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区の世帯と人口（1月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

116,158 （+34）

人

196,134 （−5）

口
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障害のある方もない方も 共に親しむ

障害者スポーツ

シッティングバレーボール
全国大会が台東区内で開催！

障害の有無に関わらず、区民の 日時 第1木曜日・第3月曜日（祝
皆さんに気軽に障害者スポーツ 日を除く）午後7時～9時
2020年東京パラリンピックに出場する日
に親しんでいただけるよう、区 場所 たなかスポーツプラザ3階体 本代表候補選手も多く出場します。観戦も
立スポーツ施設で障害者スポー 育館
自由にできますので、ぜひお越しください。
ツを実施しています。会場には、「シッティングバレーボール」
日程 8月4日㈯・5日㈰（予定）
※事前予約が必要なプログラムあり。詳しくは、台東
指導や相談ができる指導員もい 座ったまま行う6人制のバレー
場所 台東リバーサイドスポーツセンター体
区産業フェア2017ホームページをご覧ください。
ますので、お気軽にご参加くだ ボールで、パラリンピックの競
育館
技種目にもなっています。
さい。

障害者スポーツ体験会を行います
ブラインドサッカー

アイマスクを着用しながら、
「シャカ
シャカ」と音の鳴るボールでプレーし
ます。

シッティン グ バ レ ー ボ ー ル
は、 バ レ ー ボ ー ル と 比 べ て
コートが小さく、ラリーが続
くのでプレーをしていて面白
いです。障害のある方もない
方 も、 差 が 無 く 平 等 に 競 技
できるのも魅力です。

障スポチャレンジ

指導員 佐々木一成さん

日程等、詳しくは決定次第、広報「たいとう」
や区ホームページ等でお知らせします。

車いすバスケットボール

1チーム5人でプレーし、一般の競技と
同じ高さのゴールを使用します。

アスリートから学ぶ
Let’
s Enjoyスポーツ

ボッチャ

ジャックボール（目標球）と呼ばれる
白いボールに、赤・青の各6球ずつの
ボールを投げたり、転がしたり、他の
ボールに当てたりして、いかに近づけ
るかを競います。

パラソフトボールやパラ高跳びなど、
さまざまな種目のトップアスリートの
迫力を間近で観て、スポーツの素晴ら
しさを体験できます。 日時 3月11日㈰
正午～午後4時30分 場所 台東リバー
サイドスポーツセンター陸上競技場
スポーツ振興課
問合せ ☎（5246）5853

この他、障害者スポーツ人材育成や障害者水泳教室なども実施しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
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住民税(特別区民税・都民税)の申告は ３ 月 15 日(木)までに
住民税は、税務署や区役所に提出された申告書等に基づいて課税します。
税務課課税係
申告書は2月上旬に郵送しますので、該当欄に記入し、提出してください。 問合せ
☎（5246）1103～5
申告書の提出は郵送でも受付けます。同封の返信用封筒をご利用ください。

申告が必要な方
平成30年1月1日現在台東区に住所または
事業所等がありましたか

いいえ

はい

平成29年中に収入があ
りましたか

いいえ

はい

税務署に所得税の確定
申告書を提出しますか

はい

住民税では、申告の必要はあり
ませんが、福祉関係事務の基礎
資料や非課税証明書の発行資
料になりますので、申告にご協
力ください

いいえ
はい

台 東 区 役 所への申 告は
必要ありません

台東区役所に申告が必
要です

いいえ

収入に給与所得がありますか
はい

勤務先からの給与のほかに、年金
や株の配当、報酬、不動産収入な
どを受け取っていますか
いいえ

いいえ

勤務先から台東区に給与支払報
告書が提出されていますか(不明
な方は勤務先でご確認ください）

はい

※次の方（前年税務署に確定申告をした、前年被扶養者、
給与から住民税を差し引かれている、前年に台東区に転
入した）には原則として申告書は郵送されませんので、
申告が必要な方はご連絡ください。

確定申告書の ｢住民税の徴収方法の
選択｣ 欄の記入をお願いします

住民税を給与から差し引かれていて、勤務先か
らの給与以外に所得がある方は、確定申告書第
申告書の受付
二表の ｢給与・公的年金等に係る所得以外の所
得に係る住民税の徴収方法の選択｣ 欄に、必ず
区役所3階⑪～⑬番税務課
ご記入ください。給与・公的年金等以外の所得
区民事務所・同分室
場所
課税係
に対する住民税を、合算して給与から差し引く
2月16日㈮～ 3月15日㈭
3月1日㈭～15日㈭
ことを希望する方は ｢給与から差引き」に、給
期間
与から差し引く分とは別に個人で納付したい方
土・日曜日は除く
は ｢自分で納付｣ に○をつけてください。
午前8時30分～午後5時（税務課は、水曜日のみ午後
時間
※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年
７時まで受付)
金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万
※区役所1階での臨時窓口の開設はありません。
円以下の方は、所得税の確定申告は不要（還
付を受ける場合は要提出）ですが、住民税の
申告に必要な物
申告は必要です。
①マイナンバーカードまたは通知カード（番号確認書類） ※地方税の臨時特例法により、2014～2023年度
の10年間、住民税の均等割額は4,000円から
と運転免許証等（身元確認書類）の提示または写しの添
5,000円になっています。増税分は区・都の
付 ②申告書 ③印鑑 ④平成29年中の収入等を証明
防災のための財源となります。
する物(給与所得の方は源泉徴収票や給与証明書、事業
所得や不動産所得などのある方は売上〈収入〉・仕入・
住民税（特別区民税・都民税）の課税証明
経費などの明細が分かる物) ⑤諸控除の支払証明書(源
書は前年の所得を証明します
泉徴収票に記入してある物を除く国民健康保険料や介護
住民税は、前年の所得に対して課税されま
保険料・国民年金保険料などの社会保険料の領収書・証
すので、30年度の課税証明書は、29年（1
明書、介護医療や個人年金を含む生命保険料の支払証明
～12月）中の所得を証明します。30年度の
書、地震保険料の支払証明書) ⑥医療費控除を受ける
課税証明書は、所得が給与所得のみで勤務
方は、医療費控除の明細書（31年支払分まで領収書可）
先の給与から住民税が引かれる方は5月中
や保険で補てんされた金額が分かる物
旬、その他の方は6月中旬です。
※災害など雑損控除や寄附金控除のある方は、お問合せ
問合せ 税務課税務係☎（5246）1101
ください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告は 2 月 16 日(金)から受付けます

−確定申告はお早めに−

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは
毎年1月1日～12月31日の1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得
税及び復興特別所得税の額を計算し、確定申告書を提出して、源泉徴収された税
金や予定納税で納めた税金等との過不足を精算する手続きです。
●下記に該当する方は、確定申告の必要はありません（住民税の申告が必要な場合
があります） 対象 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得
金額が20万円以下の方※源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける方
は、平成27年分以後の所得について、確定申告の必要があります。

