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オール墨田・オール台東 での観光まちづくりを
東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会やラグビーワールドカップ2019の開
催に向けて、観光客が増加するとともに、
多様化する観光ニーズに応えるべく、互い
の観光資源を有効に活用し、これまで以上
に効果的な観光振興事業およびPR活動を
実施していくため、姉妹区提携40周年を機
に「東京都台東区と東京都墨田区との観

光分野における連携に関する協定」を締結
しました。
墨田区と台東区は、昭和52年に姉妹区
を提携して以降、教育や文化・スポーツなど、
さまざまな分野で連携してきました。今後は
さらに連携を深め、オール墨田・オール台
東での観光まちづくりを推進していきます。
▷問合せ 観光課☎（5246）1151

今後の連携予定
・共同での外国人観光客の誘致
・新たな観光ルートの開発
・両区の観光・産業団体との協力
・隅田川両岸でのイベント開催
・協定締結を記念した新事業の実施

墨田・台東まち歩き
スタンプラリー
両区内各２か所のポイントを周回した方
に、オリジナル景品を差し上げます（先着
2,000人）。
▷期間 11月29日㈬～12月27日㈬
※詳しくは、
区ホームページをご覧ください。

広報「たいとう」元旦号と「たいとう区議会だより」新年特集号は毎年新聞折り込みです。詳しくは3面をご覧ください。
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平成30年1月7日㈰～2月4日㈰開催
台東区に根づき、今なお健在する芸能文化の拠点を大切に守り、さらに新しいカタチへ昇華させていこうという試みで始まった「したまち演
劇祭㏌台東」。公募により選ばれた劇団が、下町の冬をホットに盛り上げます。企画公演や演劇を身近に体験できるワークショップなども開催！

OPENING STAGE
パンダフル

入場無料 台東区になじみのあるパンダを題材に、区民の皆さんと一緒に創った生演奏ありの演劇を上演します。
▷日時 30年1月7日㈰午後0時30分開場、1時開演 ▷場所 生涯学習センターミレニアムホール
▷内容 セレモニー、参加団体紹介、オリジナル演劇

～今昔パンダ物語～

公募公演

チケット販売・問合せ 下表の各問合せ先へ
※区民割引チケットは右記へ

問合せ

劇団名・公演名

公演日時・場所・問合せ
日時

唐十郎の縁の地で、
傑作のあの戯曲を熱演!!

❶
●

❷
●

❸
●

❹
●

パフォーマンスユニットＴＷＴ

場所

ジャガーの眼

問合せ
Eメール

浄瑠璃床本の大序から討入まで、
全段通しで語りつくす

日時

全段通し仮名手本忠臣蔵

問合せ

笑いあり、涙あり、茶番たっぷりで、
大人のファンタジーコメディーをお届け

日時

遊戯空間

場所

お茶の間ゴブリン

場所
問合せ

西遊記奇譚

Eメール

閉鎖の危機に陥る浅草の劇場を舞台に繰り広げる、
下町情緒溢れる人情エンターテイメント

日時

劇団 演劇らぼ・狼たちの教室
第５回本公演

場所
問合せ

「浅草★ロ・ロ・ロック」
大正・昭和の古き良き下町の風景、
市井人の機微を伝え続ける

❺
●

日時

文学座有志による 久保田万太郎作品
久保田万太郎作

場所
問合せ
Eメール

より
「夜長」
「あしかび」
ふとした日常の風景を
身体と言葉を自在に操り表現

❻
●

日時

泥棒対策ライト

場所
問合せ
Eメール

夕暮れメトロノーム
区民割引チケットを
販売します

区内在住か在勤・在学の方へ割引
チケット（前売券）を販売します
（先着順）
▷対象 上表❶〜❻、右表企画公
演B❶〜❹
▷購入方法 住所が確認できるも
の（健康保険証・運転免許証
等）を区役所9階④番文化振興
課へ持参
※枚数に限りがあるため、売切れ
の場合があります。
※劇団により料金が異なります。
詳しくは、上表・右表をご覧く
ださい。

招待券プレゼント
区内在住の方50組100人（各公演
5組10人）に招待券をプレゼント
▷申込方法 往復はがき（1枚1公
演 ）に 希 望 劇団名（ 上 表 ❶ ～
❻）、企画公演B（右表❶～❹）・
区民招待日時（第3希望まで記載
可）・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 12月14日㈭（必着）
▷問合せ 〒110-8615 台東区
役所「したまち演劇祭in台東」
実行委員会事務局
☎（5246）1328

〒110-8615 台東区役所「したまち演劇祭in台東」実行委員会
事務局（文化振興課内）☎（5246）1328
料金

招待券プレゼント

1月10日㈬午後7時、11日㈭午後2時・7時、
12日㈮午後2時・7時、13日㈯午後1時・6時、
全席指定
14日㈰正午・午後4時30分
一般前売4,200円
上野ストアハウス（北上野1−6−11 NORD
（区民割引4,000円）
ビル地下1階）
当日4,500円
パフォーマンスユニットTWT
twt.office1@gmail.com

1月11日㈭
午後2時・3組6人、
12日㈮
午後2時・2組4人

1月18日㈭午後6時、19日㈮午後1時・6時、 全席自由
20日㈯～22日㈪午後2時
一般3,500円
木馬亭（浅草2−7−5）
（区民割引3,200円）、
遊戯空間☎090（3474）7999
学生2,000円

1月18日㈭ 午 後6時・1
組2人、
19日㈮午後1時・
1組2人、20日㈯午後2
時・1組2人、21日㈰午
後2時・1組2人、22日
㈪午後2時・1組2人

1月19日㈮～21日㈰午後2時・6時30分、22 全席自由
日㈪午後2時
一般前売3,700円
浅草花やしき 花やしき座 （浅草2−28−1） （区民割引3,000円）
お茶の間ゴブリン
当日4,000円、
ochanoma_gob@yahoo.co.jp
学生（高校生まで）2,500円

1月19日㈮
午後2時・3組6人、
21日㈰
午後6時30分・2組4人

1月25日㈭午後7時、26日㈮午後2時・7時、
27日㈯・28日㈰・29日㈪午後2時
雷5656会館 ときわホール （浅草3−6−1）
劇団 演劇らぼ・狼たちの教室
☎070（6654）2738

全席指定
一般前売 4,000円（区民割引
3,500円 ）
・ 当 日4,200円、 各
種割引チケット（前売限定）
、
25歳以下3,000円・60歳以上
3,500円（要証明書）

1月26日㈮午後2時・7時、27日㈯午後1時・
5時、28日㈰午前11時・午後3時、29日㈪午 全席自由
後2時
一般3,000円
浅草見番（浅草3−33−5）
（区民割引2,500円）、
文学座有志による久保田万太郎作品
1月26日㈮一般夜割2,700円
kenban.mantaro@gmail.com

1月25日㈭
午後7時・2組4人、
26日㈮
午後7時・2組4人、
29日㈪
午後7時・1組2人
1月26日㈮
午後7時・1組2人、
27日㈯
午後5時・1組2人、
29日㈪
午後2時・3組6人

全席自由 前売
1月31日㈬・2月1日㈭午後7時30分、2月2日
一般3,800円（区民割引3,300 2月1日㈭
㈮・3日㈯午後2時・7時30分、4日㈰午後2時
円）
、学生3,000円（要学生証）
、 午後7時30分・2組4人、
浅草九劇（浅草2−16−2浅草九劇倶楽部2階）
小学生～高校生1,000円、未就 2日㈮
泥棒対策ライト
午後2時・3組6人
学児（3歳以上）500円
info@dorotai.com
※当日はそれぞれ300円プラス

企画公演
団体名・公演名
したまちばなし

公演日時・場所・問合せ
日時・出演 ①1月28日㈰午後2時・井上麻矢
②2月1日㈭午後2時・竹下景子
場所 ①水月ホテル鷗外荘 ②朝倉彫塑館
問合せ 事務局☎090
（2663）
2014
文化振興課☎
（5246）
1328

