▽申込み・問合せ 永寿総合病院
認知症疾患医療センター
☎（３８３３）８３８１㈹

▽テーマ 認知症と栄養
▽講師 森隆志氏（総合南東北病
院 言語聴覚士）

▽期間
年２月 日㈮～３月
日㈭（土・日曜日を除く）
※右記の期間以外は確定申告書作

せん。東京上野税務署管内の方は、
前年同様、東京上野税務署で受付
けます。

会 員 募 集

−
22

15

上野の街のパンダのキャラクター

●第 回台東区囲碁大会
年２月 日㈰午前９時
▽日時
～午後５時（小学生以下の級位

成会場はありません。
▽場所 東京上野税務署（池之端
）
１ ２
▽相談時間 午前９時 分～午後
５時（午前８時 分受付開始）

者は午後０時 分から）
▽場所 台東一丁目区民館

15

30

▽対象 区内在住か在勤・在学で、 ※混雑している場合は、早めに受
付を終了する場合があります。
棋力 級以上の方
▽費用 一般２千円（弁当あり）
、 なるべく午後４時までにお越し
中学生・小学生以下の有段者
ください。
１千 円（弁当あり）
、小学生 ・浅草税務署管内の方は申告書等
以下の級位者１千円（弁当なし） の郵送先が変わります
年１月から、申告書や申請書
▽申込締切日 ２月１日㈭
・届出書等の書類を郵送等により
▽申込み・問合せ 大橋
提出する場合は、左記送付先へ送
☎（３８２１）５０６３
付してください。
８６５５ 台東
▽送付先 〒
上野合同
区池之端１ ２
庁舎 「税務署事務処理センタ
ー」
▽問合せ 東京上野税務署個人課
税第１部門
☎（３８２１）９００１㈹
浅草税務署個人課税第１部門
☎（３８６２）７１１１㈹
●カラオケ「台東カトレア会」
（初
心者歓迎）
▽日時 木曜日（月３回）
午後１時 分～３時
▽場所 小島１丁目町会会館（小
）ほか
島１ ８
▽会費 月額２千円
▽問合せ 星
☎（３８６６）６８６１
●社交ダンスサークル「桜会」
（初
心者・中級者、初めての方も可）

▽日時 毎週土曜日
午後１時 分～２時 分（初級）
午後２時 分～３時 分（中級）
▽場所 寿区民館ほか
▽会費 月額３千円、
入会金２千円
▽問合せ 宮田
☎（３８４２）７５２１

●浅草税務署の確定申告書作成会
場は東京上野税務署内に変わりま
す
浅草税務署内には会場がありま
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方 定員 50人（先着順） 料金 大人17,000円・子供10,000
円・未就学児8,500円※交通費・宿泊代（１泊２食）
・リフ
ト券・旅行保険料含む。スキー用品のレンタル料金等は
各自負担※現地集合は別料金。詳しくは、区ホームページ
をご覧になるか下記へ 申込締切日時 2月3日㈯午後5時
申込み・問合せ みなみやま観光㈱☎0120-915221
問合せ 台東区都市交流課☎（5246）1016

を紹介するパンダづくしのイベン
トです。冬休み最後の３連休を、
上野で楽しく過ごしましょう。

soranowa@cp.em-net.ne.jp
●馬道地区健康推進委員主催 新
春ウオーキング「湯島天満宮」
年１月 日㈰午前 時
▽日時
（９時 分受付開始）
▽行先 千束公園（集合）～上野
公園～不忍池弁財天～湯島天満
宮（解散）
※雨天中止
▽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 馬道地区健康推進委員
堀内直人
☎０９０（３５７０）００７０
●永寿総合病院「オレンジカフェ
（認知症カフェ）
」
年１月 日㈫
▽日時
午後２時 分～４時
▽場所 永寿総合病院３階多目的
）
ホール（東上野２
人
▽定員