確定申告書の作成・相談・提出
（申告書作成会場は浅草税務署にはありません）

●東京国税局で申告書作成・相談・申告書用紙等の配布・受付を行います 日程 2月
18日㈰・25日㈰ 時間 午前9時15分～午後4時（受付は8時30分から） 場所 東京国
税局1階（中央区築地5－3－1）
●浅草税務署管内の方の書類の送付先が変わりました 浅草税務署管内の方が作成
済の申告書・申請書・届出書等を郵送により提出する場合は、下記へ送付してくだ
さい。 送付先 〒110－8655 台東区池之端1－2－22 上野合同庁舎税務署事務処理
センター
●税務署へ提出する申告書等には、マイナンバーの記載が必要です 税務署へ提出
する都度、マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示または写しの添
付が必要です。
▷本人確認書類
マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類
身元確認書類
通知カード、住民票の写
運転免許証、パスポー
し、住民票記載事項証明
ト、在留カード、身体
書などのうち、いずれか ＋
障害者手帳などのうち、
1つ（マイナンバーの記
いずれか1つ
載があるものに限る）

●東京上野税務署に確定申告書作成会場を開設します 期間 2月16日㈮～3月15日㈭
マイナンバーカード
時間 午前9時15分～午後5時（受付は午前8時30分から） 場所 東京上野税務署（池
（個人番号カード）
之端1－2－22） ※会場が混雑している場合、受付を早めに締め切ることがあります
ので、なるべく午後4時までにお越しください。混雑状況により、長時間お待ちいた
だく場合があります。
※郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添付してください（マイナンバー
●国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください
カードは両面の写し）。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、申告書等を ※ご自宅等からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出
作成できます。また、作成した申告書等は印刷して郵送等で提出できるほか、e-Tax
は不要です。
（国税電子申告・納税システム）で送信することもできます。※e-Taxの利用には事
詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、下記へお問合せく
前準備が必要です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください（
「作成コーナー」
問合せ ださい。
で検索）
。
東京上野税務署☎（3821）9001㈹ 浅草税務署☎（3862）7111㈹
▷e-Tax等に関する問合せ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク☎0570（01）5901

松が谷福祉会館非常勤職員募集
職種

言語聴覚士※作業療法士※
幼児対象

障害者生活介護※

障害者相談

看護師

作業療法士

作業療法士

成人対象

幼児対象

発達障害児、肢体不自由
発達障害児、肢体不自
児の言語または作業機能 心身障害者（児）の相談・ 心身障害者の日中活動支援・日常 心身障害者の健康管理 心身障害者の作業機能
職務内容
由児の作業機能訓練・
訓練・指導（集団・個別） 計画作成
生活介助
・介助
訓練・相談・指導
相談・指導
・相談

対象

心身共に健康で、社会福祉
士・介護福祉士・介護支
心身共に健康で、各職種 援専門員の資格をお持ち
の資格をお持ちの方（実 の方・国または東京都の
務経験があることが望ま ケアマネジメント従事者
研修を受講し修了または
しい）
それと同等と認められた
方

心身共に健康で、大学・短期大学
または専門学校で教育・心理また
は福祉を専攻し卒業した方・社会
福祉士・介護福祉士・介護支援専
門員・看護師・准看護師・保育士
・介護職員初任者研修修了者・ホ
ームヘルパー2級以上・社会福祉
主事の任用資格をお持ちの方

雇用期間

心身共に健康で、各職種の資格をお持ちの方
（実務経験があることが望ましい）

4月1日～31年3月31日（更新あり）

月16日・午前8時30分～ 月16日・午前9時～午後5 月20日・午前9時40分～午後3時
年36回・午前10時～午 年96回・午前9時15分
月20日・午前9時40分
勤務形態 午後4時45分
時15分（休憩1時間含む） 40分
後4時
～午後3時15分
～午後3時40分
（休憩1時間含む）
※遅番あり
※早番・遅番あり
（休憩1時間含む）
（休憩1時間含む）
募集人数
給与

若干名
月額269,236円

月額226,100円

１人
月額224,400円

月額252,000円

日額20,000円
（時給4,000円×
実働5時間）

別途交通費（上限あり）
申込方法
勤務地
問合せ

交通費 な し

日額20,000円
（時給4,000円×
実働5時間）
別途交通費（上限あり）

封書に希望職種を朱書きし、履歴書（写真貼付）、返送用封筒（長形3号・92円切手貼付）、志望動機（※の職種のみ）、資格証明書の写しを下記問合せ先へ郵送か
持参※書類選考合格者のみ面接選考実施。申込書類は返却しません。
〒111－0036

台東区松が谷1－4－12

松が谷福祉会館☎（3842）2671

【家庭の省エネヒント】煮物をする時は、落としぶたをしましょう。落としぶたをしない場合と比べると、ガス使用量が削減し、節約につながります。味もよく
染み込むのでお勧めです。（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〉
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第36回
「台東区青少年をほめる運動」
表彰式を行いました

氏名・団体名
肥田野利奈
肥田野季絵
石川裕一

区では、地域で奉仕活動をしている青少年や、他の模範
となる行いをした青少年を励ますとともに、その行いを広
く区民の皆さんに知っていただくため「青少年をほめる運
動」を実施しています。29年12月11日に表彰式を行い、次
の方々に褒状と記念品を贈りました。
▷氏名等 右表のとおり（敬称略）
▷問合せ 子育て・若者支援課青少年担当☎（5246）1341

活動内容

推薦者

浅草交通少年団において、春と秋の全国交通安全運動に伴うキャン
浅草警察署長
ペーンや警察啓発活動を通じ、積極的に区民に対して交通安全を呼
藤次郎
びかけ、重大交通事故防止の意識向上を図った。

杉山拓夢

拳心会石浜クラブスポーツ少年団において、準備運動・整理体操な
台東区スポーツ少年団
ど教室の補助役として貢献している。人望が厚く、団員のよき手本
本部長 伊藤幸雄
となっている。

小泉恵美

さまざまなNGOの活動に参加し、国際協力や発展途上国に関わる 下谷1丁目町会
ボランティア活動を行っている。
会長 小泉和央

土屋夏波
雨田真蔵

上野消防少年団において、火災予防の広報、台東区三署合同水防訓
練、防災救急フェアなど積極的に活動するとともに、地域防災意識 上野消防署長
の高揚に貢献している。また、副隊長として、団員の指導育成にも 久保田幸雄
努めている。

針山胡桃

浅草消防少年団において、高齢者施設の慰問、火災予防運動時等で、
台東区民へ防火・防災意識の高揚の呼びかけを行い、社会奉仕活動 浅草消防署長
に努めてきた。また、防災リーダーとして低学年団員に対して指導 野村功嗣
している。

