化交流
協会前田（月〜金曜日午前 時
～午後６時）
☎０９０（６４８９）２８０３
☎０９０（８０６０）９１５８
●ＭＯＡ美術館「台東児童作品
展」
月 日㈯午後１時～５
▽日時
時、 日㈰午前 時～午後３時
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー

▽問合せ ＭＯＡ美術館台東児童
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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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●ＴＯＫＹＯ数寄フェス２０１７
上野公園を舞台に、アートで日

この事業は（一財）自治総合センタ
ーが地域コミュニティ活動の充実・
強化を図るため、宝くじの社会貢献
広報事業費として交付する助成金に
基づくものです。 問合せ 台東区区
民課☎（5246）1122
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24

15

本文化を世界に発信します。
月 日㈮～ 日㈰
▽期間
▽場所 上野公園噴水広場、不忍
池付近等
※詳しくは、上野「文化の杜」新
構想実行委員会「ＴＯＫＹＯ数
寄フェス２０１７」公式ホーム
ページをご覧ください。
▽問合せ 上野「文化の杜」新構
想実行委員会
☎（５８３４）２３９６
●防火のつどい
月 日㈬
▽日時
午後１時 分～３時 分
▽場所 上野学園石橋メモリアル
）
ホール（東上野４
▽内容 第一部 火災予防業務協
力者表彰
第二部 上野学園学生による演
奏会

平成29（2017）年 11月5日
▽問合せ 上野消防署
☎（３８４１）０１１９

み こ し
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浅草町一町会が神
輿の修繕および
は や し
お囃子道具の整備、浅草橋3丁目
町会・台東四丁目町会が神輿の修
繕を行いました
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