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区の世帯と人口（12月1日現在）
住民登録
世 帯 数

116,124 （+85）

人

196,139 （+92）

口

多彩な魅力
世界に輝くまち

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）
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前月比

平成 年、台東区は、区発足 周年という、記念すべき年を迎えました。
区内のさまざまな行事や今年１年間の歩みを振り返ります。
４ ５面も併せてご覧ください。

・
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広報

35.0％

後期高齢者医
療会計

46億3,765万円 45億9,883万円

99.2% 45億3,400万円 97.8%

介護保険会計 152億4,239万円 148億3,409万円

97.3% 143億8,022万円 94.3%

老人保健施設
会計

1億5,498万円

1億5,063万円

97.2%

1億5,063万円 97.2%

病院施設会計

6億3,273万円

5億9,862万円

94.6%

5億9,862万円 94.6%

（公財）台東区芸術文化財団、
（福）台東区社会福祉
事業団、
（公財）台東区産業振興事業団、
（福）台東
つばさ福祉会、台東区土地開発公社

●特徴1 区民１人当たりの資産 164万円、負債 13万円
●特徴2 行政コスト全体に占める社会保障給付の割合 48％
●特徴3 整備済みの社会資本（公共資産）を将来世代が負担する割合（※） 6％

連結貸借対照表（バランスシート）（29年3月31日現在）
28年度末時点において、区と関係団体が行政サービスを提供するために保有する資産と負債
※（ ）は、27年度の額
の一覧
..

.259億円（290億円）
地方債（借金）の返済など、将来負担する額
【内訳】
・区と関係団体の地方債
●公共資産
2,544億円（2,715億円）
141億円
・庁舎、道路、学校、図書館、公園、保育園、病院、
・将来発生する職員の退職手当等引当金
特別養護老人ホーム、地下駐車場など
105億円
●投資等
400億円（376億円） ・賞与引当金、未払金など
13億円
・公共施設建設基金や外郭団体の基本財産など 288億円
・外郭団体などへの出資金
102億円
・税金、保険料などの1年を経過した未収金など 10億円
3. 純資産
2,924億円（3,056億円）
.
●流動資産
239億円（255億円） 資産から負債を差し引いた額
・現金
・税金
・年度間の財源調整のための財政調整基金
・国、都補助金
・税金、保険料などの1年未満の未収金など
・その他
現在、区・関係団体が保有する財産の総額

計

3,183億円（3,346億円） 計

【性質別内訳】

●人にかかるコスト

200億円（185億円）

●物にかかるコスト

228億円（246億円）

●移転支出的コスト

841億円（980億円）

職員給与、報酬など

・物件費 146億円 光熱水費、物品購入費、業務委託料など
・減価償却費 71億円 1年間の公共資産価値の減少額
・維持補修費 11億円 施設設備の原状回復のための修繕費
・社会保障給付 620億円 社会保障制度の一環として各
種法令に基づき給付する生活保護費、保険給付費など
・補助金 199億円
・その他
22億円

●その他のコスト

地方債の利子など

2. 経常収益

11億円（13億円）

321億円（421億円）

行政サービスの利用に応じた使用料・手数料
国民健康保険料、介護保険料など

3. 純経常行政コスト

959億円（1,003億円）

経常行政コストから経常収益を引いた純粋な行政コスト

連結行政コスト計算書から分かること

28年度は、特別区人事･厚生事務組合や東京都後期高齢者医
療広域連合など一部事務組合・広域連合の財務書類作成方式
に変更があり、連結対象外としたため、経常行政コスト、経常
収益ともに減となっております。
性質別内訳で見ると、退職手当引当金や賞与引当金など将来
の負担に備えるための引当金の増加により人にかかるコストの
割合が高くなっております。また、連結対象外としたことにより
社会保障給付が27年度に比べ181億円の減となっております。
経常行政コストに対する経常収益の割合は25％で、その差
額の純経常行政コスト959億円は、税金などでまかなわれて
います。

■■

負債の主な増減要因
・地方債 32億円減 （区や関係団体などの地方債償還による減）
・その他
1億円増 （賞与引当金等の増加による増）

..

1,280億円（1,424億円）

■■

28年度は、特別区人事･厚生事務組合や東京都後期高齢者医療広域連合など一部事務組合・広域連合の財
務書類作成方式に変更があり、連結対象外としたため、27年度に比べ資産が163億円、負債が31億円減少
した結果、純資産が132億円減少しています。
資産の主な増減要因
・公共資産 171億円減 （土地の取得や施設整備費よりも減価償却費が大きかったことなどによる減）
・投資等
24億円増 （公共施設建設基金など特定目的基金の積み増しによる増）
・流動資産 16億円減 （歳入と歳出の差額である歳計現金や一部事務組合などを連結対象外にしたことによる減）

1. 経常行政コスト

1年間に提供された行政サービス（貸借対照表の公共資産
となる施設建設費などを除く）に要した全ての費用

■

連結貸借対照表から分かること

3,183億円（3,346億円）

人件費や社会保障給付費などの行政サービスにかか
る、区と関係団体の経常的なコストを、その受益者
の負担額とともに表したもの ※（ ）は、27年度の額

できるよう、
事業の実施に創意工夫を図り、
計画的かつ効率的な執行に努めてきました。
区の財政状況は「地方自治法」および「東京都台東区財政状況の公表に関する条例」
に基づき、毎年６月と 月に公表しています。
詳しい台東区財政の現況は、区ホームページをご覧ください。
▽問合せ 財政課☎（５２４６）１０７１

（※）この割合は低い方が健全と言えますが、社会資本（公共資産）は将来世代も利用するた
め世代間の均衡を踏まえた負担割合が望ましいとされています。

連結行政コスト計算書 （28年4月1日〜29年3月31日）

台 東 区 財 務 諸 表 の公 表

※28年度は特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事
務組合、東京都後期高齢者医療広域連合において、財務書類の
作成方式に変更があったため、連結対象外とした。

■

一部事務組合 特別区競馬組合
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28

28

■

外郭団体等

区では従来の現金収支を中心と
した決算に加え、企業会計の手法

国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介
護保険会計、介護サービス事業、駐車場整備事業

を取り入れた「総務省方式改訂モ
デル」により、区の一般会計と特
別会計に、区と連携協力して行政

特別会計等

サービスを実施する外郭団体や、
特別区（東京 区）が経費負担す
る一部事務組合、広域連合などを

一般会計（一部除く）
、病院施設会計

3,183億円（3,346億円） 2. 負債

執行率

98.5% 260億8,561万円 94.5%

台東区の資産・負債とコスト構造

1. 資産

歳出決算額

国民健康保険
275億9,547万円 271億8,220万円
事業会計

●連結対象
普通会計

収入率

合算した連結ベースの財務諸表を
作成しています。
連結貸借対照表からは、これま
でに区が整備してきた資産と、将
来返済しなければならない借入金
などの負債や、すでに税金等で負
担済みの純資産が分かります。ま
た、連結行政コスト計算書は、１
年間の行政活動のうち、人件費や
社会保障給付など行政サービスを
コストという側面から把握し、行
政活動の効率性やコスト構造を明
らかにします。

会計課会計管理担当
☎（５２４６）１３８１

問合せ

歳入決算額

■■■

※上記基準は台東区の標準財政規模の場合の数値
です。

歳入歳出予算額

年度は、昨年度に引続き景気のゆるやかな回復基調の中で、特別区税が前年度と
比べて増収となりました。一方で、高齢者・障害者へのサービス需要増の対応、子育
て支援の充実、区有施設の老朽化対策などさまざまな行政需要を抱えており、依然と
して楽観できない状況にあります。
こうした中、 年度の財政運営にあたっては、貴重な財源を可能な限り有効に活用