応援部PRESENTS
「もう一度、観night★」

日程・出演 ①2月1日㈭・6－dim+

A －物語が生まれるところ－

B
❶6－dim+

❷かもだる田

❸BARON

演劇体験ワークショップ
公演名

歌舞伎体験ワー
クショップ
ワークショップ

〜音画伯にな
ろう〜

❹GABEZ

料金等
全席自由
1,000円
※区内在住・在学の高
校生以下は無料
（要申込み）

全席自由
②2日㈮・かもだる田
一般前売 2,000円
③3日㈯・BARON ④4日㈰・GABEZ（区民割引1,500円）、
時間 午後7時
当日 2,500円
区民招待
場所 東洋館
（浅草1−43−12）
各日5組10人
問合せ 文化振興課☎
（5246）
1328

日時・場所等

※すべて先着順
対象 中学生以上

料金

日時 1月10日㈬午後6時30分～8時
場所 浅草公会堂
定員 30人
講師 新春浅草歌舞伎出演の俳優
申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328

1,000円

日時 2月3日㈯・4日㈰午前10時～午後4時30分予定
場所 たなか舞台芸術スタジオ
対象 小学1～3年生
定員 各20人
講師 東京藝大アーティスト集団みっけ
申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328

1,000円

日時 1月30日㈫・31日㈬午前11時～午後2時
場所 上野桜木会館
絵本読み聞かせ
対象 未就学児の父母・祖父母
定員 各10人
ワークショップ
講師 鈴木亜希子氏（文学座俳優） 申込み・問合せ 文化振興課☎ (5246）1328
日時 1月14日㈰・21日㈰午後2時～3時
場所 浅草公会堂
対象 ①小学生 ②中学生以上
定員 ①8人 ②10人
殺陣入門
講師 井上謙一郎（殺陣師） 申込み・問合せ 浅草公会堂☎（3844）7491

500円
①4,700円 ②7,100円
※1日の参加の場合は
①2,400円 ②3,600円

提携公演

公演名 新春浅草歌舞伎 爆笑喜劇浅草21世紀※区民割引あり 児童館おたのしみ劇場※18歳未満・同伴保護者無料 浅草六区ゆめまち劇場
※日時、
場所、料金等、詳しくは「したまち演劇祭in台東」公式ホームページをご覧ください。

【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。

子どもを生み育てる世代への支援
手段

事務事業

子ども家庭支援
センター運営

親と子の
相談事業の充実

子ども
医療費助成

表１ 事務事業評価における4つの視点と4段階評価

表2

事務事業評価の結果

463

今後の方向性

拡大

改善

維持

縮小

廃止・終了

計

事業数

15事業

57事業

385事業

4事業

2事業

463事業

表3

施策評価の結果
総合評価

Ａ
(順調である)

Ｂ
(一部課題がある)

Ｃ
(課題がある)

計

施策数

32施策

38施策

4施策

74施策

朝鮮通信使のルート

業務内容

事務補助
（伝票の一斉処理作業等）

対象

職務に従事できる健康な方

雇用期間

平成30年1月下旬〜3月末
日

勤務日時

月～金曜日午前9時～午後
5時（月17日勤務）

勤務地

区役所本庁舎

給与（日額） 7,000円（交通費含む）
履歴書（顔写真を添付した
申込方法 もの）を下記問合せ先へ持
参

問合せ

人事課人事係
（区役所4階⑤番）
☎（5246）1061

広報 ｢たいとう｣ 元旦号と
｢たいとう区議会だより｣
新年特集号は新聞折り込み
です
広報「たいとう」
（区報）と「たいと
う区議会だより」
（議会報）は毎号、
町会を通じてお届けしていますが、
区報の元旦号と議会報の新年特集号
は1月1日の新聞に折り込んでお届け
します。区内在住で次の新聞を購読
していない方へ、希望により郵送し
ます。 折り込む新聞 朝日・読売・毎
日・産経・東京・日本経済新聞の朝刊
申込方法 区報・議会報の元旦号郵送
希望・住所・氏名・電話番号をはがき
か電話・ファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 12月8日㈮
問合せ 〒110
−8615 台東区役所広報課
☎（5246）1021
FAX （5246）1029

お知らせ

28

歳 末たすけあい運 動にご
協力ください

12

寄せられた募金は、高齢者・障
害者・子供に関わる事業の助成、

ボランティアの育成支援など有効
に活用していきます。
月１日㈮～ 日㈭
▽受付期間
▽場所 各区民事務所・同分室、

地区センター、台東区社会福祉
協議会
▽協力 台東区町会連合会・同女
性部、区内各町会、台東区民生
委員・児童委員協議会
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５４５

13

12月25日㈪

マ イ ナン バ ー 制 度 に お け
る 情 報 連 携の 本 格 運 用 が
始まっています

月 日から、国や地方公共団
体等の間でマイナンバーを活用し
た情報連携の本格運用が始まって
います。
これにより、マイナンバーを使
う事務手続きにおいて、これまで
提出する必要があった住民票の写
しや課税証明書など一部の書類を
省略できます。
省略できる添付書類は手続きに
より異なりますので、事前に手続
きの担当課へお問合せください。

※マイナンバー
制度に関する
最新情報は内

閣府マイナン
バーホームペ
ージをご覧ください。

▽マイナンバー制度全般に関する
問合せ 国のマイナンバー総合フ

リーダイヤル（無料）

☎０１２０‐９５０１７８
▽問合せ 台東区企画課

☎（５２４６）１０１２

11

申込締切日

10

（表２）
。
②施策評価 施策の目標である

本願寺は、朝鮮通信使が江戸を訪れた際の
宿所として利用されました。また、東京国
立博物館には関連する資料が所蔵されてい
ます（※現在公開はされていません）
。台
東区は、28年2月に「世界の記憶」の日本
側の申請団体である「NPO法人 朝鮮通信
使縁地連絡協議会」に加盟しています。
問合せ 都市交流課☎（5246）1193

『 年後のめざす姿』に照らし、
『施策の指標』の実績のほか、

台東区アルバイト募集
（短期）

「朝鮮通信使に関する記録」が
ユネスコ「世界の記憶」に登録されました
・
「世界の記憶」とは 世界的に重要な記
録物（手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、
図画、地図、音楽、写真・映画等）への認
識を高め、保存やアクセスを促進すること
を目的に、平成4年に開始されたユネスコ
（※）の事業です。
（※）教育・科学および文化などの活動を
通じて、世界平和を実現するために
作られた国際機関。
・朝鮮通信使とは 室町時代から江
戸時代にかけて朝鮮王朝が日本に派
遣した外交使節団で、日韓の平和構
築と文化交流の歴史として、貴重な
記録が残っています。日韓の団体が
共同で申請を行い、29年10月30日
（日本時間10月31日）
に
「世界の記憶」
に登録されました。
・台東区との関係 台東区にある東

施策を構成する行政計画事業の
成果や課題等を踏まえ、総合的
に評価しています（表３）。ま

17

た、区が実施した施策評価に
ついて、学識経験者に対する意
見聴取を行い、基本構想の検証
に活用しています。

25

２．基本構想の検証

今年度から検討を開始している
新たな基本構想の策定に向けて、
これまでの区の取組みの成果や課
題等を明らかにするため、施策評
価を活用し、基本構想の検証を行
いました。平成 年度に実施した
長期総合計画（計画期間：平成
～ 年度）の検証結果及び今年度
の施策評価結果、現行の長期総合
計画の「施策の指標」の変化をも
とに、現行の基本構想の基本目標
に照らして、総合的な見地から検
証しています。また、学識経験者
に対して、現行の基本構想の実現
に向けた、これまでの区の取組みの
成果又は課題と考えられることな

どについて意見聴取を行いました。

３．結果の情報公開

区ホームページ、区役所３階⑦
番区政情報コーナー、中央図書館、
根岸図書館、石浜図書館、区民事
務所・同分室、地区センターで閲
覧できます。区民の皆さんの意見
を区政に生かしていくため、評価
結果や検証結果について、意見を
お寄せください。
▽問合せ 企画課経営改革担当
☎（５２４６）１０１３