松山恭助

第69回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）男子フルーレ優勝

小野寺美月

ブルーファイターズ
平成29年度東京都スポーツ少年団競技別交流大会優勝
サッカークラブ

地震等の災害に備えて

問合せ

危機・災害対策課
☎（5246）1092

感震ブレーカーは、震度5強相当以上の揺
れを感知した場合に、ブレーカーやコン
セントへの電気供給を自動的に止める装
置で、地震による電気火災防止に効果的
です。
●簡易型感震ブレーカー無償配布

●「台東区避難行動要支援者名簿」を作成

対象 谷中2・3・5丁目に住民登録のある世

平常時の見守りや声掛け、災害発生時の安

帯 個数 1,600個（先着順） 対象製品 取り
付けが簡単なバネ式※設置可否判断チェッ
クシートで設置可能かご確認ください。
●感震ブレーカー設置費用助成 分電盤
の種類等によって簡易型が設置できない方
は、助成制度をご利用ください。助成を希
望する方は、必ず工事前に申請してくださ
い。 対象 谷中2・3・5丁目に①住宅を所
有 ②新築予定の方

助成件数 15件（先

着順） 対象製品 分電盤タイプ、コンセン
ト型※分電盤タイプは（一社）日本配線シ
ステム工業会の感震機能付住宅用分電盤
（JWDS0007付2）の規格で定める構造・

しています 災害発生時に、1人暮らしの
高齢者や障害者など、自力で避難すること
が困難な方を支援するために作成します。
名簿は、区内警察署・消防署・消防団・民
生委員・町会（自主防災組織）に提供し、

す。

51回目となる今回は、区内の中学生から2,636編の応募があり、応募率は
92.5％と高く、全国的に見ても最高水準となりました。
浅草・上野納税貯蓄組合連合会（浅草納連・上野納連）
、東京納税貯蓄組合総
連合会（東総連）、東京国税局管内納税貯蓄組合連合会（東京国税局管内納連）
のほか、全国納税貯蓄組合連合会、浅草・東京上野税務署、台東都税事務所等の
審査により、次の方が入選しました（敬称略）
。

問合せ 税務課税務係☎（5246）1101

名簿登載対象 区内在住で、次のい

①75歳以上の1人暮らし ②75歳以上の
みの世帯 ③身体障害者手帳の総合等級
1・2級かつ下肢機能障害4級以上 ④体幹
機能障害3級以上 ⑤移動機能障害3級以
上 ⑥視覚障害1･2級 ⑦聴覚障害2･3級
⑧愛の手帳1～3度 ⑨精神障害者保健福
祉手帳1･2級 ⑩要介護度3～5度 ⑪人
工呼吸器使用者
※対象の方には、制度の案内や申請書等を
送付します。詳しくは上記へお問合せく

機能を有する物。コンセント型は（一財）

ださい。

日本消防設備安全センターの認証を有し、
設置時に動作確認できる物。 助成額 ①費
用の3分の2（上限5万円） ②1万円
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込締切日 2月28日㈬※申込方法等、詳し

くは区ホームページをご覧になるか、上記

台東区スポーツ少年団
本部長 伊藤幸雄

中学生の「税についての作文」
の
表彰式を行いました

否確認や避難誘導などの支援にも活用しま
ずれかに該当する方（施設入所者を除く）

西浅草3丁目北部町会
会長 嶋村弘人

浅草納連管内の表彰

上野納連管内の表彰

●東京国税局長賞、浅草納連特選
細貝愛奈（白鷗高校附属中1年）
●東京都知事賞、浅草納連特選
田村柚乃（白鷗高校附属中3年）
●東総連会長賞、浅草納連特選
カンデルサミンジャ（桜橋中3年）
●浅草税務署長賞、浅草納連入選
北村優光（浅草中1年）、田野倉静香（白
鷗高校附属中2年）
●台東区長賞、浅草納連入選
鈴木絵里（桜橋中3年）
●台東都税事務所長賞、浅草納連入選
髙井優羽（白鷗高校附属中3年）
●台東区教育委員会賞、浅草納連入選
飯田涼葉（駒形中2年）
●浅草青色申告会会長賞、浅草納連入選
秋葉紀音（駒形中3年）
●浅草納連入選
重田真菜（浅草中3年）、長倉主馬（浅
草中3年）
、又木啓充（白鷗高校附属中
2年）、三浦太郎（白鷗高校附属中1年）

●東京国税局管内納連優秀賞、上野納
連特選 釜谷純礼（上野中2年）
●東総連会長賞、上野納連特選
今井優花（御徒町台東中1年）
大津せりあ（柏葉中3年）
市川貴之（忍岡中3年）
●東京上野税務署長賞、上野納連入選
寺石由美（御徒町台東中2年）、野本梢
（御徒町台東中1年）
●台東区長賞、上野納連入選
長谷川美空（忍岡中3年）
●台東都税事務所長賞、上野納連入選
関沙英子（忍岡中2年）
●台東区教育委員会賞、上野納連入選
堀込つかさ（柏葉中1年）
●上野納連入選
進藤乃の佳（御徒町台東中3年）
荒谷弥咲（柏葉中3年）
田波優太（上野中1年）
山崎恭（忍岡中1年）
野沢真凜（上野学園中2年）

※上記入賞・入選作に佳作を加えた「作文集」は、区役所3階⑩番税務課でご覧になれます。

へお問合せください。

10
10

28

10

10

対象

勤務形態

及啓発などの畑作業を行います。
▽活動期間 ４月～２０２３年３
月（５年間）
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業務内容

雇用期間

▽活動日時 第２土曜日・第４日

曜日午前 時 分～午後０時
分
▽場所 環境ふれあい館ひまわり、
精華公園ビオトープ
▽対象 区内在住か在勤・在学の
歳以上で事前説明会に参加で
きる方
▽事前説明会日時・場所 ３月
日㈯午後１時～３時・環境ふれ
あい館７階
▽定員 ９人（先着順）
▽申込方法 住所・氏名・電話番
号を電話かファックスまたは直
接左記問合せ先へ
※ファックスの場合、送信後に左
記へ確認の電話をしてください。
▽申込締切日 ２月 日㈬
▽問合せ 環境ふれあい館ひまわ
り
☎（３８６６）８０９８
（３８６６）８０９９

隅田公園花の名所づくり
ボランティア募集

菜の花などによる花壇づくりや
サクラの施肥や草木染、アジサイ
の手入れなどを行います。
▽活動日時 原則、土・日曜日を
除く午前中（月１回程度）
▽対象 草取りなどの作業ができ
る方
▽申込み・問合せ 公園課
☎（５２４６）１３２４