財政再生
20.00％ 30.00％
基準

350.0％

衛生費
74億3,225万円
7.8%

293 903

台東区の財政状況を
お知らせします

25.0％

会計名

29

96 957 997

土木費
69億9,488万円
7.3%

28

特別会計

早期健全
11.25％ 16.25％
化基準

－

産業経済費
30億5,341万円
3.2%

10

年度決算のあらまし

△0.3％

文化観光費
15億3,737万円
1.6%

諸支出金

28

歳出

平成

－

出

105億6,954万円
（※）その他（分担金及び負担金、財
産収入、特別区債、地方譲与税、繰
11.0%
入金、配当割交付金、自動車取得税
交付金、株式等譲渡所得割交付金、 総務費
地方特例交付金、寄附金、利子割交 113億8,458万円
付金、交通安全対策特別交付金）
11.9%

健全化判断比率

－

議会費
6億3,093万円
0.6%

教育費
159億
9,744万円
16.7%

平成 年度決算における区の健
全化判断比率は左表のとおり、い
ずれも国が定める基準の範囲内と
なりました。

台東区

歳

245 903

第 1195 号 （2）

11

28

25

億１千 万円
億９千 万円
・１％

円︶災害対策︑区民館等の運営

990

実質赤字 連結実質 実質公債 将来負担
比率
赤字比率 費比率
比率

その他
（※）
31億76万円
3.1%

入

一般会計決算の内訳
民生費
381億
9,253万円
39.9％

98 981 997

予算現額
決算額
執行率

670

190

民生費︵３千 円︶高齢者や児童︑障害のある
方︑生活に困っている方への給付など

教育費
︵1千 円︶学校や保育園の整備・運営︑
生涯学習の振興など

総務費︵1千
など

衛生費
︵ 円︶健康づくり︑環境の保全︑清掃
事業など

円︶地域産業の振興︑消費者保

指標

320

土木費
︵ 円︶まちづくりの推 進︑道 路・公 園
の整備など

160 160

産業経済費
︵
護など

文化観光費
︵ 円︶文化・観光事業の振興など

その他︵1千 円︶

※この図は︑平成 年度一般会計歳出決算額を１万円
に換算して目的別に表したものです︒
28

780

730

歳

一般会計

32億4,423万円
3.3%

特別区交付金
295億
6,858万円
30.1％

歳入

億１千 万円
億６千 万円
・４％

地方消費税交付金 54億8,661万円 5.6%
繰越金
都支出金 66億5,452万円 6.8％
39億4,094万円 4.0%
国庫支出金 特別区税
使用料及び手数料
214億
37億3,394万円
209億
7,125万円 6,162万円
3.8%
21.9％
21.4％
諸収入

予算現額
決算額
収入率

１０，
０００円の使われ方

９月 日～ 月 日に開かれた平成 年第３回台東区議会定例会に
おいて、 年度の一般会計および特別会計の歳入歳出決算が認定され
ました。

平成29（2017）年 12月20日
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広報

第 1195 号

9万5千円 人口

1世帯あたり負担額

195,649人

16万円 世帯 115,635世帯

※人口・世帯数は外国人を含めた数値です。

歳出

国・都
支出金

民生費

特別区
交付金

教育費

特別区税

総務費

地方
消費税
交付金

衛生費

その他

その他

304 億 3,711 万円
132 億 3,069 万円
（43.5%）
284 億円
120 億 306 万円
（42.3%）

種類

数量

価格

区有財産の状況

土地
440,797.33
1,136億5,521万円
※道路敷を含まず 平方メートル
463,100.54
1,125億2,333万円
平方メートル

建物
工作物及び立木竹

―

87億8,033万円

基金

―

423億8,933万円

出資による権利
※29年3月31日現在

―

108億6,698万円

動産
※29年3月31日現在

―

102億7,004万円

合計
―
（平成29年9月30日現在）

2,984億8,522万円

29
30

80 億 1,595 万円
（36.0%）

35 億 1,156 万円
（32.2%）
80 億 7,141 万円
33 億 1,430 万円
（41.1%）
216 億 7,519 万円

29

106 億 8,313 万円（49.3%）

30

歳出支出済額

執行率

後期高齢者医療会計 45億6,400万円 22億2,172万円 48.7％

14億7,655万円 32.4％

介護保険会計

63億2,506万円 40.1％

157億8,900万円 75億6,148万円 47.9％

老人保健施設会計

1億2,024万円

1億1,912万円 99.1％

5,955万円 49.5％

病院施設会計

3億1,941万円

2億9,498万円 92.4％

１億4,245万円 44.6％

（平成29年9月30日現在）

お知らせ

集会室等の利用について

は４月２日㈪）
※登録要件等、詳しくは左記へ
▽問合せ
・制度全般については
企画課☎（５２４６）１０１３
・各施設の登録要件等は
①区民課☎（５２４６）１１２３
②高齢福祉課
☎（５２４６）１２０５
③環境ふれあい館ひまわり
☎（３８６６）８０９８
④社会教育センター
☎（３８４２）５３５２

指定保養施設のご案内

台東区と大分県豊後大野市が
友好都市提携30周年を迎えました
彫塑家・故朝倉文夫のアトリエ兼自宅があった台東
区と、生誕の地である大分県豊後大野市（旧朝地町）
は、昭和62年12月10日に友好都市協定を提携し、今
年で30周年を迎えました。これを記念し、11月12日
に豊後大野市で開催されたふるさとまつりで、友好都
市30周年記念式典が行われ、今後も両都市の交流を深
めていくことを誓い合いました。また、台東区の区木
である桜の木の贈呈を
行い、後日、ふるさと
まつり会場である「フ
レッシュランドみえ」
の敷地内に植樹される
予定です。なお、12月
28日㈭まで区役所1階
で両都市の交流の歴史 ▲左から、佐藤辰己 豊後大野市議会
を紹介するパネル展を 議長、川野文敏 豊後大野市長、服
部征夫 台東区長、河野純之佐 台
開催しています。
東区議会議長
問合せ 都市交流課☎（5246）1016

12
18

月１日に開催された平成 年
第４回区議会定例会の本会議で、

61

垣内恵美子氏の教育委員選任につ
いて同意がなされ、 月 日付で
就任しました。

▽教育委員（敬称略）
垣内 恵美子（再任） 歳

割引券付パンフレット「演
芸・舞台を観に行こう！」

(年１～６月の催し）を
作成しました

区内の演芸場で行われる演劇、
落語、漫才、講談、浪曲、レビュ
ー等の催し物を掲載しています。
▽配布場所 区役所１階アートギ
ャラリー、区民事務所・同分室、
地区センター、生涯学習センタ
ー、図書館ほか
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

住宅
まちづくり

道 路 愛 称 名 を 認 定 し まし
た

区では、町会などの申請に基づ
き、区民生活に重要な役割を果た
している区道に道路愛称名を付し

ています。新たに２路線を認定し
たのでお知らせします。
▽認定道路（区間）
・学問のみち
～上野３
）
（上野１
・谷中キッテ通り
（谷中２ １～９）
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

30

垣内恵美子教育委員

12

教育委員が決まりました

広告を掲載するとともに、館内の
掲示板やホームページでその社会
貢献活動を顕彰します。

▽対象 区内の企業、商店、団体、
個人事業主
▽申込方法 申込書（左記問合せ
先で配布・図書館ホームページ
からダウンロード可）を左記問
合せ先へ郵送か持参
※企業の場合は、会社概要等（業
種等が分かる物）
、広告の掲出
を希望する場合は広告案（Ａ４
判まで）
、個人事業主の場合は、
本人確認できる書類（健康保険
証・運転免許証の写し等）が必
要。
※詳しくは、図書館ホームページ
をご覧になるか左記問合せ先へ
▽問合せ 中央図書館
☎（５２４６）５９１１