26

の評価と区民生活への影響を踏
まえ、今後の方向性として「拡
大」
「改善」
「維持」
「縮小」
「廃

目的達 ⇒現時点における事業目的の達成度を、事業の指
成度
標や進捗という視点から評価
４：目標は達成されている。
３：目標はおおむね達成されている。
２：目標は一部未達成である。
１：目標を大きく下回っている。

止・終了」の５種類で評価して
います。今年度は、目的や手段
等に基づき類型化した事務事業

効率性 ⇒人的・物的資源の有効活用という視点から評
価
４：コストや効率性は改善している。
３：コストや効率性に大きな変化はない。
２：コストや効率性に一部改善の余地がある。
１：コストや効率性に抜本的改善を要する。

のうち、【教育】
、【施設運営】
、【公
共事業】
、
【道路・公園等管理】
の事業区分のほか、
「台東区行

手段の ⇒事業の目的達成のため、適切な手段での事業
適切性
実施という視点から評価
４：手段は適切である。
３：検討事項はあるが、手段はおおむね適切
である。
２：手段は一部見直しが必要である。
１：手段は抜本的見直しが必要である。

政計画」に位置付けている計画
事業を構成する事務事業を対象
とし、計 事業を評価しました

必要性 ⇒区民ニーズの変化や官民の役割分担という視
点から評価
４：ニーズは増加している。
３：ニーズには大きな変化はない。
２：ニーズはやや減少傾向にある。
１：ニーズは大幅に減少している。

29

区の施策について外部の専門家や

育児支援
ヘルパー

子どもの健やかな育ちの支援

１．行政評価

目的

区民等が行う外部評価を実施して
います。今年度は、事務事業評価
のほか、新たな基本構想の策定に

次の世代の育成（安心して子育てできる環境づくり）

（１）行政評価の仕組み
行政評価とは、社会情勢やニー

手段

施策

【例】

向けて、現行の基本構想の検証を
行うため、施策評価を実施しまし
た。

目的

政策

行政活動を便宜的に階層化すると、一般的には、政策・施策・事務事業の3
層構造として捉えることができます。政策とは、行政の大局的な目的や方向
性を示すもの、施策とは、政策を実現するための具体的な手段であり、それ
はさらに施策を実現するための複数の事務事業から構成されています。

第 1193 号

ズの変化に対応した弾力的な区政
運営を目指すため、人材や予算と
いった経営資源が有効に活用され

図１ 政策・施策・
事務事業の関係

るように、政策や施策、事務事業 （２）行政評価の方法
を定期的に検討する仕組みです ①事務事業評価 「必要性」
「効率
（図１）
。区では、個々の事業を対
性」
「手段の適切性」
「目的達成
象に行う事務事業評価、長期総合
度」の４つの視点で、それぞれ
計画の施策を対象に行う施策評価、 ４段階評価します（表１）
。そ

（3） 平成29（2017）年 11月20日

平成 年度の行政評価、
及び基本構想の検証を行いました

広報

【家庭の省エネヒント】電気こたつや電気カーペットの下に、ホームセンター等で販売されている断熱マットを敷くと、熱が床側に逃げず、効率よく温めることがで
きます。電気代の節約にもつながりますので、ぜひ実践してみましょう。
（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〉

広報

平成29（2017）年 11月20日
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すべての人が尊重される社会を目指して

12月４～10日は人権週間です
問合せ 人権・男女共同参画課☎（5246）1116

私たちは皆、自分の存在や尊厳が守られ、自由に幸せを追い求める権利「人権」を持っています。同時に、私たちは他者との関わり合いの中で生きており、
多様な個性を認め合い、共に社会を支えていくということが、求められています。しかし、社会ではさまざまな人権問題が発生しています。身近なところ
から人権について考え、お互いの人権が尊重される明るい社会を築いていきましょう。

同和問題

性的マイノリティ（性的少数者）への偏見

外国人の人権問題

インターネットを悪用した人権問題

アイヌの人々の人権問題

子供の人権問題

女性の人権問題

障害者の人権問題

高齢者の人権問題

HIV感染者ハンセン病等の人権問題

刑を終えて出所した人への偏見

犯罪被害者やその家族の人権問題
拉致問題等北朝鮮当局による人権侵害問題

人権のつどい

人権擁護委員を紹介します

夜間人権ホットライン

▷日時 12月15日㈮
午後2時30分
▷場所 浅草公会堂
▷対象 区内在住か在勤・在学の
方
▷定員 1,000人
▷内容 ①区内小・中学生による
人権メッセージ、人権作文の表
彰・発表 ②講演「スマホ・ケー ▲大久保輝夫氏
タイ安全教室のプロ講師が伝授！インターネットに
よる人権侵害の現状とトラブルを防ぐために」※手
話通訳、要約筆記、一時保育（要予約）あり
▷講師 大久保輝夫氏（KDDIスマホ・ケータイ安全教
室認定講師）
●人権パネル展（同時開催）
区内小・中学生の作品等を展示します。
▷問合せ 人権・男女共同参画課
☎（5246）1116 FAX （5246）1139
Eメール jinkenkyoudou@city.taito.tokyo.jp

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、区市町
村の区域で人権侵害事件の調査処理、人権相談、人権
啓発などの活動を行っています。また、人権擁護委員
（下記）による「人権身の上相談」を行っています。秘
密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

弁護士による法律相談を夜間に電話（ホットライン）
でお受けします。費用は無料です。個人の秘密は厳守
します。
▷日時 12月7日㈭午後5時～8時
▷相談時間 1人10分程度
▷ホットライン ☎（6722）0127
▷問合せ （公財）東京都人権啓発センター
☎（6722）0124または☎（6722）0125

山勝幹之

谷貝知紀

▷問合せ 人権・男女共同参画課
☎（5246）1116

人権身の上相談
▷相談日時 第3火曜日午後1時～4時
▷場所・問合せ くらしの相談課区民相談室（区役所
1階）☎（5246）1025

「えせ同和行為」とは、同和問題は怖い問題である
という誤った意識に乗じて、何らかの利益を得るため
に、同和問題を口実として、企業や行政機関に不当な
圧力をかけることです。
高額図書の売り込みや寄付金・
賛助金の強要などがあります。このような不当な要求
に対して、はっきり断ることが大切です。えせ同和行
為を受けたとき、または受ける恐れのあるときは下記
へご相談ください。
▷問合せ 人権・男女共同参画課☎（5246）1116

住宅
まちづくり
福祉

（高齢・障害）

パソコンで区内介護サー
ビス事業者の求人情報が
見られます

20

小
｢ 学３年生まちなみ絵
画コンクール」の表彰式
を行いました

11

993

生月のころに、介護保険証と通知
書・納付書を送ります。
●介護保険料の使いみち

介護が必要な方やその家族を社
会全体で支え合うための介護サー
ビス費用に使われます。これによ

り、介護サービス利用時（ホーム
ヘルパーによる訪問介護、特別養
護老人ホーム入所等）の自己負担

は、原則、費用の１割または２割
となります。自己負担が上限額を
超えた場合、超えた分が高額介護

サービス費として支給されます。
●介護保険料を納めないと
督促、催告、差押等が行われた

り、延滞金が加算されたりします。
また、介護サービスの利用時に
費用をいったん全額負担し、後日、
費用の９割または８割分を区へ請
求する方法に変わります。
さらに、滞納期間が２年を過ぎ
ると時効となり、さかのぼって保
険料を納めることはできません。
時効となった期間に応じて、介
護サービス利用時の自己負担が１
割または２割から３割に増え、高
額介護サービス費等の支給も受け
られません。
▽問合せ 介護保険課資格・保険
料担当☎（５２４６）１２４２