FAX

住宅
まちづくり

あ な た のマ ン ション は、
民 泊 新 法への 備 えはお 済
みですか

３月 日㈭から、民泊事業者の
届出受付が始まります。分譲マン
ションの管理組合の方は、管理規
約の見直しをお急ぎください。
※詳しくは、左記問合せ先へ
▽問合せ マンション民泊ヘルプ
ライン（東京都マンション管理
士会）☎（５８２９）９７７４
（土・日曜日・祝日を除く午後
１時～４時）
台東区住宅課
☎（５２４６）１４６８

道 路 通 称 名の 変 更のお 知
らせ

区では、主要な区道に道路通称
名をつけています。このたび、「今
吉柳通り」が「奥浅草寺町通り」

に変更になりました。
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

環境
リサイクル

精華公園ビオトープ「畑
づくり友の会」会員募集

土作り、種まき、収穫作業、普
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検査センター非常勤
検査技術員募集

募集人数
給与
（時給）
選考方法
申込方法
申込締切日
勤務地
問合せ

細菌検査補助（培地
調製、器具洗浄等）
検査技師免許を有する
方または大学の理化学
系学科を卒業した方
4月1日～31年3月31日
午前9時～午後5時、
年156日勤務（時間、
日数応相談）
1人
1,740円
（交通費別途）
書類審査、面接
履歴書、免許証等の写
しを下 記 問 合せ先へ
郵送か持参
2月28日㈬（必着）
〒110－0014 台東
区北上野1－8－8
台東保健所検査セン
ター☎（3841）9300

【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〉

お知らせ
区 議 会 を 土曜 日 に開 催 し
ます

スが左記のとおり停止します。
▽日程 ２月 日㈬終日
▽問合せ 戸籍住民サービス課
☎（５２４６）１１６４

４月の区民 館 利用 抽選 申
込日（７月 利 用 分 ）を 変
更します

「はばたきプラン 」推進
会議の委員募集

▽選考方法 書類選考・面接
▽申込方法 区役所９階⑥番人権
・男女共同参画課か生涯学習セ
ンター４階男女平等推進プラザ
で配布する応募用紙に記入し、

ップアップする頃のポイント、
試食（保護者のみ）

年度区民交通傷害保険
加入者募集

業開発課
☎（３３４９）９６６６

（土・日曜日・祝日を除く午前
加入者が交通事故に遭った場合、 ９時〜午後５時）
入院や通院治療日数・期間に応じ ▽問合せ 台東区区民課区民係

☎（５８２８）６４４６

福祉

番）

☎（５２４６）１２２５

元気情報誌“ココカラ”
第２号を発刊します

代から始める、これからの人
生を自分らしくイキイキと元気に

▽新聞折り込み日 ２月 日㈪毎
日、朝日、読売、産経、東京、

過ごすための情報満載です。

60

日経の６紙
▽配布場所 左記問合せ先のほか
生涯学習センター、
区民事務所・

同分室など
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑥番）
☎（５２４６）１２９５

健康

きちんと知ろう・ぜん息の
薬のいろいろ（託児あり）

▽日時 ３月２日㈮午後２時
▽場所 台東保健所６階中会議室
▽対象 区内在住か在勤・在学で
気管支ぜん息など呼吸器系に不
安をお持ちの方

▽定員
人（先着順）
※託児（先着順）希望の方は子供
の氏名・年齢・性別を電話で左
記問合せ先へ
▽講師 日永徳彦氏（たけの薬局
薬剤師）

▽申込締切日 ３月１日㈭
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課

☎（３８４７）９４７１

知って得する！
在宅ケア教室

▽日時 ２月 日㈬
午後３時～４時
▽講師 中村和正（理学療法士）
▽テーマ 移乗動作の介助法
▽場所・問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

2月26日㈪※詳しくは

▷申込締切日

▽持ち物 母子健康手帳
▽申込開始日時 ２月９日㈮
午前９時
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４４０

た保険金を支払います。
また、国内で自転車または身体
障害者用車いすの所有・使用・管
理に起因して、他人にけがを負わ

（高齢・障害）

年度の介護慰労マッサ

認 知 症 高 齢 者の家族に対
する介護・こころのケア相
談（予約制）

介護の悩みや方法等について、
臨床心理士が相談に応じます。
▽日時 毎月第１ ３水曜日午後
２時～４時（１人 分程度）
▽対象 高齢者本人または介護し
ている家族が区内在住の方
▽定員 １日２人（先着順）
▽申込締切日時 相談日１週間前

の午前 時
▽場所・申込み・問合せ 介護予
防・地域支援課（区役所２階⑥
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郵送か持参
▽申込締切日 ２月 日㈬
▽問合せ 男女平等推進プラザ
☎（５２４６）５８１６

▽保険期間 ４月１日午前０時～

・

保険・年金

せたり、他人の財物を壊したこと
等によって発生した法律上の損害

600万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

第６回基本構想策定審議
会を開催します
高 額医 療・高 額 介 護 合 算
療 養 費の 申 請 書 を 発 送 し
ています

年３月 日午後 時
▽申込方法 申込書に保険料を添

29

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

・国民健康保険または後期高齢者
医療制度に加入している世帯の方
平成 年８月１日～ 年７月

29

賠償等を補償する 「自転車賠償
ー ジ券・食 事 券の申 請 期
責任プラン」セットコースもあり
限・利 用 期 限 にご注 意 く
ます。
ださい
※自転車事故に備えた保険に加入
期限を過ぎると申請・利用でき
する努力義務等が定められた区
条例を 年 月に施行しました。 なくなりますので、ご注意くださ
自転車を利用する方は、自転車 い。
賠償責任プランセットコースへ ▽利用期限 ３月 日㈯
のご加入をおすすめします。
▽申請期限 ３月９日㈮
▽対象
年４月１日現在、区内 ▽対象 介護保険で要介護４ ５
の寝たきりの高齢者を、常時在
に住民登録のある方（年齢不問）
宅で介護している家族等（高齢
▽コース等
者・家族共に区内在住）
▽支給内容 マッサージ券・食事
券（いずれも３千円相当、どち
らかを選択）
▽申請方法 介護保険証を左記問
合せ先へ持参
※支給は年度に１度
▽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

(SJNK17-15584 平成29年12月12日）

日に健康保険の一部負担金と介護
保険の利用者負担額の合計が、高
額になったとき、高額介護合算療
養費・高額医療合算介護サービス
費等を支給します。該当する方に
１月末から申請書を送付していま
す。
なお、この期間内に社会保険へ
の加入や、健康保険・介護保険に
複数の加入歴がある方がいる世帯
には、原則として申請書を送付で
きません。支給対象になると思わ
れる方は左記へお問合せください。
・ 年７月 日時点で、会社など
の保険に加入していた方
加入していた健康保険にお問合
せください。
※詳しい内容については、平成
年７月 日時点で、加入してい
た健康保険または介護保険にお