年１月 日㈰～２月９

台 東アート ギャラリーの
展示作品が替わります

▽期間
日㈮

▽場所 区役所１階台東アートギ
ャラリー
▽展示作品 「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（左）
矢沢正文氏、
「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（中）
只内寿則氏、
「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（右）
髙井美香氏、
「敦煌莫高窟第
窟 東壁 門上仏説法図部分」小
畑薫氏
▽問合せ 文化振興課

☎（５２４６）１１５３

14

歳入歳出予算現額 歳入収入済額 収入率

国民健康保険事業会
280億6,300万円 117億7,742万円 42.0％ 108億7,242万円 38.7％
計

10

30

29

109 億 1,342 万円

収入済額（収入率）・支出済額（執行率）
会計

30

区で保養施設として指定してい
る「鬼怒川観光ホテル」
「かんぽ
「ホテル・サンミ
の宿 伊豆高原」
倶楽部」は来年度も引続き利用で

きます。料金・利用方法について
は区民事務所等で配布している利
用案内をご覧ください。

▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

中 央図 書 館の雑 誌スポン
サーを募集します

社会貢献活動の一環として、図
書館で購入している雑誌の費用を
負担していただく制度です。提供
雑誌のカバーに、スポンサーにな
っていただいた企業、店舗などの
－
26

220

222 億 3,839 万円

※その他（使用料及び手数料、
諸収入、特別区債など） ※その他（土木費、
産業経済費、文化観光費など）

集会室等の利用促進のため、団
体での利用を 人以上（③は５人
以上）としている左記施設におい
て、 年４月１日㈰から、区内在
住・在勤（学）の方９人以下（③
は４人以下）での利用ができるよ
うになります。利用料金は区内団
体と同額です。また利用登録は、
３月２日㈮から受付けを開始しま
す（②を除く）
。登録後、４月１
日㈰から、台東区公共施設予約シ
ステムで仮予約が可能
（②を除く）

です。
▽対象施設 ①区民館・同分館
②橋場老人福祉館・老人福祉セ

ンター ③環境ふれあい館ひま
わり ④社会教育センター・社
会教育館

▽予約受付開始時期 ①使用日の
１か月前の 日（４月分は４月
２日㈪、５月分は４月 日㈫）
②使用日の１か月前の１日（４
・５月分は４月３日㈫） ③使
用日の１か月前の１日（４ ５
月分は４月１日㈰） ④使用日
の１か月前の２日（４ ５月分
－
15

62 億 140 万円
（42.8%）

177 億 5,794 万円（48.1%）

特別会計予算の執行状況

8億7,467万円

220

220

－

145 億 451 万円

一時借入金

5億円
132億7,190万円

・

32 億 7,967 万円
（60.4%）

一時借入金は、予定した収入が
確保できない場合などに、資金を
一時的に借り入れて、支出にあて
るものです。 年９月 日現在、
一時借入金はありません。

償還額

10

220

特別区債現在高

発行額

29年9月30日現在高

・

54 億 2,636 万円

369 億 1,291 万円

※29年9月30日現在、一般会計については他会計等から一時的な資金の運用を行っています。

136億4,657万円

10

81 億 9,239 万円
（38.9%）

予算現額

29年3月31日現在高
29年4～9月の増減額

210 億 4,334 万円

予算現額 998 億 1,132 万円
支出済額 432 億 8,288 万円
執行率 43.4%

（
 年９月 日現在）

歳入

年度予算上半期執行状況

1人あたり負担額

予算現額 998 億 1,132 万円
収入済額 429 億 721 万円
収入率 43.0%

一般会計

区民負担の概要

29年9月30日現在の特別区民税総額は、185億
3,109万円で、これを区民の皆さんの1人あたり、
1世帯あたりの負担額として計算すると、次の
ようになります。

平成
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【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずはご相談く
ださい。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847−3611〉
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Taito City 70 th
History of the year
平成29年も残すところ、わずかとなりました。皆さんにとってはどんな 1 年だったでしょ
写真提供：
（公財） 横山大観
うか。 今年 1 年の区政の動きや区内の主な出来事をピックアップし、写真と共につ
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民生委員制度創設 100 周年記念植樹

写真提供：
（公財） 東京動物
園協会

上野動物園で、ジ
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保険・年金
保 険 料 納 付 済 額のお 知 ら
せを送ります

福祉

安心して生活することができる地
域づくり」の実現に向け活動して
いきます。
▽問合せ 福祉課福祉振興係
☎（５２４６）１１７２

重度 身 体 障 害 者 等緊 急 通
報システム・火災安全シス

の聴力レベルがおおむね デシ
ベル以上で、
身体障害者手帳
（聴
覚障害）の交付対象の聴力に該
当しない ②補聴器の装着によ
り、言語の習得等一定の効果が
期待できると医師に判断された
※所得制限などにより対象となら
ない場合があります。
▽助成額 １台あたり上限 万７
千円
▽申込方法 申請書、所定様式の
医師意見書（左記問合せ先で配
布）
、補聴器の見積書を持参
※詳しくは左記問合せ先へ
▽問合せ 障害福祉課給付担当
（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１
（５２４６）１１７９

健康
食 品 安 全 意 見 交 換 会「 乳
製品を知ってみるく？」
▽日時
年１月 日㈬午前 時
（９時 分受付開始）
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 区内在住か在勤の方（３
歳以上の子供は同伴参加可）
人（先着順）
▽定員
▽講師 森永乳業株式会社
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課
☎（３８４７）９４６６

「はたちの献血」キャンペ
ーン
献血者が減少しがちな冬期に安
全な血液製剤を安定的に確保する
ため、新成人を中心に、広く献血
に関するご理解とご協力を呼びか
けています。キャンペーンメッセ
ージは「誰かじゃない 自分が動
く はたちの献血」です。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

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、次の方に贈呈しました。
星明快氏（清川１）
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

知って得する！
在宅ケア教室
▽日時
年１月 日㈬
午後３時～４時
▽講師 髙橋洋（リハビリテーシ
ョン専門医）
▽テーマ 高次脳機能障害の理解
と対応
▽場所・問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

笑って元気教室
「漫才と体操」

子育て・教育

ファミリー・サポート・
センター会員募集

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。

▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり

※お泊りサポート（宿泊預かり）
も行っています
（利用条件あり）
。
・依頼会員入会説明会（予約制）
年１月 日㈭、２月
▽日時
日㈫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）
▽日時 １月 日㈭、２月 日㈫
午前９時 分～午後０時 分
▽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

子育て心理相談

【石浜図書館えいがとおはなし会「レオ・レオニ スイミー」ほか】▷日時 30年1月17日㈬午前10時30分～11時、午後3時30分～４時 ▷場所 石浜図書館
▷対象 幼児～小学校低学年 ▷定員 各60人（先着順）
〈台東区石浜図書館☎3876−0854〉

30

女性医師による女性のた
め の 健 康 相 談「 婦 人 科 」
予(約制 )

●30年度の放課後対策について
1．こどもクラブを開設します
石浜小学校放課後子供教室のＢ登録を30
年4月から（仮称）石浜こどもクラブに変
更します。
（仮称）蔵前こどもクラブを小学
校の移転後に校舎内に開設します。
2．放課後子供教室を実施します
現在実施している千束小学校放課後子
ども教室、石浜小学校放課後子供教室Ａ
登録は放課後子供教室として、夏休みな
どの長期休業中も含め実施します。30年4
月から、大正小学校で放課後子供教室を
新たに実施します。
▷放課後子供教室実施日時（予定） ①学校
登校日の月～金曜日は、放課後～午後4時45
分 ②学校休業日（土・日曜日・祝日、年末
年始、学校閉鎖期間、振替休業日を除く）の
月～金曜日は、午前8時～午後4時45分※実
施日時等は学校との協議により、変更になる
場合があります。