30

新井寛

子育て・教育

30

幼児用ヘルメットの申込
みはお済みですか

27

ヘルメットのサイズ
はＳ・Ｍ、色は赤・青
の中から選べます。

☎（５２４６）１０４４

▽対象 区内在住で、
平成 年４月２日～
年４月１日生まれ
の子供
年３月 日㈮
▽申込締切日
（必着）
▽問合せ 生活安全推進課
28

石床洋子

えせ同和行為にご注意を！

区ホームページの「暮らしのガ
イド」から「税金と保険・年金」

65

堀哲郎

「声の広報」を貸出しし
ています

64

宇田川靖子

毎月２回、５日と 日に発行し
ている区の広報「たいとう」の内
容をカセットテープに録音して、
区内在住の視覚障害のある方に郵
送で貸出しします（無料）
。また、
月５日号より区ホ
ームージでも聴ける
ようになりました。
▽申込み・問合せ 広報課（区役
所３階⑧番）
☎（５２４６）１０２１

65

根岸順一

25

保険・年金

40

介 護 保 険 料 の 納 め 忘 れは
ありませんか

● 歳になると介護保険料の納め
方が変わります
～ 歳の方は、加入している
医療保険の保険料と一括して介護
保険料を納めます。
歳以上の方は、医療保険料と
は別に、原則、年金からの天引き
で納めます（天引き開始までは納
付書または口座振替）
。 歳の誕
65

海野衛

「台東区
内でわた

12

矢野美惠子 栗山美知郎

の「介護保険」内「事業者情報（区
民の方へ）
」に「介護サービス事
業者の求人情報」を掲載していま

12

杉野茂雄

しが好き
な 場 所・
年中行事」

30

30

片岡昭子

す。
※仕事内容・採用等、詳しくは各
事業者にお問合せください。
▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４３

11

24

平成29年10月1日現在

「花のある
風景 」と
いうテー
マ で、 区
立小学校
の小学３
年生から
絵画を募集したところ、 人の応
募があり、その中から次の 人の
作品が入賞となりました。
・入賞者氏名（学校名・敬称略）
相澤晴子（上野小）
、永藤遙人
・田中健心・柿沼陽向（根岸小）
、
盛一将一・伊藤綾音（忍岡小）
、
山近晴也（谷中小）
、吾妻旦・加
藤優花（金曽木小）
、小林愛花・
村上花音・佐々木遥生・芦原遥人
・小井圡結花（大正小）
、平塚陽
真（台東育英小）
、疋田百合花・
大河原咲蘭・松岡知弘（蔵前小）
、
石垣千尋・小林万桜・髙橋紅太
（松葉小）
、戸越日南乃（千束小）
、
宮内亮輔（田原小）
、松本篤弥・

26

大林昊芽（金竜小）
※区ホームページで、入賞作品や
表彰式の様子をご覧になれます。

・絵画コンクール展示会
▽場所・日程 ①区役所正面玄関
ロビー・ 月 日㈭～ 月７日
㈭ ②生涯学習センター・ 月
日㈫～ 日㈰ ③つくばエク
スプレス浅草駅浅草ギャラリー
・ 月 日㈫～ 年１月４日㈭
▽問合せ 都市計画課
☎（５２４６）１３６３
12

12

▷人権擁護委員（敬称略）

【非常勤職員募集】▷勤務日数 月16日 ▷対象 保健師・助産師または看護師の資格をお持ちの方 ▷勤務地 台東保健所または浅草保健相談センター※申込方
法等、詳しくは右記へ〈台東保健所保健サービス課☎3847−9406〉

広報

（5） 平成29（2017）年 11月20日
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都支出金 約15億円 5.6％
区支出金 約36億円 13.5％
療養給付費等交付金
約2億円 0.9％

歳入
約271
億円

前期高齢者交付金
約31億円 11.4％
共同事業交付金
約68億円 25.1％

（万円）

255,260
233,063 244,245
25
20
98,343
93,591
15 90,836
84.5%
84.8%
83.7%
10
5
0
26年度 27年度 28年度

区ホームページ掲載場所
トップページ ＞ いざというときのために ＞ 夜間休日診
療案内医療・介護情報検索システム ＞ 医療・介護情報検
索システム
▷問合せ

健康課医療連携担当☎（5246）1215

●システムトップページ

▲2次元
コード

年度乳幼児家庭教育学
級の運営団体募集

０～３歳
の子供と保

護者を対象
にした、家
庭教育の学

習講座等を
企画・運営
する団体を
募集します。

▽対象団体
子育て支

12

30

30

10

31

30

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

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

30
11
30

ケアハウス松が谷

12月13日㈬午後1時30分 台東一丁目区民館
12月15日㈮午後1時30分 谷中区民館
12月18日㈪午後1時30分 根岸社会教育館
12月21日㈭午後1時30分 環境ふれあい館ひまわり
12月22日㈮午後1時30分 福祉プラザ台東清峰会

医療センター、鶯谷健診センタ
ー、浅草病院、検診車（区役所
正面玄関前、台東リバーサイド

【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。

▽相談医 アレルギー専門医
▽申込み・問合せ 台東保健所保

健予防課予防担当
☎（３８４７）９４９２

50

善意の献血ありがとうご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に、献血功労者として、感

謝状と記念品を贈呈しています。
今回、次の方々に贈呈しました。
多賀理一氏（東上野５）

50

スポーツセンター前）
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み

14

※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ

12

ス課母子成人保健担当
☎（３８４７）９４８１

30

します。
「ふれあい介護予防教室」

12月12日㈫午後2時

の特別講座として実施します。
▽日時・場所

場所
特別養護老人ホーム浅草
※要室内用運動靴

ぜん息やアトピー等、ア
レルギーの専門相談

生涯学習センター１階アトリウム ③11月 ▷相談・問合せ 台東保健所保健予防課感染症
対策担当☎（3847）9476
27日㈪～12月8日㈮・区役所1階ロビー

30

12月8日㈮午後1時30分

寺澤精一氏（松が谷１）
北村純子氏（橋場２）
該当する方は、左記へご連絡く
ださい。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

▷内容 エイズに関するパネルの展示、レッド
東京都における現状
リボン・パンフレットの配布等
平成28年の東京都における新規エイズ患者
報告数は97件で、新規HIV感染者報告数は367
区内高校生と協力してレッドリボン・パンフ
レット等の街頭配布を行います
件となり、引き続き注意が必要です。
▷日時 12月8日㈮午後4時〜5時
レッドリボン
▷場所 上野駅中央改札前グランドコンコース
レッドリボンは、
「エイズに関して偏
見をもっていない」
「エイズとともに生
HIVの即日抗体検査を行っています
採血をして、おおむね1時間後に検査結果
きる人々を差別しない」というメッセー
をお伝えします。（無料・匿名・予約制）
ジです。HIVに感染している人は、決
して特別な人ではありません。HIV感染やエ ▷日時 毎月第2・4水曜日午後1時～2時30分
イズ発症の予防のためには、HIVやエイズに ▷場所 台東保健所
ついて正しく理解し、患者・感染者に対する ▷予約受付 ☎（3843）5751（午前9時～午
後5時）※感染機会から2～3か月以上経過後、
偏見と差別をなくしていくことが大切です。
検査を受けてください。
展示コーナーを設置します
▷期間・場所 ①12月13日㈬まで・台東保健 随時、HIV・エイズに関する匿名での相談に
所1階ロビー ②11月20日㈪～12月1日㈮・ 応じています。

日時（1時間30分程度）

▽日時
月 日㈭
午後１時 分～４時
▽場所 台東保健所６階研修室
▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人（先着順）

12月1日は世界エイズデーです ● ● ● ● ● ● ●

☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課保
健指導担当

30

65

☎（３８４７）９４９７

30

▽対象
歳以上の区民の方、ま
たは関心のある方
▽講師 健康運動指導士
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５

13

女 性 医 師 による 女 性のた
めの健 康 相 談「 婦 人 科 」
予(約制 )

30 12

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

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
12月5日㈫午前10時～11時 谷中区民館
12月8日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
12月13日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
12月14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）
12月15日㈮午前10時～11時 今戸児童館
12月21日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●とことこ育児相談（対象は１歳6か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
12月20日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
12月26日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