友好都市福島県南会津町からのお知らせ

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

14～20日
◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちして
●第37回浅草JAZZコンテスト【バンド部門】
います。
B ▷問合せ 広報課CATV担当
（40分）
☎（5246）1041
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会津高原リゾートイン台鞍宿泊 だいくらスキー場ふれあい
スキーツアー募集！『台東区特別プラン』
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FAX

30

100

B
ニー管弦楽団公演)（20分）
7日～2月3日
Ａ ●第36回 台東区青少年をほめる運動 表彰式
●ニュースたいとう（20分）
C
（14分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から ●台東区の伝統工芸④（6分） 午前9時54分
のお知らせ
○放送時間のご案内
A 午前9時 B 午前9時20分
7～13日
●第37回浅草JAZZコンテスト【ボーカル部門】 C 午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
B
（40分）
午後5時台と午後9時台

15

500

−

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

11ch
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対象 区内在住か在勤・在学の

日程 30年2月17日㈯～18日㈰

30 30
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催しものなど

1月の区役所 制作番組案内
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28

30
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28日～2月3日

29

21～27日
Ａ ●したまちTAITO産業賞（14分）
B
●介護相談員の活動を紹介します（6分）
4～6日
午前9時34分
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
C
●第11回
ジュニア駅伝大会（14分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分
●旧作品
親子で実践～ふれあい遊び～
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
午前9時54分
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から （6分）
1～3日
●「食品衛生すごろく」ほか（60分）

40

30

30
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については、当事者間で責任を持っていただきます。
▽日時
年１月６日㈯～８日㈷
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
午前９時 分～午後５時
ので、ご了承ください（了承いただけない場合は、掲載すること
▽場所 上野公園噴水広場
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
▽問合せ 上野観光連盟

（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１
☎（３８３３）００３０
るために～」
●第 回婚活パーティー開催！
年１月 日㈯
年１月 日㈯
▽日時
▽日時
午後２時～３時
午後６時 分～９時
台東区町会連合会（黒田収会長） ▽場所 区役所 階会議室
▽場所 シエロイリオ（蔵前２
５）
の定例会が 月７日に開催され、 ▽定員
人（先着順）
歳代以下で独身の方
次の件について区役所の担当課か ▽講師 篠田純氏（永寿総合病院 ▽対象
ら説明があり、協力していくこと
診療部長兼脳神経外科主任部長） ▽費用 男性６千円、女性４千円
▽申込方法 「参加希望」
・氏名・
になりました。
▽問合せ 下谷医師会事務局
年齢を電話かメールで左記問合
平成 年度年末年始「ごみ・資
☎（３８３１）００７７
源収集」について ほか７件
せ先へ（先着順）
●シャンシャン公開記念「こんに
▽申込締切日 １月 日㈬
ちは！シャンシャンまつり」
「ソラノワご縁チャ
上野動物園のパンダの子供「シ ※詳しくは、
ンネル」ホームページをご覧に
ャンシャン」の成長や、パンダな
●区民のための健康講座「脳卒中 どの希少動物保護活動を学んだり、 なるか左記へ
を知ろう～あなたの大切な人を守 パンダのアプリを楽しめるほか、 ▽問合せ ＮＰＯ法人ソラノワ事
務局☎（５８０７）５９５２
Ｅメール

平成29（2017）年 12月20日
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50

B ●第21回 下町大音楽市 (上野浅草フィルハーモ

のお知らせ
●第50回 台東区文化祭（40分）

30 30

第 1195 号 （10）
広報

「食品衛生すごろく～食中毒にならないで！～」をご利用ください

食品衛生情報が掲載された、子供向けのす
ごろくで、遊びながら楽しく食中毒の予防方
法について学べます。イベント等で配布して
いるほか、下記問合せ先で配布しています。
ぜひご利用ください。
▷問合せ 台東保健所生活衛生課食品衛生
担当（台東保健所5階）☎（3847）9466

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。