50

●後期高齢者医療保険料
テムをご利用ください
年１月１日～ 月 日に特別
徴収（年金天引き）と普通徴収（納 ●緊急通報システム
緊急時に消防庁へ通報するため
付書払いや口座振替）で納めた保
険料をお知らせするものです。こ のペンダントと機器を貸与します
の保険料は確定申告等の際に社会 （消防庁と連絡を取る協力員が必
。
保険料控除の対象になりますが、 要です）
領収書等の添付は不要です。１月 ▽対象 次の全てに該当する方
①区内在住の 歳以上 歳未満
下旬に発送予定です。
で、身体障害者手帳１ ２級ま
▽問合せ 国民健康保険課
たは東京都の難病医療費助成を
☎（５２４６）１４９１
受給している ②ひとり暮らし
●介護保険料
年１月１日～ 月 日に納め
や障害者のみの世帯で緊急時の
た保険料をお知らせするものです。 対応が困難
この保険料は、確定申告等の際に
●火災安全システム
社会保険料控除の対象になります
消防庁への自動通報機能のつい
ので、申告の際にご利用ください。 た火災警報器の貸与や、自動消火
１月下旬に発送予定です。
装置、ガス漏れに対応する機器を
▽問合せ 介護保険課
給付します。
☎（５２４６）１２４２
▽対象 次の全てに該当する方
①区内在住の 歳以上 歳未満
で、身体障害者手帳１ ２級ま
たは愛の手帳１ ２度 ②ひと
（高齢・障害）
り暮らしや障害者のみの世帯で
緊急時の対応が困難
※ 歳以上で、高齢者の同制度該
当者を除く

「民生委員制度創設 周年
記念植樹式」を開催しま
した

▽費用 世帯全員の所得に応じて
自己負担あり
▽問合せ 障害福祉課給付担当
☎（５２４６）１２０１

児童保育課放課後対策担当
☎（5246）1235

問合せ

・ 65

民生委員制度創設 周年を記念
し、 月 日に隅田公園（山谷堀
広場）で植樹式を行いました。

30

・ 65

中 等度難 聴児の補聴器購
入費用を助成します

11

帯は2万5千円、非課税世帯は5万円
●自立支援教育訓練給付金 適職に就く
ために必要であると認められる、区が指
対象は、ひとり親家庭の父・母で、児 定した教育訓練講座の受講料等の一部を
童扶養手当の支給を受けているか、受け 給付します。 対象講座 厚生労働大臣指
定 の 教 育 訓 練 講 座 支給額 受 講 費 用の
ている方と同等の所得水準の方です。
60％（1万2千円～20万円）
※いずれも要事前相談
●高等職業訓練促進給付金 経済的自立に ●自立支援プログラム策定 専門の相談員
効果的な資格を取得するため、1年以上養 がプログラムを策定し、ハローワーク等関
成機関等で修学し、就業（育児）と修学の 係機関と連携して自立・就労を支援します。
両立が困難な場合に、生活費の負担軽減と ●高等学校卒業程度認定取得支援給付金
して助成します。 対象資格 看護師、准看 ひとり親家庭の学び直しを支援するため、
護師、精神保健福祉士、理学療法士、作業 受講費用の一部を支給します（20歳未満
。 対象講座 民間事業者等
療法士、保健師、助産師、言語聴覚士、視 の子供も対象）
能訓練士、義肢装具士、臨床工学技士、臨 が実施する高等学校卒業程度認定試験の
床検査技師、診療放射線技師、歯科技工士、 対策講座（通信制も含む）
歯科衛生士、柔道整復師、あん摩マッサー ①受講修了時給付金 支給時期 対象講座
ジ指圧師、はり師、きゅう師、介護福祉士、 修了時 支給額 受講費用の30％（4千円～
社会福祉士、保育士、理容師、美容師、栄 20万円）
養士、調理師、製菓衛生師、一級建築士、 ②合格時給付金 支給時期 高卒認定試験
の全科目合格時 支給額 受講費用の70％
二級建築士、木造建築士
①促進給付金 支給期間 修学全期間（上 （①との合計で最大30万円）
限3年） 支給額 住民税課税世帯は月額7万
子育て・若者支援課給付担当（区
500円、非課税世帯は月額15万円
問合せ
役所6階⑦番）☎（5246）1232
②修了支援給付金 支給額 住民税課税世

次代を担う子供たちの健全な育成
ができるよう、共働き家庭等の児童
に限らず、全ての児童・生徒にとっ
て安全・安心な放課後の居場所づく
りを推進するため、放課後対策の総
合的な方針を策定しました。
方針 1 全ての小学校で、長期休業中
を含めた放課後子供教室を実施しま
す。実施にあたっては、各学校の状
況に合わせた内容を検討し、生活指
導子ども会や、校内または近隣のこ
どもクラブと連携して実施していき
ます。 方針 2 小学校区にこどもク
ラブが無く、需要の高い小学校区に、
こどもクラブを整備します。
方針 3 石浜小学校内で、こどもクラ
ブと同等の保育を提供しているモデ
ル事業はこどもクラブへ変更しま
す。 方針 4 児童館は区内小学校の
児童をはじめ、区外の小学校に通う
児童や、学校以外の居場所が必要な
児童に加え、中高生の居場所のひと
つとしてサービスの提供を行います。

11

▽日程・場所
① 年１月 日㈬・浅草保健相談
センター
②１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
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
30

50

▽日時
年２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 キラーコンテンツ、つぼ
ます
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター
☎（５６０３）００８５

17

ひとり親家庭の就業や
学び直しを支援します

台東区放課後対策の方針を策定しました

20

301

30

30 20

25

45

25

45

30

23

30

17

30 14

28

18

13
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▽日時
年１月 日㈬
午後２時 分～４時 分
▽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
☎（３８４７）９４９７

30

30

30

65

身体障害者手帳の交付対象とな
らない中等度難聴児が補聴器を購
入する場合、費用の一部を助成し
ます。助成を受けるには、購入前
の申請が必要です。
▽対象 区内在住の 歳未満で次
の全てに該当する方 ①両耳

30

31

31

100

１９１７（大正６）年、岡山県で
「済世顧問制度」として始まり、
やがて「方面委員制度」として全
国に広まった民生委員制度は、今
年で 年の節目を迎えました。今
日に至るまで、民生委員・児童委
員は生活上の課題を抱える多くの
人々の支えとなってきました。今
後も、この 周年を契機として、
「誰もが笑顔で、安全に、そして

40

30 30
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12

100

31
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100
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100
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広報

広報

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
教室名

日時

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085

定員

教室名

日時

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 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

高齢者のための足腰元
20人 気体操

15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 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①2月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、1月19日㈮（必着）までに各センターへ（1人1
15人 教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

12
22

25

ご意見を募集しています（計画中間のまとめパブリックコメント）

12

11

30
18

28

ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター

35人 日曜エアロビクス

10人

☎（３８４４）８１７１

20人 熟年体操

15人

幼児食へのステップアッ
プ教室（予約制）

20人 たのしいヨガ

10人

▽日時
年１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７月
～ 月生まれの子供の保護者
（原則第１子、初めて参加する

15人 土曜パワーアップスリム

10人

方優先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ

20人 金曜ボディーバランス

定員

10人

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
1月4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）
1月9日㈫午前10時～11時 谷中区民館
1月10日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
1月12日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
1月18日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
1月19日㈮午前10時～11時 今戸児童館
●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
1月17日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
1月23日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

ップアップするころのポイント、
試食（保護者のみ）
▽持ち物 母子健康手帳
月 日㈮
▽申込開始日時
午前９時
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４４０

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
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
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
[水中運動]
午後7時～8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
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全4回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～正午