▽日時
月 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

●● ●●●●●

区内の医療機関、薬局、介護サービス事業所等の情報に
ついて、閲覧・検索できるようになりました。

20

15

浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

40

乳がん検診を受けましょ
う

対象者には受診チケットを送付
しました。
（４～ 月生まれの方
には４月末、 ～３月生まれの方
には８月中旬に送付しました。
）
▽対象 今年度偶数年齢になる
歳以上の女性
▽検診内容 問診およびマンモグ
ラフィ

▽受診場所 永寿総合健診・予防

10

12

「医療・介護情報検索システム」のご案内

援・家庭教育支援を目的とし、
継続的な活動を区内で行ってい
るか、今後区内での活動が期待
される団体
▽委託内容 乳幼児期に必要な親
子のコミュニケーションの形成
について等、親同士の継続的な
話し合い学習の場を提供し、①
５回以上または②３回以上の講
座を企画・実施
※詳しくは、配布の要項をご覧く
ださい。
年５月～ 年２月
▽委託期間
末
▽委託団体数 若干数
▽運営の委託経費（上限）
① 万円 ② 万円
▽申込方法 申請書に記入し、左
記問合せ先へ持参
月５日㈫～ 年１
▽申込期間
月 日㈪
▽募集要項・申請書配布開始日・

健康

尿もれ予防体操とケアで
いきいき快適生活！

女性に多い腹圧性尿失禁の予
防・改善に効果がある骨盤底筋体
操や、日常生活で簡単に行える生
活習慣の改善ポイントなどを紹介

11

月５日㈫・生涯学習セン
場所
ター５階生涯学習課（区ホーム

ページからダウンロード可）
※本事業は、 年度予算が可決さ
れることが前提となります。
▽問合せ 生涯学習課社会教育担
当☎（５２４６）５８２１

26

子育て心理相談（予約制）

▽日程・場所 ① 月 日㈬・浅
草保健相談センター ② 月

12

30

増加しています。これからも納
期限までの納付をお願いします。
▽問合せ 国民健康保険課庶務

保険料納付額・収納率
医療給付費

係☎（５２４６）１２５１

図2 1人あたりの保険料納付額・
収納率と国民健康保険が負
担した医療給付費の推移

20

27

総務費・その他
約7億円
2.8％

その他 約9億円 3.1％

12

28

後期高齢者支援金等
約31億円
保険給付費
11.8％
約143億円
介護納付金
54.8％
約13億円
5.1％
歳出
約261
共同事業拠出金
億円
約67億円
25.5％

保険料
約59億円
21.6％

台東区の医療費と保険料

国庫支出金 約51億円 18.8％

のとおりです。皆さんが病院等
年度の国民健康保険財政
（図１）は、 年度と比べると、 で支払う医療費の残りを医療給
歳入全体では約２億円の減、歳
付費として、国民健康保険で支
出全体では約５億円の減となっ
払っています。医療給付費は毎
ています。
年増加傾向にあります。医療給
また、１人あたりの保険料納
付費の支出が増えると、皆さん
付額と国民健康保険が負担した
の保険料もそれに比例して増え
１人あたりの医療給付費は図２
ることになります。医療費は定
期的に健診を受けるなど、一人
ひとりが健康に関心を持つこと
で、減らすことができます。皆
さんのご協力をお願いします。
また、保険料の収納率は年々

図1 国民健康保険の財政概要（平成28年度）
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第 1193 号
松人形）
、30日㈯・31日㈰高瀬恒夫（仏