3,300円

なる基本構想を策定しています。
傍聴希望の方は、事前に左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児
・５人）
▽日時 ２月 日㈬午後７時
▽場所 区役所 階会議室
▽申込締切日 ２月 日㈪（託児
は２月 日㈬）
▽申込み・問合せ 企画課
☎（５２４６）１０１２

民 生 委 員・児 童 委 員 が変
わりました
▽新任委員（担当区域）
・吉田裕子氏（上野３
～ ）
▽問合せ 福祉課
☎（５２４６）１１７２

子育て・教育
幼児食へのステップアッ
プ教室（予約制）
▽日時 ３月１日㈭
午前 時～正午
▽場所 台東保健所３階大会議室

350万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）
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●中学校の部

区議会は、区の政策や予算など、
▽抽選申込日 ４月３日㈫
区民生活に関わることを審議し決
※時間の変更はありません。
定しています。会議はどなたでも
▽問合せ 各区民館または区民課
傍聴することができます。多くの
☎（５２４６）１１２３
皆さんに傍聴してもらえるよう、
土曜日に本会議を開催します。ぜ
ひ、お越しください。
▽名称 平成 年第１回定例会本
会議（代表質問）
▽日時 ２月 日㈯午後２時
※当日、区役所７階区議会事務局
で傍聴券を配布します。
▽問合せ 区議会事務局
☎（５２４６）１４７２

2,100円

CJ

150万円（交通傷害）+
1億円（自転車賠償）

BJ

1,400円

23 30

月17日（月～土曜日）・午前9時～午後5時

【子ども家庭支援センター非常勤職員募集（地域支援相談員）】▷勤務形態
右記へ〈子ども家庭支援センター☎5824－2535〉

10

600万円（交通傷害）

AJ

350万円（交通傷害）

2,900円

31

30

27

30

1,700円

C

150万円（交通傷害）

B

1,000円

A

●小学校の部

コン ビニ交 付・自 動 交 付
機が停止します

31

えて左記申込場所へ
▽申込書配布・申込場所・申込締
切日
・区役所３階③番区民課、区民事
務所・同分室は３月 日㈮
・区内金融機関は３月 日㈮
※詳しくは、左記の引受保険会社
か問合せ先へ
▽引受保険会社 損害保険ジャパ
ン日本興亜㈱東京公務開発部営

29

問合せください。
※一定の期間を過ぎると、時効に
より、給付できなくなります。
早めの手続きをお願いします。
▽問合せ 国民健康保険課給付係
☎（５２４６）１２５３
後期高齢者医療係
☎（５２４６）１２５４
介護保険課給付担当
☎（５２４６）１２４９

21

31

28

26

30

最高保険金額

コース 年間保険料

31

31

・

50

29

20

28

▽対象 区内在住の平成 年９月
～ 年２月生まれの子供の保護
者（原則第１子、初めて参加す
る方優先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ

11

28

31

●入賞した18作品を展示します

21

10

2月19日㈪～23日㈮※最終日は午後4時まで
区役所1階ロビー
▷期間
▷場所

18

26

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 数井陸也（金曽木小6年）
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 菱山千夜里（金曽木小6年）
▷台東区入選 遠井瑠佳（大正小6年）、岡安香乙（台東育英小6年）、
飯塚仁香（谷中小6年）
▷台東区めいすい賞 若林はな（大正小6年）、福司陽日希（大正小6年）、
永山快（金曽木小6年）、梨本栞（金曽木小6年）、中野沙也花（大正小6年）

「台東区男女平等推進行動計画」
に関することや関連施策などにつ
いて審議します。
年４月１日現在満 歳
▽対象
以上で区内在住・在勤（学）の
方
▽募集人数 ４人程度
▽任期 ３年 （４月１日〜２０２
１年３月 日）
▽謝礼 当区報酬基準により支給

28

30

−
10

明るい選挙をテーマにしたポスターコンクールを区内在学の小・中学生を対象に行いまし
た。小学生169作品、中学生127作品の応募があり、審査の結果、次の18人の作品が入賞
しました（敬称略）
。また、東京都のポスターコンクール
選挙管理委員会事務
問合せ
審査会で、菱山千夜里さんの作品が入選しました。
局☎（5246）1461

17

21

25

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品発表
点検のため、証明書交付サービ

30

31

11

29

▷台東区選挙管理委員会委員長賞 髙尾咲椰（御徒町台東中3年）
▷台東区明るい選挙推進協議会会長賞 平賀史真（御徒町台東中1年）
▷台東区入選 金怜奈（御徒町台東中2年）、江縁駿吾（御徒町台東中3年）
▷台東区めいすい賞 増川ゆうき（御徒町台東中2年）、
大日方優斗（御徒町台東中3年）、新山かれん（御徒町台東中2年）、
渡邉里奈（御徒町台東中2年）

21
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大人のための音楽療法教
室

歌ったり、特殊な笛を吹いたり
して楽しみながら、腹式呼吸を学

耳・鼻・のどの健康相談
▽定員
人（先着順）
▽出演 けいいちけいじ、もりあ

10

30

上の方

▽日時 ３月 日㈯午後３時～５

☎（５６０３）００８５

暮らしとこころの総合相
談会（申込不要）

さまざまな生活面の問題やここ
ろの健康について、専門家（弁護

30

士・ハローワーク職員・生活保護
相談員・保健師）が相談に応じま
す。

月 日

▽日時 ３月８日㈭・９日㈮午後
１時～５時（受付は４時 分ま
で）
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４０５