第 1195 号

育 児 相 談・ と こ と こ 育 児
相談

2月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

▽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

（7） 平成29（2017）年 12月20日

区ホームページの「パブリックコメント」
からも閲覧・応募可

区では、下記のようなさまざまな計画を作成して ★閲覧・意見提出用紙配布場所 各問合せ先のほか、 スで各問合せ先へ
います。皆さんのご意見をお寄せください。
区役所3階⑦番区政情報コーナー、区民事務所・同 ※口頭や電話での意見の受付けはできません。
▷対象 区内在住か在勤・在学の方、区内に事務所ま
分室、地区センター、生涯学習センター1階受付
※個別の回答は行いません。
たは事業所を有する個人または法人その他団体、計 ▷応募方法 意見提出用紙に記入し、配布場所に提 ▷応募締切日 30年1月10日㈬（必着）
画等に利害関係を有する個人または法人その他団体
出する（閉庁日を除く）か、郵送またはファック

第7期台東区
高齢者保健福祉計画・
台東区介護保険事業計画

計画の施策体系（施策の方向性と施策）
1 地域包括ケアシステムの強化
相談支援体制の強化／地域における支援体制の推進

2 生きがいづくりの推進
社会参加の促進／地域交流の支援

「高齢者が、住み慣れた地域でいきいき
と安心して暮らし続けられるまち」
「高齢 3 健康づくりと介護予防の推進
者の尊厳が守られ、自立した日常生活を 健康管理と疾病予防の推進／介護予防のための環境整備／介護予防・日
ともに支え合えるまち」を目指し、平成 常生活支援総合事業の推進
30〜32年度を計画期間とする第7期台東 4 地域における支え合いの仕組みづくりと生活支援の充実
区高齢者保健福祉計画・台東区介護保険 地域による見守りの推進／生活支援サービスの充実／認知症施策の推進
／尊厳ある暮らしの支援
事業計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★） 5 介護サービスの充実
のほか、台東区社会福祉協議会、地域 高齢者施設の推進／介護サービスの質的向上／家族介護者への支援の充実
包括支援センター
6 在宅療養の推進
▷問合せ 〒110－8615
在宅療養支援の充実／医療・介護連携の推進
台東区役所高齢福祉課
7 住み慣れた地域で暮らせる環境づくり
☎（5246）1221
高齢者の住まいの確保と住まい環境の向上／福祉のまちづくりの推進／
介護保険課☎（5246）1257
安全で安心して暮らせる環境づくり
FAX （5246）1229

第5期台東区障害福祉計画
障害者福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、平成30〜32年度を計画期間とする第5期台東区障
害福祉計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、松
が谷福祉会館、台東区社会福祉協議会
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所障害福祉課
☎（5246）1206 FAX （5246）1179
台東保健所保健予防課
☎（3847）9405 FAX （3841）4325

※意見書提出の郵送は台東区役所障害福祉課へ

基本理念

ノーマライゼーションの理念のもと、人と人とが人格と個性を尊
重し合いながら、障害のある人も、ない人も、共にいきいきと暮
らせる社会の実現

基本目標と重点課題

1 地域生活支援の充実
相談支援の充実／在宅サービスの充実／権利擁護の推進

2 障害児に対する支援の充実
障害児支援の提供体制の充実／発達障害児の支援体制の充実

台東区国民健康保険データヘルス
計画・台東区国民健康保険
特定健康診査等実施計画（第3期）
台東区国民健康保険加入者の特定健康診査の受診
結果や診療報酬明細書から得られる医療情報を分析
し、健康状態や健康課題を表し、目標を含めた事業
内容の企画・実施をするための台東区国民健康保険
データヘルス計画と、特定健康診査および特定保健
指導の目標、実施方法、評価方法について定めた台
東区国民健康保険特定健康診査等実施計画（第3期）
を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、
台東保健所保健サービス課、浅草保健相談セン
ター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所
国民健康保険課
☎（5246）1251 FAX （5246）1229
主な内容

第1章 計画の策定にあたって

①計画策定の背景
③計画の位置づけ

②計画策定の目的
④計画の期間

第2章 台東区国民健康保険の現状
①過去5年間の台東区の人口と台東区国保加入者数の推移等
②台東区国民健康保険の年齢階層別加入状況等（平成29年度）
③台東区健康保険における保健事業の取組みについて

第3章 データヘルス計画
①台東区国民健康保険の現状分析 ②データヘルス計画にお
ける台東区国民健康保険の課題 ③実施事業 等

第4章 特定健康診査等実施計画（第3期）
①特定健康診査及び特定保健指導の基本的な考え方
②第2期の取組み状況 ③第3期で達成しようとする目標
④特定健康診査・特定保健指導の実施方法

台東区子ども・子育て支援事業計画
中間改訂版
子ども・子育て支援事業計画では、平成27～
31年度の幼稚園・保育園等の「教育・保育事業」
と一時預かり事業等の「子ども・子育て支援事業」
のニーズ量の見込みと供給体制の確保内容および
実施時期を定めています。27・28年度の計画上
の量の見込みと実際の需要を比較したところ、乖
離が生じているため、29年度に推計した新たな
人口推計を用い、本計画の見直しを行いました。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）の
ほか、台東保健所保健サービス課、浅草保健
相談センター、子ども家庭支援センター、児
童館、こどもクラブ、保育園、幼稚園、認定
こども園、地域型保育事業所、認証保育所、
ほうらい子育てサポートセンター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所
子育て・若者支援課
☎（5246）1237 FAX （5246）1289
計画事業

保育園・幼稚園等の教育・保育施設
1 及び事業
2 地域子ども・子育て支援事業

①時間外保育事業 ②放課後児童健全育成事業（こども
クラブ） ③子育て短期支援事業（ショートステイ） ④
地域子育て支援拠点事業（子ども家庭支援センター、児
童館） ⑤一時預かり事業（一時保育、いっとき保育等）
⑥病児・病後児保育事業 ⑦子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター） ⑧利用者支援事業（子
育てアシスト、ゆりかご・たいとう） ⑨妊婦に対する健
康診査 ⑩乳児家庭全戸訪問事業 ⑪養育支援訪問事業
（育児支援ヘルパー） ⑫実費徴収に係る補足給付を行う
事業

3 就労支援の充実
障害者の雇用・就労支援体制の整備

4 暮らしを支える環境の確保
居住環境の整備、日中活動の場の整備／マンパワーの育成・確
保／防災・安全・バリアフリーのまちづくり／こころのバリア
フリーの推進

健康たいとう21推進計画
（第二次後期計画）
「健康たいとう21推進計画」は、区民による自主的
な健康づくりと、それを支える地域における保健と医
療の充実のための計画です。 今回、これまでの成果や
明らかになった課題を踏まえ、30年度から6年間を計
画期間とする「健康たいとう21推進計画(第二次後期
計画)」を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、
台東保健所、浅草保健相談センター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所健康課
☎（5246）1178 FAX （5246）1059
基本理念

「健康で生きがいのある生活の実現」／「安心して暮らし続けら
れる地域社会の実現」／「地域で支えあう社会の実現」

基本目標

1 生涯を通じた健康づくりの推進
①健康づくりのための分野別の取り組み
②対象者別の健康課題への取り組み

2 地域保健の着実な展開
3 安全・安心な生活環境の確保
4 地域医療の充実
5 自殺予防の推進（自殺予防推進計画）
6 食育の推進（食育推進計画）

【第5回ペットコミュニティエリア適正利用講習会】エリアの利用には講習会の受講が必要です。快適で安全に利用していただくために、ご協力をお願いします。
▷日時 30年1月21日㈰午前9時30分～正午※詳しくは、区ホームページをご覧になるか右記へ〈台東保健所生活衛生課☎3847−9437〉