催 し も の など

像彫刻） 実演時間 午前11時～午後5時

初心者のためのスポーツ教室
「エアロビクス」

車椅子バスケットボール体験会

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

友好都市・南会津町「会津高原
4スキー場共通リフト1日券」を
抽選で300枚プレゼント

☎（3842）1990

日時 30年1月12日 ～2月23日 の 金 曜 日

（全7回）午後7時～9時 対象 区内在住か

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

在勤・在学の高校生以上の方

スポーツひろば

定員 50人（先着順） 申込開始日 11月21
日㈫ 持ち物 運動できる服装

利用可能スキー場 だいくらスキー場、南

●「田原小・ストレッチ教室」 日時 30年

郷スキー場、
高畑スキー場、
たかつえスキー

1月24日～2月28日の水曜日（全6回）午

申込締切日 30年1月9日㈫

場 対象 区内在住か在勤・在学の方

後7時15分～8時30分（7時受付）

場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス

申込方法 はがきに希望枚数（1グループ4

場所 田原小学校3階体育室

ふりがな

ポーツセンター☎（3872）3181

対象 区内在住

枚まで）
・住所・氏名・年齢・電話番号、

か在勤・在学の中学生以上の方

定員 30

トップアスリートと共にパラリンピック競

在勤（学）の方は勤務先名（学校名・学年）

人（先着順） 講師 中澤武士氏（㈱I企画・

技を体験しましょう。一般のバスケット

・所在地・電話番号を書いて下記問合せ先

北斗整骨院） 費用 1,500円（6回分・保
険料含む） 持ち物 運動できる服装、ヨガ

ボールと同じ1チーム5人でプレーし、同

●フリーマーケット出店者募集

じ高さのゴールにボールを入れる競技で

12月17日㈰ ②12月24日㈰

申込締切日 12月8日㈮（必着）

マットか厚手のバスマット、室内履き、飲

す。パラリンピック競技種目にもなってお

前10時～午後4時 ②午前9時～午後5時

問合せ 〒110−8615

み物、タオル※子供を連れての参加不可、

り、男子日本代表もリオ・パラリンピック

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

更衣室なし

に出場しました。 日時 12月23日㈷午後
1時～3時 場所 台東リバーサイドスポー

より中止の場合あり

②へ ①12月20日㈬午後7時30分～8時
30分・ 田原小3階体育室 ②12月21日㈭

ツセンター

支払いした区内在住の方は1,500円） ②

～30年1月19日㈮・スポーツ振興課（生

の方※健常者・障害者を問いません。介助

1,500円

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日・

者が必要な方は介助者同伴の上、ご参加く

推進友の会（土・日曜日・祝日を除く午前

し上げます。

10時～午後4時）☎（3412）6857 ②
里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝日

へ※当選発表は発送をもって代えます。
台東区役所都市交

流課☎（5246）1016

伝えよう親と子のふれあい広場
「子守唄・クリスマスの歌」

申込方法 参加費を添えて①か

リサイクル

40店 ②20店

対象 区内在住か在勤・在学

出店数（予定）①

出店料 ①2,000円（事前

申込み・問合せ ①リサイクル

年末年始を除く午前9時～午後5時）

ださい。 持ち物 運動できる服装、室内用

3時 場所 台東子ども家庭支援センター

●谷中小・ジャズダンス教室 日時 30年

運動靴、飲み物

対象 区内在住の未就学児と保護者・家族、

1月19日～3月2日の金曜日（2月16日を

ジの電子申請から申込むか電話で下記問合

を除く午前10時～午後7時）

妊娠中の方と家族、子守唄に関心のある方

除く・全6回）午後7時15分～8時30分（7

せ先へ

☎090（3068）3534

定員 100組（先着順） 講師 雨宮知子氏ほ

時受付） 場所 谷中小学校地下体育館

か

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

日時 12月9日㈯午後2時～

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

申込開始日 11月20日㈪

方 定員 30人（先着順） 講師 小野明子氏

問合せ 台東子ども家庭支援センター

費用 1,500円（6回分・保険料含む）

申込方法 区ホームペー

申込締切日 12月22日㈮

申込み・問合せ スポーツ振興課

日程 ①
時間 ①午

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）5853

☎（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

清島温水プール障害者優先利用
レーン「ハートフルスペース」
を導入します

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

☎（3834）4577

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

日本堤子ども家庭支援センター

タオル※子供を連れての参加不可

☎（5824）2535

申込方法 参加費を添えて①か②へ

①12

これからスポーツを始めたいと考えている

パネルに掲示しています。

寿子ども家庭支援センター

月1日㈮午後7時30分～8時30分・谷中小

障害のある方が安全・安心に水泳に親しめ

ゆずります ロードバイク、ダイニング

☎（3841）4631

地下体育館 ②12月4日㈪～30年1月12

るよう、12月から障害者優先利用レーン

テーブル、シングルベッド

日㈮・スポーツ振興課（生涯学習センター

「ハートフルスペース」
（2レーン）を導入し

ゆずってください 洗濯機、ビデオデッキ

5階、土・日曜日・祝日・年末年始を除く

ます。 日時 第2・4金曜日午後4時30分

（VHS）
、シャープテレビAQUOSリモコ

午前9時～午後5時）

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

～6時30分（年末年始・事業実施日を除く）

ンのみ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 区内在住か在勤の方

※上記の情報は11月1日現在の内容です。

木場良雄（江戸象牙）
、9日㈯・10日㈰星

※学校行事により変更･中止になる場合あ

水深 120センチメートル

詳しくは、下記へお問合せください。

野保（銅器）
、16日㈯・17日㈰茂上豊（江

り 問合せ スポーツ振興課

戸指物）
、23日㈷・24日㈰菊地之夫（市

☎（5246）5853

日程・実演者（業種） 12月2日㈯・3日㈰

子供から高齢者まで学べる

場所・問合せ 清島温水プール

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

☎（3842）5353

ルショップ☎（3866）8361

生涯学習ラーニングスクエア（第3期）

対象 区内在住か在勤・在学で、下表の「対象」に該当する方 申込方法 往復はがき（1枚1講座）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・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（抽選）※親子対象の講座は、保護者と子供の氏名（ふりがな）・年齢・性別を書いてください（原則、1組は保護者・
子供各1人）
。親子対象講座で、ひとり遊びのできる子供の託児を希望する方は、
「託児希望」・保護者と子供の氏名（ふりがな）・年齢・性別を書いてください。
申込締切日12月18日㈪（必着） 問合せ 各会場へ

●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8
講座名

曜日 回数

☎（3842）5352

日時
対象
30年1月20日 ～2月24日
家庭で気軽に世界の料理を楽し
土 5 （2月10日を除く）
もう!
午前11時～午後1時30分 16歳以上
の方
1月17日～3月7日
初歩の透明水彩画
水 8
午後6時30分～8時30分
～スケッチを楽しむために～
4～7歳の
自分でさばいて、自分でつくる!
1月28日～3月11日
親子のお魚料理教室
日 5 （2月11日、
3月4日を除く）子 供 と 保
（託児あり）
午前11時～午後1時
護者

●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13
講座名

いけばな入門
～花に心を寄せて～
フランス史入門
〜お菓子で巡る歴史と文化〜
健康太極拳～24式を学ぶ～

曜日 回数

教材費

16人 5,500円
20人 1,500円
12組 5,000円

☎（3874）5450

日時
対象
定員 教材費
30年1月15日～3月12日
月 8 （2月12日を除く）
20人 6,400円
午後2時～4時
1月30日～3月20日
16歳以上
午後7時～9時
20人 1,000円
火 8
の方
※3月20日は社会教育セ
ンターで実施
1月19日～3月9日
25人 200円
金 8
午前10時～正午

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2
講座名
大人のための憲法入門
～具体的な事例から憲法を学
ぶ～
はじめてのクラシックギター
～ドレミから愛のロマンス（2
重奏）まで～
俳句を楽しもう!
～自分だけの一句を作る～
シニアライフセミナーくらし
～自分の居場所をゆたかにする～

定員

曜日 回数

☎（3861）5063

日時
30年2月3日～3月10日
土 5 （3月3日を除く）
午後1時～3時
木 8

1月11日～3月1日
午後2時～4時

1月12日～3月2日
午後2時～4時
1月10日～3月14日
水 10
午前10時～正午

金 8

対象

定員

教材費

24人 300円
16歳以上
20人 2,200円
の方
20人 500円
55歳以上
30人
の方

無料

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13

☎（3876）2103

講座名
曜日 回数
日時
みんなで歌おう!!カンツォーネ
30年1月19日～3月9日
～ナポリ民謡からグラミー賞 金 8
午後6時30分～8時30分
の曲まで～
1月15日～3月19日
（3月5日を除く）
午後6時30分～8時30分
韓国語とソウルの文化
～韓国料理とお正月イベント 月 10 ※2月12日 は 社 会 教 育 セ
ンターで実施
体験も～
※2月17日㈯正午～午後2
時は韓国文化院へ
1月16日～2月13日
台東区ゆかりの作家・作品研究
火 5
午後6時30分～8時30分
～一葉・鴎外・漱石を読む～
1月13日～3月10日
シニアライフセミナーいきがい
午後2時～4時
シニアいきがい学校
土 9
※2月3日午後1時〜4時は
～学びの楽しさ実感しよう～
根岸界隈で屋外学習

●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12
講座名

曜日 回数

対象

定員 教材費
30人 1,000円

16歳以上
24人 1,500円
の方

20人

無料

55歳以上
30人 1,100円
の方

☎（3873）4140

日時
対象
定員 教材費
30年1月21日～3月18日
書道
日 8 （2月11日を除く）
20人 2,000円
～穏やかな心を育む～
16歳以上
午後2時～4時
の方
1月12日～3月2日
らくらくウォーキング講座
金 8
20人 無料
～習慣化して楽しく健康に！～
午後2時～4時
4～7歳の
親子でリズム運動
1月13日～2月10日
～リズムを感じて身体遊び～ 土 5
子 供 と 保 15組 無料
午後2時～3時30分
(託児あり）
護者

●谷中区民館

※こちらの申込み・問合せは〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課☎ (5246) 5821

講座名
曜日 回数
日時
「いらいら」
「かりかり」
「かっ」
30年1月17日～2月21日
をふわっとときほぐす
水 6
午後7時～8時30分
～瞑想体験～

対象

定員 教材費

16歳以上
30人
の方

無料

【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 11月20日
図書館のこども室から

第 1193 号 （6）
下町風俗資料館特別展
「下町の思い出 今年迎える周
年記念展」

勤労者サービスセンターの催し

●あかちゃんえほんタイム 日時 12月16

●日帰りバスツアー「新年 成田山新勝寺

日㈯午前10時15分、11時

ご参拝と昔懐かしい銚子電鉄レトロ電車の

場所 生涯学

第6回CAD入門講座
「RootPro CAD」
日時 30年1月16日㈫・17日㈬（全2回）

習センター4階和室さくら 対象 区内在住

旅」 日時 30年1月21日㈰午前7時30分区

期間 12月2日㈯～30年2月25日㈰

午後6時15分～8時45分

の平成28年6月16日～29年6月15日生ま

役所前出発、午後6時30分頃帰着予定（雨

入館料 一般300円、小中高生100円

か在勤・在学で全日程参加できる方

対象 区内在住

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）

天決行） 行先 開基1080周年成田山新勝寺

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）※特

定員 4人（抽選） 講師 清水直人氏

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

（参拝）
、一山いけす（銚子名物活魚料理の

別展準備のため、11月27日㈪～12月1日

費用 3,000円（2回分）

申込方法 電話か直接中

昼食）
、銚子電鉄レトロ電車の旅（一般乗合

㈮は休館します。

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込

会場とも同内容

車両に乗車・外川駅～仲ノ町駅、電鉄車庫

資料館☎（3823）7451

みは保護者に限る

の見学）
、ウォッセ21（海産物の買い物）
、

申込開始日 12月2日㈯

●冬休み映画会「メルヘンの世界～グリム

酒々井パーキングエリア

童話を中心に～」 日時 12月23日㈷①午

在勤・在学の方、勤労者サービスセンター

前10時30分 ②午後2時（各30分前開場）

会員とその家族 定員 80人（抽選）

場所 生涯学習センターミレニアムホール

費用 大人8,800円、子供7,400円（3歳以

対象 区内在住か

場所・問合せ 下町風俗

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
勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問