日

歯科基本健康診査はお済
みですか

月

受診期限は３月 日㈯です。期
限間際は、医療機関が大変混み合
う場合があります。まだ健診を受
けていない方は、早めに受診して
ください。

日

31

きのり
▽場所・申込み・問合せ 千束健
康増進センター

30

30

第 1198 号

時（受付は４時 分まで）
▽場所 台東保健所４階

月

▽対象 区内在住の方
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課

12

☎（３８４７）９４８１

日

び、呼吸器機能を高めます。
▽日時 ３月１日㈭
午後２時～３時 分
▽場所 台東保健所６階中会議室

30

区民のための健康教室
講演会「長引く咳のお話」

月

▽日時 ３月 日㈪

日

30

▽対象 区内在住か在勤で、気管
支ぜん息の方、呼吸器系に不安
のある方
人（先着順）
▽定員
▽講師 福田義子氏（全日本音楽

23

療法連盟認定音楽療法士）

月

笑って元気教室
「漫才と体操」

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
蔵前3－13－13
内科 菊嶋クリニック
（3851）3281
NRビル3階
2
内科 同善会クリニック
三ノ輪2－12－12 （3801）6180
4
千束1－8－1
歯科 山口よしのぶ歯科医院
（5808）9418
コーポ山口1階
薬局 薬局ユアーズ
蔵前3－13－13
（3851）4193
14
内科
山田英明下町クリニック
西浅草3－16－6
（5806）3077
2
内科 上野くろもんクリニック 上野1－9－2 1階 （6803）0115
30
11 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
（3841）5816
（5824）9090
内科 加藤メディカルクリニック 浅草7－3－8
40
上野2－11－10
2 内科 上野医院
（3832）0076
小島ビル4階
12 歯科 戸沢歯科医院
浅草3－24－9
（3876）2460
浅草7－6－4
薬局 アトム調剤薬局
（6802）3673
矢澤ビル1階
柳橋1－20－4
（3862）4188
2 内科 江戸通り おだ内科・皮フ科 深代ビル3階
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5－1－3 2階（5830）3112
18
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店 浅草橋1－30－9
（5829）8611
内科 大塚医院
浅草4－28－13
（3873）2853
2
上野桜木1－10－11
内科 桜木内科クリニック
（3827）8401
地下1階
25
歯科 久木留歯科
浅草3－22－1
（3874）4698
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 （5842）1454
浅草橋1－25－5
（3861）2429
3 内科 小川こどもクリニック 小川ハイム201
内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44
（3821）3915
4
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5
（5809）3698
雷門2－11－8
（5827）2700
内科 あさくさ雷門前クリニック
冨山ビル1階
3
内科 かとう医院
根岸3－12－14
（5603）7161
11 歯科 ヒグチデンタルクリニック 雷門1－8－1 1階 （5827）0118
薬局 朝日調剤薬局
雷門2－3－3
（5806）4707
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
（3872）5349

月日

23

▽申込締切日 ２月 日㈮
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課予防担当
☎（３８４７）９４９２

30

耳 の 講 演 会「 難 聴 に 対 す
る治療と認知症予 防 」

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
あたって 分の処方です。翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

午後１時 分～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の方
▽講師 中山智子氏（ 浅草寺病
院）
※講演後、専門医による「医療な
んでも相談」を行います。
▽場所・問合せ 浅草保健相談セ
ンター
☎（３８４４）８１７１

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

▽日時 ３月 日㈮

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

▽日時 ３月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以

2・3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/

午後１時 分～３時
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽講師 神﨑晶氏（慶應義塾大学
医学部耳鼻咽喉科）
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４８１
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28

月

31

▽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
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。
▽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

30 30

▽受診期限 ３月 日㈯
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４８１

11

あなたの体の健康度、チェ
ックしてみませんか（予
約制）

▽日時 ３月 日㈫午前９時 分、

時、 時 分、 時（各 分
程度）

▽場所 台東保健所６階中会議室
▽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
▽申込開始日時 ２月 日㈮
午前 時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課

☎（５２４６）１２５１

30 13

20

※受診票を紛失した場合は、左記
へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課母子成人保健担当
☎（３８４７）９４４９

日

23

10

子宮頸がん検診

月

10

10

今年度、偶数年齢になる 歳以
上の方に、受診チケットを送付し
ました。ぜひ受診してください。

日

医療
情報

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

事業名
3・4か月児健康診査
（平成29年11月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年8月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成27年2月生）

台東保健所
13･22日午後１時15分～１時
45分☎（3847) 9447
8日午後1時15分～2時
☎ (3847) 9447
28日午前9時～10時
☎ (3847) 9449
20日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
27日（個別）
午前9時30分～10時30分
☎ (3847) 9497

浅草保健相談センター☎（3844）8171
16 ･ 28日
午後1時15分～2時
14日
午後1時～2時15分

7日
午後1時～1時45分
13日（個別）午前9時～10時30分
14日（個別）午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制）
22日 (集団）午前9時30分～11時
産婦歯科健康診査
9日午後1時～2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
歯科衛生相談
6･ 28日午後1時30分～2時 1･ 15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
7日午前10時～11時30分
こころの健康相談
5 ･ 19日午後1時15分～2時45分
14日午後1時30分～3時
区内在住・在勤の方
28日午前10時30分～正午
29日午前9時45～正午
(予約制・前日までに)
☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
26日午前9時30分～11時30 12日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） 分☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
14 ･ 28日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
2 ･ 19日午前10時～午後3
栄養相談（予約制） 時30分、13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

ペットコミュニティエリアを利用するには事前に講習会の
受講が必要です。 日時 3月4日㈰午後1時30分～4時
場所 DOGLY愛犬E－SCHOOL（根岸3－1－10） 対象 次の
全てを満たすこと①飼い主が区内在住で、台東区で登録を
している小・中型犬（背中～地面まで約40センチメートル
以内） ②今年度の狂犬病予防注射および1年以内に混合
ワクチンを接種している ③犬の健康状態に問題がなく
（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっていない）
、他の
人や犬に対して過剰に吠えたり、威嚇したり、咬傷事故を
起こしたことがない ④エリアを利用する家族全員で参加
できる 定員 15頭分（先着順） 内容 エリア内でのマナー
や知識の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は
施設内で愛犬をお預かりします） 受講中の注意 ①中学生以
下は保護者同伴 ②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可
③犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼い主が参加（1
人で複数頭連れてくることはできません） 申込方法 区ホー
ムページから申込むか、電話で下記問合せ先へ
申込期間 2月5日㈪～21日㈬ 問合せ 台東保健所生活衛生課
愛護動物管理担当☎（3847）
9437

3月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

3月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

第6回ペットコミュニティ
エリア適正利用講習会

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

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

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

毎週火曜日（全4回）
20人
午後3時～4時
毎週火曜日（全4回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
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 20人
水曜アクアビクス
水曜日
（21日を除く全3回）
15人
[水中運動]
午後7時～8時
水曜日
（21日を除く全3回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全5回）
20人
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5回）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全5回）
20人
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全5回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 35人
毎週金曜日（全5回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全5回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（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
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分 15人

火曜リズム体操

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

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
水曜日
（21日を除く全3回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全5回）
15人
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分 15人
毎週金曜日（全5回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分 15人
毎週土曜日（全5回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（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①3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、2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