広報
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催 し も の など

第 1195 号
覧ください。
②12日㈷

申込締切日 ①2月6日㈫

宝絵刷り体験）
、3日㈬午後1時・3時（南

㈱☎0237（24）1181 （一社）村山市

京玉すだれの実演）
、5日㈮午後1時～4時
え ど たこ
（江戸凧・奴凧の製作実演） 開館時間 午前

観光物産協会☎0237（53）1351

青パト夜間貸出講習会

台東区都市交流課☎（5246）1016

区では、町会等の自主防犯団体に青色回転
灯付パトロール車（青パト）の夜間貸出し
を行っています。
青パトを運行する場合は、
講習会を受講し、警察署から実施者証の交

台東区芸術文化支援制度対象企
画「自由な女神博覧会」

付を受けることが必要です。 日時 30年

日程 30年1月11日㈭、2月11日㈷、3月11
日㈰ 時間 午前11時～午後5時 場所 上野

1月20日㈯午前10時（1時間程度）

公園芸術の散歩道（上野公園8）

場所 区役所10階研修室

対象 区内自主防

午後3時（獅子舞・大黒舞）
・午後1時（お

申込み・問合せ あけぼの観光

在住か在学（園）の5歳～小学4年生

入館料 一般300円、小中高生100円

定員 20人（抽選） 費用 500円（材料費・

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末

保険料） 申込方法 往復はがきに「1月工

年始（12月29日㈮～1月1日㈷）

作教室」希望・住所・氏名・電話番号・学

ふりがな

校（園）名・学年を書いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 下町風俗資料館

☎（3823）7451

申込締切日 1月15日㈪（必着）
問合せ 〒111－8621

参加アーティスト 村上愛佳、荻島大河、

一葉記念館から

申込み・問合せ 生活安全推進課

クト」ホームページをご覧になるか下記問

●文学講座「朗読の楽しみPart.6」

☎（5246）1044

合せ先へ 問合せ 村上愛佳

日時 30年2月10日㈯・24日㈯（全2回）

Eメール nakazenomegami@gmail.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

江戸下町伝統工芸館の催し

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

坂西吾郁※詳しくは、
「自由な女神プロジェ

日時 30年1月19日㈮午前9時～午後5時

日時 30年1月28日㈰午後1時30分～3時
30分 場所 生涯学習センター 対象 区内

9時30分～午後4時30分（入館は4時まで）

犯団体に所属している方

「防災とボランティアの日」に防
災用品の展示等を行います

工作教室「歯ブラシカー」

シニアスポーツ振興事業
「シニアボッチャ体験会」

午後1時30分（2時間程度） 講師 熊澤南
水氏（ひとり語り） 費用 2,000円（2回

日時 30年2月12日㈷午前9時30分～正午

分） 申込締切日 1月20日㈯（消印有効）

対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

●くずし字解読講座 日時 2月23日～3月

定員 30人（先着順） 講師 東京都ボッチャ

場所 台東リバーサイドスポーツセンター

内容 防災用品の展

●職人による実演 日程・実演者（業種）30

16日の金曜日（全4回）午後1時30分（2

協会 持ち物 運動できる服装、室内用運

示・試食、災害時のボランティア活動の紹

年1月1日㈷～7日㈰上川善嗣（東京銀器）
、

時間程度） 講師 山口恭子氏（法政大学兼

動靴、飲み物、タオル

介 問合せ 危機・災害対策課

13日㈯・14日㈰石田一郎（江戸つまみ簪）
、

任講師） 費用 4,000円（4回分・資料代

㈫～2月2日㈮

20日㈯・21日㈰大渕浩吉（江戸指物）
、

含む） 申込締切日 2月1日㈭（消印有効）

振興課☎（5246）5853

場所 区役所1階ロビー

☎（5246）1094

東京都・台東区合同帰宅困難者
対策訓練

かんざし

27日㈯・28日㈰川勝新市（東京組紐）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

実演時間 午前11時～午後5時

※費用は当選後、事前振り込み・初回のみ

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

別途入館料が必要 定員 30人（抽選）

申込期間 1月9日

申込み・問合せ スポーツ

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 30年1

災害発生時における観光客等の帰宅困難者

☎（3842）1990

入館料 一般300円、小中高生100円

月12日㈮午前11時～11時30分

を安全に誘導することを目的とした訓練を

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

草橋区民館

・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下

月12日～29年7月11日生まれの子供と保

記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき

護者※子供1人につき1回まで、いずれの

行います。上野公園噴水広場で防災啓発
ブースの展示もあります。

日時 30年2

朝倉彫塑館から
ごしょうせき

ふりがな

場所 浅

対象 区内在住の平成28年7

月5日㈪午前9時30分～午後1時30分

●特集展示「呉昌碩と朝倉文夫」 期間 30

でない物は無効

場所・問合せ 〒110－

回・会場とも同内容 定員 10組（先着順）

場所 上野駅周辺

年1月5日㈮～3月7日㈬

0012 台東区竜泉3－18－4 一葉記念

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

館☎（3873）0004

受付しません。

問合せ 危機・災害対策

課☎（5246）1094

時30分～午後4時30分（入館は4時まで）

友好都市山形県村山市から「浅
草寺奉納大わらじ制作見学と雪
のやまがた見聞録」ツアー（1
泊2日）
日程 ①30年2月13日㈫～14日㈬

開館時間 午前9

②19日

㈪～20日㈫ 対象 区内在住か在勤の方
定員 20人（先着順）※最少催行人数15人
費用 各25,500円（1泊4食・交通費別途）

※1人での申込みの場合は相部屋※詳しく
は、区ホームページまたは区役所1階、区
民事務所・同分室等で配布するチラシをご

入館料 一般500円、小中高生250円※入

フラワーアレンジメント教室
「春のアレンジメント」

☎（3863）0082

●展示替えのため休館します 期間 12月

日時 30年2月7日㈬午前10時～正午

生まれる」 日時 1月27日㈯午後2時～3時

25日㈪～30年1月4日㈭

対象 区内在住の身体障害者手帳か愛の手
帳（4度程度）をお持ちの方 定員 10人（先

生以下の子供と保護者※家族単位で申込み

着順） 講師 中川氏（フローリスト モア）

※子供のみ・大人のみの参加不可、申込み

費用 800円(材料費)

は本人に限る 定員 30組（先着順）

館時は靴を脱ぎ、靴下着用 休館日 月・
木曜日（祝日の場合は翌日）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

下町風俗資料館
お正月のイベント
日時（内容） 30年1月2日 ㈫ 午 前10時・

平成29年度

台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業を認定しました
区では、従業員が仕事と生活を両立しな
がら、いきいきと働き続けられる職場の実
現に向けて、ワーク・ライフ・バランスに
取り組む中小企業等を「ワーク・ライフ・
バランス推進企業」と認定し、認定企業の
PRや中小企業融資あっせんなどにより、
その取り組みを応援しています。
認定の対象は、仕事と子育ての両立支援
に取り組む「子育て支援分野」
、長時間労
働の削減等、働きやすい職場づくりに取り
組む「働きやすい職場づくり分野」
、仕事
と介護の両立支援に取り組む「介護支援分
野」の3分野です。認定期間は11月1日～
31年10月31日です。
㈱コマキ楽器（楽器小売業）
▷認定分野 子育て支援
▷主な取り組み アルバイトへの育児・介
護休業規程の適用
育栄建設㈱（建築工事業）
▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 女性が建築施工現場で働
きやすい環境整備