講 座・相 談 会 など

合せ先へ
申込締切日 12月22日㈮（必着）

講演会「発達が気になる子供を
理解する」

上映作品 ①七羽のからす、紅ばら白ばら、

上の未就学児・食事はお子様メニュー）

幸福の王子 ②七羽のからす、森のいえ、

※食事・座席が不要な2歳以下は無料、勤

発達が気になる子供の行動特性を正しく理

幸福の王子 対象 小学生以下の子供と保護

労者サービスセンター会員とその家族は別

解し、その特性を踏まえた指示の出し方・

者 定員 各270人※整理券を12月4日㈪午

料金※銚子電鉄レトロ電車は一般車両のた

ほめ方など、子育てのコツを学びます。

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

手話講習会入門コース

前9時から中央図書館こどもとしょしつで

め、座席の確保ができない場合あり

配布（先着順・なくなり次第終了・家族単

申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の

日時 ①30年1月11日㈭ ②18日㈭午前10
時～正午（いずれも同内容） 場所 生涯学

3回）午後6時45分～8時45分

位で配布）
。座席は選べません。小さい子

氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏名・

習センター 対象 区内在住か在勤の方で発

対象 区内在住か在勤・在学で手話経験のな

供は保護者の膝の上で観覧。

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

達に心配のある小学生までの子供の保護

い方

名、会員の方は会員番号を書いて下記申込

者・家族

定員 30人（先着順） 講師 折山曜三氏（台

先へ

あり（1歳以上の未就学児・各10人）

東区聴覚障害者協会会長） 申込方法 催し

講師 坂田由紀子氏（東京都発達障害者支援

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号、

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 中央図書館☎（5246）5911

石浜図書館おたのしみえいが会

申込締切日 12月11日㈪（必着）

申込み 〒160－0023

新宿区西新宿1－

定員 各80人（先着順）※託児

日時 30年2月1日㈭・8日㈭・15日㈭（全

ふりがな

19－8 新東京ビル6階 名鉄観光サービ

センター） 申込締切日 ①30年1月4日㈭

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

日時 12月13日 ㈬ 午 前10時30分 ～11時

ス㈱新宿支店 台東区勤労者サービスセン

（託児は12月22日㈮） ②1月11日㈭（託

地・電話番号を電話かファックスまたは

10分、午後3時20分～4時 対象 幼児～
小学校低学年 定員 各60人（先着順）

ターバスツアー申込係☎（3343）0631

児は12月27日㈬） 申込み・問合せ 松が

●パソコン講座「パワーポイント講座」

谷福祉会館☎（3842）2671

内容 映画「くまのがっこう」とおたのしみ

スライドの作成からプレゼンテーションの

イベント

行い方まで、一連の操作を学習します。配

場所・問合せ 石浜図書館

☎（3876）0854

霧ヶ峰学園宿泊スキーバスツア
ー（１泊２日）

申込締切日 1月12日㈮

マンション民泊対応説明会・個
別相談会

布資料の作成と印刷方法も学びます。

FAX （3847）0190

5回）午後6時30分～8時30分 場所 生涯

明会）
、午後3時～4時30分（相談会）

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

学習センター

場所 金杉区民館第3集会室

対象 区内在住か在勤・在

定員 30人（先

着順） 説明会 住宅宿泊事業法の施行に備

㈯～18日㈰午前8時区役所前出発、午後5

の家族で、パソコンの基本操作と文字入力

えたマンション管理規約の改正等※説明会

時30分帰着予定 行先 ファミリーゲレン

ができる方 定員 22人（抽選）

終了後、東京都マンション管理士会城東支

デ霧ケ峰スキー場 対象 区内在住か在勤
の方とその家族 定員 各40人※最少催行

講師 フォーティネットパソコンスクール

部主催の個別相談会を開催（要予約）

人数各20人

の家族は別料金）
、1,500円（教材費）

費用 4,000円（5回分・受講料・会員とそ

9,800円（4歳～小学生）※宿泊代・交通

申込方法 はがき（1人1枚）に講座名・住所

費・食事代（3食）を含む。2日目昼食・

・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校）名、会員の方は会員番号

ル料金等は各自負担※詳しくは、少年自然

を書いて下記問合せ先へ

申込み・問合せ 富士急トラベル㈱

☎（5302）0200
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園

日時 30年1月17日㈬午後7時～8時30分
対象 区内在住か在勤・在学の方

申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

定員 40人（先着順）
パネリスト 岡田勇一郎氏（北上野二丁目

町会青年部）
、白羽玲子氏（㈱縁の木）
、田

無料建築相談室

中入馬氏（セカンドハーベスト・ジャパン）

日時 12月7日㈭、30年1月11日㈭午後1時

～4時

申込締切日 12月15日㈮（必着）

●ものづくり教室
「雷おこし製造体験教室」
（｢おこしキット」のお土産付） 日時 30年
2月3日㈯午前9時50分～正午頃

場所・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番）☎（5246）1468

コーディネーター 河村暁子氏（東京ボラン

ティア・市民活動センター）
申込方法 催し名・住所・氏名・電話番号を

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』
」

場所 雷

市民活動シンポジウム「町会」
「企業」
「NPO」に聞く！
～忙しくてもできる地域活動～

申込締切日 12月13日㈬

☎（5246）1468

ふりがな

スキー場リフト券・スキーセットのレンタ
の家霧ヶ峰学園ホームページをご覧くださ

☎（3847）7065

日時 12月16日㈯午後2時～2時50分（説

学の方、勤労者サービスセンター会員とそ

い。

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

ボランティア・地域活動サポートセンター

日時 30年1月24日～2月21日の水曜日
（全

日時 30年1月20日㈯～21日㈰、2月17日

費用 大人12,500円、子供

メールで下記問合せ先へ

電話かファックスまたは電子メールで下記
問合せ先へ

☎0266（52）0257

5656会館（浅草3－6－1） 対象 区内在

台東区学務課校外施設係

住か在勤・在学の方、勤労者サービスセン

日記から見えてくる地域情報を中心に取り

☎（5246）1422

ター会員とその家族 定員 16人（抽選）

上げ、作品世界に生かされた記述や、同時

ボランティア・地域活動サポートセンター

講師 ㈱常盤堂雷おこし本舗

費用 2,000

代の地図や書物の挿絵などもあわせて紹介

☎（3847）7065

第19回朗読会「わかれ道」

申込締切日 1月10日㈬
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

円※会員とその家族は別料金、小学生は大

します。 期間 12月22日㈮～30年3月14

FAX （3847）0190

一葉作品の朗読を入館料のみでお楽しみい

人の付き添いが必要、未就学児は不可

日㈬ 場所 中央図書館2階郷土・資料調査

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ただけます。 日時 12月10日㈰午後1時

申込方法 はがき（1人1枚）に教室名・住所

室

30分（1時間程度） 定員 60人（先着順）

・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方

●専門員によるスライド・トーク 展示内

講師 枝森祥子氏（朗読家）

は勤務先（学校）名、
会員の方は会員番号、

容の見どころを解説します。 日時 30年

入館料 一般300円、小中高生100円

小学生は保護者名を書いて下記問合せ先へ

1月11日㈭、3月8日㈭午後1時30分～2時

<12月>

場所 生涯学習センター5階504教育研修室

16・17日

定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

公園・花川戸問屋街店頭参加店）

書館専門員）

17～19日

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

第37回浅草JAZZコンテスト
日時 12月9日㈯午後1時30分開場、2時開

ふりがな

申込締切日 12月13日㈬（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－0056

台東区小島2－9－

18 （公財）台東区産業振興事業団勤労者
サービスセンター☎（5829）4123

演 場所 浅草公会堂 出演 1次審査を突破

ンドシャワー、たいちゃんず、名知玲美
入場料（全席自由）前売1,500円、当日2,000

円 前売券 チケットぴあ（☎0570−02−
9999・Ｐコード343-390）
、浅草公会堂、
区役所９階④番文化振興課、下記財団事務
局で販売

問合せ （公財）台東区芸術文

化財団☎（5828)7591

歳の市〈羽子板市〉
（浅草寺境

内）

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

31日

除夜の鐘（寛永寺、浅草寺ほか）

子ども家庭支援センターの催し

したジャズプレーヤー16組
ゲスト演奏 中川英二郎、佐藤秀也とサウ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

花川戸はきだおれ市（花川戸

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

にこにこパパタイム 12月16日㈯
区 内 在 住 の4か 月〜1 15組 11月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
育児講座
午前10時45分～11時30分 歳3か月の子供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535
わくわくハッピー
～クリスマス会～