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

広報

（7） 平成30（2018）年 2月5日

催 し も の など
台東区で生活している外国人と
交流してみませんか

第 1198 号
2時（各2時間） 場所 江戸下町伝統工芸館

日程 ①3月4日㈰

定員 各10人（抽選） 講師 菊地之夫氏（人

10時～午後3時

形職人） 費用 2,000円（材料費）

の来場不可、天候により中止の場合あり

申込締切日 3月5日㈪

申込み・問合せ 産

業振興課☎（5246）1131

②10日㈯

時間 午前

年2月頃

場所 花川戸公園※車で

4,000円

出店数（予定）①30店

②20店

費用（1チーム）①8,000円

②

③陸上競技 日程 3月25日㈰
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

出店料 各2,000円

場所 ①荒川河川敷運動公園運動場 ②③台

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

東リバーサイドスポーツセンター陸上競技

一葉記念館 春のコーナー展示
「樋口一葉の妹くに」展

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

場 対象 区内在住か在勤・在学の方※詳し

前9時～午後6時） ☎048（268）8711

くは、大会要項（下記問合せ先で配布、区

流します。 日時 3月3日㈯午後2時～4時

期間 2月27日㈫～4月8日㈰

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

ホームページからダウンロード可）をご覧

場所 区役所6階601会議室

前9時～午後4時30分（入館は4時まで）

～午後６時）☎050（3616）3300

になるか下記へ 申込締切日時（必着）①②

区内の外国人の方と、ひなまつりをテーマ
に交流を深めてみませんか。※日本語で交

か在勤・在学の方

対象 区内在住

開館時間 午

定員 日本人、外国人

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

問合せ 台東区清掃リサイクル課

2月28日㈬午後5時 ③3月2日㈮午後5時

各15人（先着順） 申込方法 電話で下記問

入館料 一般300円、小中高生100円

☎（5246）1291

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

合せ先へ（区ホームページから申込可）

場所・問合せ 一葉記念館

申込締切日 2月23日㈮

問合せ 区民課

☎（5246）1126

ごしょうせき

●特集展示「呉昌碩と朝倉文夫」
場所 隅田公園

（台東リバーサイドスポーツセンター横）
※詳しくは、広報「たいとう」3月20日号に
掲載

ア ジ ア の 伝 統・ア ジ ア の 現 代
2018「第38回奏楽堂トーク＆
コンサートシリーズ」
ようきん

笛子、揚琴の名手を迎える、香港と日本の
作曲家による室内楽作品演奏会です。
日時 3月9日㈮午後6時30分会場、7時開演
場所 生涯学習センターミレニアムホール
入場券 3,000円（全席自由）

区内在住か在勤の方を抽選で25組50人ご招待

期間 3月7日㈬まで

場所 生涯学習センターミレニアムホール

14日㈬・21日㈷（全3回）午前10時30

※入場整理券を2月6日㈫から生涯学習セ

分～正午 定員 15人（抽選） 講師 市村の

日時 2月12日㈷、3月3日㈯午後2時

ンター1階受付（第1・3・5月曜日休館）で

ぼる氏（学習支援ボランティア）

配布 曲目 サウンドオブミュージックメド

申込締切日 2月17日㈯（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

レー ほか

②華道「春を活ける」 日時 3月12日㈪・

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

26日㈪（全2回）午後2時～4時 定員 10

高生250円※障害者手帳・特定疾患医療
受給者証をお持ちの方とその介護者は無料

少年リーダー研修会研修生募集

※入館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・

グループゲームや野外活動を通じて、社会

木曜日（祝日の場合は翌日）

性や自主性、協調性を養います。

場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「室内楽」

※②は全日程参加できる方

はがきに催し名（①か②）
・住所・氏名・

は要問合せ） 費用 小中学生2,600円、高

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

演

学校、生涯学習センター5階生涯学習課で

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

配布する募集案内をご覧ください（区ホー
ムページからダウンロード可）
。

㈫（消印有効） 問合せ 〒151－0061 渋

生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

谷区初台1－19－4 三森ビル101 （一

時30分から販売、未就学児の入場不可

申込締切日 3月26日㈪

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

コンサート・シンポジウム「おも
てなしの美」～2020に向け～
（東京2020公認プログラム）
日時 3月20日㈫午後6時15分開場、7時開演
場所 東京藝術大学奏楽堂
（上野公園12−8）
出演 桂文枝氏（落語家）
、コシノジュンコ

氏（デザイナー）
、池坊専好氏（華道家）
、

勤務先名を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月19日㈪（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

月時点で小学4年生以上の方（6年生以上

ル

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

分） 申込締切日 2月28日㈬（必着）

月を除く）ほか 対象 区内在住か在学の4

電話番号、
在勤の方は勤務先をはがきかメー

台東区文化振興課☎（5246）1146

習支援ボランティア） 費用 2,000円（2回

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の方

校生年代3,650円（キャンプやハイキング

往復はがきに「室内楽」
・希望人数（2人ま

人（抽選） 講師 秋山啓子氏（安達流・学

研修期間 4月～31年3月の第2土曜日（8

ルで下記問合せ先へ

Eメール info@jfc.gr.jp

い

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

等は別途）※申込方法等、詳しくは区立小

社）日本作曲家協議会☎（6276）1177

たいとうやまびこ塾
①「医療費の減らし方」 日時 3月7日㈬・

場所 生涯学習センターミレニアムホー

申込締切日 2月20日

午後5時）☎（5246）5853

日時 3月11日㈰午後1時30分開場、2時開演

日時 3月29日㈭午後1時30分開場、2時開

「奏楽堂トーク＆コンサート」
・住所・氏名・

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～

●ギャラリートーク

問合せ 桜橋花まつり実行委員会（北

部区民事務所清川分室）☎（3876）3566

てき し

☎（3873）0004

朝倉彫塑館から

第30回桜橋花まつり
日程 3月31日㈯・4月1日㈰

台東区ジュニアオーケストラ
アンサンブル部スプリングコン
サート

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第1期」

申込方法 往復
ふりがな

場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課学習館☎（5246）5812

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 2月20

日㈫午前10時15分、11時

場所 生涯学

習センター4階和室さくら 対象 区内在住
の平成28年8月20日～29年8月19日生ま
れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）
※子供1人につき1回まで、いずれの回・
会場とも同内容