申込開始日 1月5日㈮

申込み・問合せ 中央図書館浅草橋分室

申込方法 教室名・

氏名・電話番号を電話かファックスで下記
問合せ先へ

場所・問合せ 障害者自立支

援センター（松が谷福祉会館内）
☎（3842）2672

●読み聞かせ講演会「人と出会って絵本が
30分 場所 生涯学習センター 対象 小学

講師 西村繁男氏（絵本作家）
申込開始日時 1月5日㈮午前9時
申込み・問合せ 中央図書館

FAX （3842）2674

☎（5246）5911

池波正太郎記念文庫 自筆絵画展

リサイクル

展示絵画の中から13点を使用したカレン

アミエージェンシー社会保険労務士事
務所（社会保険労務士業）

●フリーマーケット出店者募集 日時 30

ダーの販売（1,000円）もしています。

年1月28日㈰午前9時～午後5時

期間 12月22日㈮～30年3月14日㈬

▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 従業員の生活状況に配慮
した働き方の実践

川戸公園※車での来場不可、天候により中

㈱日本システムブレーンズ（ソフトウェ
アの開発・販売・導入・運用支援・保守）

部（土・日曜日・祝日を除く午前10時～

▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 計画的な有給休暇取得の
奨励
㈱エス・ティー・シー（コンピュータソ
フトウェアの受託開発）
▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 面談による時間外労働の
制限やメンタルヘルスへの配慮
㈱共同紙販ホールディングス（洋紙卸売）
▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
づくり、介護支援
▷主な取り組み 給与明細や勤怠管理ソフ
トを活用した勤務管理の見える化の推進
ライトクルー㈱（ネットワークやデータ
ベース、Webシステムの設計・開発）

㈱ビジネス情報テクニカルシステムズ ▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
（コンピュータソフトウェアの開発・導
づくり
入コンサルティング業務）
▷主な取り組み 有給奨励日の設定など有
給休暇を取得しやすい環境づくり
▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
づくり、介護支援
男女平等推進プラザ（生涯学
▷主な取り組み 男性の育児休業取得の促 問合せ 習センター４階）
☎（5246）5816
進

止の場合あり
円

出店数 20店

場所 花

費用 1,500

申込み・問合せ 里彩くるカエル倶楽

午後7時）☎090（3068）3534
問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

場所・問合せ 池波正太郎記念文庫（中央

図書館内）☎（5246）5915

講 座・相 談 会 など
男女平等推進プラザから

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

①講座「被災地仙台から学ぶ 女性・多様

出店者募集 日時 3月4日㈰午前10時～午

な視点からの防災」 日時 30年2月3日㈯

後2時

午後1時30分～3時30分 対象 区内在住か

出店数 23店（抽選）※区内在住

の方優先

申込方法 住所・氏名・年齢・電

在勤で防災や減災に関心のある方 講師 宗

話番号・子供の年齢をメールで下記問合せ

片恵美子氏（NPO法人イコールネット仙

先へ※電話での申込不可、営業関係の方の

台代表理事） 託児の申込締切日 1月27日㈯

出店不可

申込締切日時 1月29日㈪午後6

②講座「パパとママのためのライフプラン

時※出店決定者にのみ出店票を送付しま

&仕事と子育ての両立セミナー」 日時 2

す。

月12日㈷・24日㈯（全2回）午前10時～

場所・問合せ 環境ふれあい館ひま

わりリサイクル活動室☎（3866）8094
Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

安価で信頼できる耐震改修工法
等の展示会

正午 対象 主に子育て中の夫婦（1人でも
参加可） 講師 村上誠氏（NPO法人ファ
ザーリング・ジャパン理事）
、林田香織氏
（ロジカル・ペアレンティングLLP代表ほ
か） 託児の申込締切日 2月3日㈯

日時 30年1月16日㈫～18日㈭午前9時～

③講座「パリテカフェin台東 パリテ（男

午後5時（無料耐震相談は午前10時～午

女半々）になったら、暮らしが変わる！」

後4時） 場所 区役所1階ロビー

日時 2月17日㈯午後2時～4時

問合せ 建築課☎（5246）1335

まり氏（上智大学教授）

講師 三浦

【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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託児の申込締切日 2月10日㈯