12月25日㈪
区内在住の0～3歳の 100組 11月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
午前10時45分～11時30分 子供
(先着順)
㈪
くわくひろば」☎（3834）4577

アコーディオン演奏 12月22日㈮
区内在住の0～3歳の 35組 11月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
とマジック
午前10時30分～11時15分 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。

徒町駅から東京駅は電車で移
動）～行幸通り～将門塚～和田
倉門～皇居東御苑～北の丸公園

集合（雨天中止）
▽行先 竹町公園（集合）～（御

FAX

（解散）
※交通費は各自負担
▽持ち物 飲み物
※動きやすい服装、履きなれた靴
で参加
▽問合せ 竹町地区健康推進委員
リーダー 長谷川丈夫
☎（３８３３）５９５７
●上野地区健康推進委員主催 健
康学習会「知って得する健康何で
も相談室」
健康診断の結果を上手に生かし

て、より元気に過ごしましょう。
▽日時
月６日㈬
午前 時～ 時 分
▽場所 上野区民館１階集会室
▽講師 有安省吾氏（上野地区健
康推進委員）
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
●象牙工芸展
月９日㈯
▽日時
午前 時～午後４時
▽場所 東京象牙美術工芸協同組
３）
合会館（西浅草３
・象牙彫刻体験教室
▽時間 午後０時 分～３時 分
▽対象 中学生以上の方
人（先着順・初めての
▽定員
方優先）
▽講師 櫻井實（雅号は廣明）
▽申込方法 住所・氏名・年代・
電話番号を電話かファックスま
たはメールで左記問合せ先へ
月１日㈮
▽申込締切日
▽問合せ 東京象牙美術工芸協同
組合事務局
☎（３８４１）２５３３
（３８４１）２５５７
Ｅメール
jiaivory@jcom.ho
me.ne.jp
●第 回台東区いけ花展
月９日㈯・ 日㈰午前
▽日時
時～午後６時
（ 日は５時まで）
▽場所 浅草公会堂１階展示ホー
ル
▽問合せ 台東区華道茶道文化協
会 渡邊
☎（３８５１）１６９１
● 周年ハーモニカ Morning Gl
コンサート
ory
月 日㈰午後１時開演
▽日時
▽場所 金杉区民館下谷分館
▽問合せ 堀内
☎（３８４１）９３２８

会 員 募 集

午後６時～８時
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 入会金３千円
▽問合せ 市村嘉彦
☎（３８４１）４８００
●クライミング・雪山中心の山岳
会「アルペンクラブ・アルファー」
▽日程 水曜日
※集会月２回、山行土・日曜日
▽場所 小島社会教育館ほか
▽会費 年額８千円（初年度は無

☎０９０（５５４０）０５５９

料）
入会金３千円
いぶすき
▽問合せ 指宿
●台東居合道研究会（見学可）
▽日時・場所
・毎週水曜日午後６時～９時・旧
坂本小学校ほか
・隔週金曜日午後７時～９時・寿
こども園ほか
▽会費 月額各２千円
入会金各２千円
▽問合せ 川田
☎０９０（４６２８）２８３９
●ゆったりとしたひと時を「リラ
クゼーション茶道」
（初心者歓迎
・座禅体験あり）
▽日時 月～土曜日のいずれか
（月２回）
午前９時 分～ 時 分または
午後１時 分～３時 分
▽場所 谷中防災コミュニティセ
ンターほか
▽会費 月額５千円
※親子（４歳～中学生）対象のク
ラスあり
▽問合せ 田村
☎０９０（２１４６）６１８７

浅草税務署６階会議室
▽対象・時間
・不動産所得のある方

午前 時～正午
・事業所得のある方
午後 時 分～３時 分
▽内容 所得税の青色申告決算
書・収支内訳書の書き方、消費
税申告書の書き方、ｅ Ｔ-ａｘの
概要や利用開始手続 ほか
※青色申告決算書等は、国税庁ホ

ームページの「確定申告書等作
成コーナー」で作成できます。
▽問合せ 東京上野税務署
☎（３８２１）９００１㈹

浅草税務署
☎（３８６２）７１１１㈹
●「
（仮称）西日暮里駅前地区第

・台東区環境課（区役所６階③番）
・東京都環境局環境政策課（新宿
区西新宿２ ８ １ 都庁第二
本庁舎 階）
・東京都多摩環境事務所管理課
（立川市錦町４ ６ ３ 東京
都立川合同庁舎３階）
▽閲覧場所
・中央図書館
・中央図書館谷中分室
・西部区民事務所谷中分室

▽意見書提出方法 事業名・住所
・氏名（法人または団体は、名
称・代表者の氏名・東京都の区

域内にある事務所または事業所
の所在地）
・環境保全の観点か
らの意見を書いて左記問合せ先

20

～もう一度 あなたの笑顔を 見
たいから～」

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。

警視庁では犯罪の被害に遭った
方や、その家族の心の悩みにお応
えするため、電話相談を行ってい
ます。
▽受付時間 午前８時 分～午後
５時 分（土・日曜日・祝日・
年末年始を除く）
▽問合せ 警視庁犯罪被害者ホッ
トライン
☎（３５９７）７８３０

30

−

へ郵送か持参
月１日㈮～ 日㈬
▽提出期間
（消印有効）
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都環境局環境政策課
☎（５３８８）３４０６
●一人で悩まずお気軽にご相談く
ださい「犯罪被害者ホットライン

15

−

−

11

たい き かい

一種市街地再開発事業」に関する
環境影響評価調査計画書の縦覧と
意見書の提出について
月１日㈮～
▽縦覧・閲覧日時
日㈪（土 日曜日を除く）午
前９時 分～午後４時 分
▽縦覧場所

30

30

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

12

163

30

12

23
−

−

30

・

30 30

30

−
26
−

10

10

1

30

11

●青色決算・消費税等説明会
▽日程・場所
・ 月４日㈪・５日㈫
東京上野税務署３階会議室
・ 月６日㈬・７日㈭

11

30 30

12

10

12

10

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

11ch

45

10

D
V
D

12月3～9日
10～16日
12
Ａ ●環境（エコ）フェスタたいとう2017
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分）午前9時5分 （20分）
B 3
①台東かわらばん～区の行事や地域活動 ●第60回 馬道地区芸能大会（20分） C
②お知らせ～区が行う催事予定や官公 特別編成 15日 再 16日 午後1時～5時
庁からのお知らせ
●台東区議会 平成29年 第4回定例会
●石浜小学校創立110周年記念式典
一般質問
B
（6分）
17～23日
45
●寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり
●第8回 したまち演劇祭in台東（20分）B
（6分）
午前9時26分
●学校創立70周年記念式典
（忍岡中学校・
●旧作品 江戸下町伝統工芸館20周年
C
駒形中学校・清島幼稚園）
（20分）
記念事業（14分）
午前9時32分
24～31日
●旧作品 環境ふれあい館まつり2017
（14分）
午前9時46分 ●第37回「台東第九公演」下町で第九
B
（20分）
10～31日
●第65回
台東区中学校英語学芸会
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
C
①台東かわらばん～区の行事や地域活動 （14分）
②お知らせ～区が行う催事予定や官公 ●「認知症カフェ」を始めました（6分）
庁からのお知らせ
午前9時54分

催しものなど

12月の区役所 制作番組案内

12

10

・

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が 月２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。
たいとう音頭普及啓発用
の配布について ほか２件

平成29（2017）年 11月20日

20

12

12

●将棋「台棋会」
（初心者歓迎）
▽日時 第１ ３月曜日

12

12

FAX

77

10

11

●竹町地区健康推進委員主催ウオ
ーキング「皇居の紅葉の名所を訪
ねて」
月 日㈰午前８時 分
▽日時
○ 放送時間のご案内
◇番組に対するご要望・ご感
A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時40分
想をお待ちしています。
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と午後5 ▷問合せ 広報課CATV担当
時台と午後9時台
☎（5246）1041

第 1193 号 （8）
広報