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

第 1195 号 （8）

族・関係機関等 定員 50人程度（先着順）

月18日㈭

講師 山村武彦氏（防災システム研究所所

役所5階⑩番）☎（5246）1468

長） 申込方法 住所・氏名・電話番号を電

場所 生涯学習センター
定員（先着順） ①90人

②③30人

申込開始日 12月25日㈪

話かファックスで下記問合せ先へ
場所・問合せ 障害者自立支援センター（松

申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

が谷福祉会館内）☎（3842）2672
FAX （3842）2674

日本語ボランティア講座
地域で暮らす外国人に、ボランティアとし

場所・申込み・問合せ 住宅課（区

子育て家庭プロジェクト
「家庭教育支援者養成講座（ス
テップアップ編）
」
日程・テーマ ①30年1月9日㈫・ハートフ

高齢者施設ボランティア育成講
座

日時 30年1月11日㈭午後1時30分～2時
定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

書館専門員）
●トーク・イベント「一葉日記を読む」
日時 2月25日㈰午後2時～4時
内容・講師 「一葉の歩いた場所―文京・墨

田・台東区―」平野恵（中央図書館専門員）
、

ルコミュニケーション
「子供の幸せな自立」

「一葉ブック・トーク」児玉ひろ美（中央

②1月25日㈭・乳幼児の心肺蘇生・応急

図書館司書）
、
「江戸から読む樋口一葉」鈴

手当とファミリー・サポート制度 ③2月

木淳氏（国文学研究資料館名誉教授）
定員 50人（抽選） 申込方法 往復はがき（1

て日本語を教える方法などの基礎を学びま

日時 30年1月26日㈮午前10時～午後3時

6日㈫・活動にもっとファシリテーシ

す。※日本語教師の養成講座ではありませ

45分

ョンを！ ④2月9日㈮・発達障害の理解

人1枚）に催し名・住所・氏名・電話番号

ん。

対象 ボランティアや介護の仕事に関心の

と支援 ⑤2月13日㈫・このチラシ全部

を書いて下記問合せ先へ（区ホームページ

日（全7回） 時間 午前9時30分～11時30

ある方 定員 10人（先着順）※演習・体験

スマホでできちゃった！（基礎編） ⑥2

から申込可） 申込締切日時 2月14日㈬午

分

・試食あり、動きやすい服装で参加

月21日㈬・このチラシ全部スマホででき

後5時（必着）

ちゃった！（実践編） 時間 午前10時～正
午（④のみ午後2時～4時） 場所 生涯学習

場所 生涯学習センター

センター 対象 区内在住か在勤で家庭教
育に関心がある方 定員 各15人※託児あ

☎（5246）5911

日程 30年2月6～27日の火・木曜
場所 生涯学習センター

対象 区内在

住か在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

場所 特別養護老人ホーム谷中

申込締切日 1月25日㈭

問合せ 台東区社

会福祉事業団☎（5603）2228

費用 2,000円（7回分）
申込み・問合せ 区民課☎（5246）1126

青少年健全育成講演会
「私と野球人生」

ゆとり教養講座「冬の栄養講座」

電子申請から申込み（託児の申込みは電話

日時 30年2月9日㈮午

テーマ 元気に冬を過ごそう！高齢者の低

で下記問合せ先へ） 申込締切日 各開催日

後1時開場、1時30分

栄養の予防と冬の脱水予防
子氏（㈱明治） 申込開始日時 1月5日㈮午

の1週間前（①のみ12月27日㈬）

開演

場所 生涯学習

センターミレニアム

前9時

ホール

☎（3833）6541

定員 300人

（先着順） 講師 江本
孟紀氏（野球解説者・

▲江本孟紀氏

元プロ野球選手） 申込方法 下記問合せ先
か生涯学習センター5階で配布するチラシ
（区ホームページからダウンロード可）の
入場券に記入し持参

問合せ 子育て・若

場所・問合せ 老人福祉センター

精神保健福祉講演会「親亡き後
の子どものお金のこと～精神疾
患を持つ子どもの将来を考える
～」
日時 30年2月8日㈭午後2時～4時

場所 台

者支援課（区役所6階⑦番）

東保健所3階大会議室 対象 区内在住か在

☎（5246）1341

勤の方

高齢者を地域で支えていくため
に－見守り・認知症・虐待合同
講座－
日時 30年1月24日㈬①午後3時～4時15

分 ②4時30分～5時

場所 区役所10階

会議室 対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 80人（先着順） 講師 吉弘

裕輔氏（司法書士） 申込方法 住所・氏名
・電話番号を電話かファックスで下記問合
せ先へ 問合せ 台東保健所保健予防課
☎（3847）9405

FAX （3841）4325

講演会～高次脳機能障害をより
よく知るために～

定員 各60人（先着順）※②へ参加の方に

日時・内容 30年2月2日㈮午後1時30分～

は見守りネットワークオリジナル台東くん

2時30分・講演会、2時30分～3時30分・

缶バッジを差し上げます。 内容 ①講演会

相談会（講師などが皆さんの悩みに回答）

②見守りサポーター養成研修

場所 台東保健所3階大会議室

講師 ①結

対象 区内在

城康博氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉

住か在勤の方 定員 60人（先着順）

学科教授） ②介護予防・地域支援課職員

講師 羽田拓也氏（東京慈恵会医科大学リハ

申込方法 講座名（①か②、両方可）
・住所

ビリテーション医学講座医師）

・氏名・電話番号を電話かファックスまた

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か
ファックスで下記問合せ先へ 問合せ 台東

はメールで下記問合せ先へ

問合せ 介護

予防・地域支援課☎（5246）1225

保健所保健予防課☎（3847）9405

FAX （5246）1179

FAX （3841）4325

Eメール chiikishie

n.dos@city.taito.tokyo.jp

障害福祉課から

難病講演会「膠原病・リウマチ
の理解と日常生活の留意点」

●障害者差別解消法講演会「障害者差別解

日時 30年2月15日㈭午後2時～3時30分

消法について～障害のある人もない人も暮

場所 台東保健所3階大会議室

らしやすい街に～」 日時 30年2月27日㈫

住か在勤の方 定員 60人（先着順）

午後6時30分（6時開場） 場所 区役所10

講師 松下雅和氏（順天堂大学医学部附属順

階1001会議室

天堂医院膠原病・リウマチ内科医師）

講師 野澤和弘氏（毎日新

聞論説委員）
●障害者差別解消法事業者向け講習会 障
害者である講師の話を聞きながら、障害者
への理解や接し方を学びます。 日時 1月

対象 区内在

申込み・問合せ 台東保健所保健予防課

☎（3847）9405

無料建築相談室

29日㈪午後6時30分（6時開場） 場所 区

日時 30年1月11日㈭・2月1日㈭午後1時

役所10階1002会議室

～4時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時 30年1月20日㈯午後1時30分～4時

日時 30年1月24日㈬午後1時30分～3時

15分 対象 区内のマンション所有者

※手話通訳、OHP要約筆記、磁気ループ

定員 6組（1組45分程度、先着順）

あり

相談員 弁護士か一級建築士

対象 区内在住か在勤の障害者と家

中央図書館

<1月>
1日～2月25日

冬ぼたん（上野東照宮ぼ

たん苑）
7日

大根まつり（待乳山聖天）

8日

とんど焼き（鳥越神社）

●専門員によるスライド・トーク 展示内

12日

まないた開き（坂東報恩寺）

容について見どころを解説します。

25日

うそかえの神事（五條天神社）

平成29年度

「したまちＴＡＩＴＯ産業賞」
が決まりました
業績の向上・優れた製品や技術の開発な
ど、区内産業の活性化に大きく貢献してい
る中小企業を表彰しています。
㈱土手加藤材木店（東浅草1－13－6）
▷事業内容 注文住宅、リノベーション、
造作家具製作
▷受賞理由 明治26年に浅草で材木店と
して創業し、国産天然無垢材の取り扱
いにこだわり続け、大工や工務店、建
設会社に材木や住宅資材を納めてきま
した。現在は、設計と工務店業に転身
し、長年の材木業で得たさまざまな材
い
木の知識を活かし、国産材木にこだわっ
た家づくりをしています。
協育歯車工業㈱（東上野1－8－3）
▷事業内容 規格歯車および精密機器製
造販売
▷受賞理由 1958年に日本における規
格標準歯車メーカーのパイオニアとし
て設立。当時一品一様であった歯車を
独自にKG規格歯車をとして規格標準化
（カタログ化）し在庫販売をスタートさ

せました。現在では約5,000アイテム
を規格標準化し、国内だけでなく海外
にも販売網を広げています。
㈱今半（西浅草3－1－12）
▷事業内容 牛肉佃煮製造販売、弁当製造
販売、精肉加工販売、飲食
▷受賞理由 明治28年に牛めし屋として
創業。牛肉ひとすじに歩み続けるすき
焼店です。国際通り本店では、名物の
「浅草今半流すき焼」を提供し、浅草の
味として広く親しまれています。また、
牛肉佃煮やレトルト商品、弁当の製造
販売など事業展開し浅草の味を日本全
国に提供しています。
㈱アート商会アンドー（蔵前2－8－11）
▷事業内容 装粧品、婦人アクセサリー製
造卸
▷受賞理由 明治時代に創業された前身事
業を継承し昭和42年に創業。和装用髪
飾りを扱ってきた日本有数の老舗です。
長い歴史で培ってきた信頼と技術によ
り全国販売ネットワークを築き、ベー
シックな商品からクオリティの高い商
品を日本全国の小売店からアジア各国
まで提供しています。
問合せ 産業振興課☎（5246）1415

第34回浅草芸能大賞授賞式・
第35回浅草名人会・
「スターの手型」
抽選で400組800人ご招待
顕彰式
はがき（1人1枚）に浅草芸能大賞観覧
日時 30年3月17日㈯ 午後3時 場所 浅 希望・希望人数（2人まで）
・郵便番号・
ふりがな
草公会堂 プログラム ①第35回浅草名 住所・氏名・年齢・電話番号を書いて
人会 スティファニー（マジック）
、柳家 下記問合せ先へ 申込締切日 2月1日㈭
小菊（粋曲）
、古今亭菊之丞（落語） ② （必着） 問合せ 〒110－0004 台東区
「スターの手型」顕彰式 ③浅草芸能大 下谷1－2－11 (公財）台東区芸術文
賞授賞式 ④受賞記念公演 石坂浩二、 化財団「浅草芸能大賞」担当
市川中車、ホンキートンク
☎（5828）7591
▼
▼
▼

申込締切日 1

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。

新人賞
ホンキートンク
（漫才師）

防災講演会「自助・近所・共助
で安全・安心まちづくり」

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

企画展「日記が語る台東区4
『樋口一葉日記』
」

大賞
石坂浩二（俳優）

FAX （5246）1179

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

奨励賞
市川中車
（歌舞伎俳優）

問合せ 障害福祉課☎（5246）1058

場所・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番）☎（5246）1468

問合せ 〒111－8621

り（先着順） 申込方法 区ホームページの

日時 30年2月8日㈭午後1時30分 対象 区
内在住の60歳以上の方 定員 50人（抽選）
講師 深沢幸

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

▽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

110

−

−

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

16

30

25

30

25

30

30

30

30

−

30

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』

15
−

30

30

13

10

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

−
22

対象 区内在住か在勤・在学の

日程 30年2月17日㈯～18日㈰

30 30

−

10

12

催しものなど

1月の区役所 制作番組案内

20

17

28

30

−
23
−
16

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

−
11

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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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。