日程 4月6日～5月26日の金・土曜日（5月
4日・5月5日を除く各全7回） 時間 （金曜

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

日クラス）①3歳児コースは午後2時30分

みは保護者に限る

☎（5826）7125

～3時30分 ②4歳児コースは午後4時～

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

5時、
（土曜日クラス） ③3歳児コースは

●あかちゃんえほんタイム 日時 3月5日

午前9時30分～10時30分 ④5歳児コー

㈪午前10時15分、11時

スは午前11時～正午

の平成28年9月5日～29年9月4日生まれ

問合せ 〒110－0004

台東区下谷1－2

下町風俗資料館が展示替えのた
め休館します

対象 区内在住で3

申込方法 電話か直接中
申込開始日 2月6日㈫

対象 区内在住

松下功氏（東京藝術大学副学長）
、夏野剛

期間 2月26日㈪～3月2日㈮

～5歳の子供 定員 各10人（抽選）

の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

氏（司会） 申込方法 アーツ・イノヴェー

問合せ 下町風俗資料館☎（3823）7451

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

ション・プロジェクトホームページから申
込む（先着順・400人）か、はがき（1人
1枚）に催し名・希望人数（2人まで）
・代
ふりがな

環境ふれあい館ひまわり
環境学習室登録制プログラム

④）
・住所・氏名・生年月日・性別・保護

会場とも同内容

者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ

※申込みは保護者に限る、中央図書館では

申込締切日 3月15日㈭（必着）

表者の住所・参加者全員の氏名・電話番号

①ビオトープ調査隊 精華公園ビオトープ

を書いて下記問合せ先へ（抽選・400人）

場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸

申込開始日 2月20日㈫

受付しません。
場所・申込み・問合せ 台東子ども家庭支援

での生き物観察・管理体験を行います。

1－1－10 台東リバーサイドスポーツセ

センター☎（3834）4577

申込締切日 3月9日㈮（必着）

活動日時 第1日曜日・小学1・2年生は午前

ンター☎（3872）3181

●石浜図書館おはなしこうさく会 日時 2

問合せ 〒151－0061

10時30分～正午、小学3～6年生は午後2

渋谷区初台1－19

－4 アーツ・イノヴェーション・プロジェ

時～4時

クト☎（6276）1177（土・日曜日・祝

②きっずインタープリター 自ら考えるこ

日を除く午前10時30分～午後5時）

とを大切にしたさまざまなプログラムを行

台東区文化振興課☎（5246）1153

います。 活動日 開館日

台東アートギャラリーの展示作
品が替わります
期間 2月11日㈷～3月9日㈮

1階台東アートギャラリー

場所 区役所
展示作品 「敦

煌莫高窟壁画第254窟 南壁 降魔図（左）
」
上野瑞香氏、
「敦煌莫高窟壁画第254窟 南
壁 降魔図（中）
」川瀬伊人氏、
「敦煌莫高窟

定員 各15人（先着順）

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室①かんたんアクアビク
ス ②ゆったりクロール＆平泳ぎ
日時 ①2月17日㈯

②18日㈰午前11時

☎（3876）0854
んこ！ねこざかな」 日時 2月28日㈬午前

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

泳げる方 定員 各30人（先着順）

10時45分～11時30分、午後3時30分～

紙を提出

費用 250円

4時15分

随時

申込締切日 ①3月31日㈯

②

場所・問合せ 環境ふれあい館ひま

わり環境学習室☎（3866）2011

リサイクル

申込方法 催し名（①か②）
・

対象 幼児～小学生

かファックスで下記申込先へ

問合せ 根岸図書館児童担当

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

プール（今戸1－8－13）

日時 ３月４日㈰午前10時～午後2時

スポーツ振興課☎（5246）5853

場所 環境ふれあい館ひまわり7階
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

場所 根岸社会教育館ホール

住所・氏名・年齢・性別・電話番号を電話

氏 問合せ 文化振興課☎（5246）1153

日時 3月17日㈯・18日㈰午前10時、午後

着順） 場所・問合せ 石浜図書館
●根岸図書館えいがとおはなし会「ぴった

☎・ FAX （3874）3019

室「戌の木目込人形を作ろう！」

（未就学児は保護者同伴） 定員 各15組（先

勤・在学の高校生以上で25メートル以上

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

いぬ

（各30分程度） 対象 幼児～小学校低学年

40分～午後0時30分 対象 区内在住か在

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在学の小学生

壁画第254窟 南壁 降魔図（右）
」廣瀬貴洋

江戸下町伝統工芸館手づくり教

月21日㈬午前10時30分、午後3時30分

問合せ 台東区

定員 各60人（先着順）

☎（3876）2101

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します
日時 3月3日㈯午前9時45分～11時30分

区民体育祭

※本が無くなり次第終了 場所 根岸社会教

ル活動室☎（3866）8094

サッカー（①一般の部 ②ジュニアの部）

育館ホール 問合せ 根岸図書館

●フリーマーケット出店者募集

期間 ①4月頃～31年1月頃

☎（3876）2101

②4月頃～31

【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
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第 1198 号 （6）
アや介護の仕事に関心のある方 定員 10

3日㈯午後1時30分～4時 場所 台東保健

人（先着順）※演習・体験・試食あり、動

所3階大会議室 定員 80人（先着順）

日時 3月16日㈮午後6時30分～8時

きやすい服装で参加 申込締切日 3月15
日㈭ 問合せ 台東区社会福祉事業団

協会常務理事）
、田矢麻弓氏（チームSLP

展示内容について見どころを解説します。

場所 区役所10階会議室

☎（5603）2228

代表）
、後藤由美子氏（国立地域猫の会代

日時 3月8日㈭午後1時30分～2時

氏（㈱第一生命経済研究所）

場所 生涯学習センター 定員 40人（先着
順） 講師 平野恵（中央図書館専門員）

対象 区内在住か在勤（学）の方

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

50人（先着順） 申込方法 講座名（①か②）

場所 台東一丁目区民館2階第1集会室

・住所・氏名・電話番号・ファックス番号、

対象 区内在住か在勤・在学の方

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地、

人（先着順）※受講者には、認知症サポー

日時 ①2月20日㈫

①のみ託児希望の方は子供の氏名・年齢・

ターの証のオレンジリングを差し上げま

～4時（受付は3時まで） 場所 ①区役所5

性別を電話かファックスで下記問合せ先へ

す。 講師 地域包括支援センター職員

階501会議室 ②区役所10階研修室

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』」専門員によるス
ライド・トーク

げ た

文化の香りを下駄履きで
内容
日程
シャンソンコ 3月3日㈯
ンサート
小夢ショー

場所・問合せ
三筋老人福祉館
☎（3866）2417

3月10日㈯ 橋場老人福祉館
☎︎（3876）2365

老人福祉センタ
腹話術と紙切 3月20日㈫ ー
りの共演
☎︎（3833）6541
ジャズ歌謡コ 3月24日㈯ 入谷老人福祉館
ンサート
☎︎（3873）9036
時間 午後1時30分

ネットワーク）
託児の申込締切日 2月22日㈭

②知っておきたいお葬式とお墓のこと
講師 小谷みどり

表） 問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動

認知症サポーター養成講座

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
定員 各

物管理担当☎（3847）9437

日時 3月2日㈮午後2時～3時30分

（電子申請可） 問合せ くらしの相談課
☎（5246）1144

講師 黒澤泰氏（
（公財）神奈川県動物愛護

FAX （5246）1139

シルバー人材センターの催し

定員 30

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

対象 区内に空き家等を所有している方
定員 各3組（1組60分程度・先着順・予約

問合せ 介護予防・地域支援課

優先）※予約に空きがあれば当日受付可

☎（5246）1225

相談員 宅地建物取引士・建築士ほか

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.to

申込み・問合せ 住宅課☎（5246）1468

kyo.jp

学校保健研究発表会特別講演
「思春期やせ症相談室」におけ
る栄養相談

日程（全3回）①3月6日㈫・9日㈮・13日㈫

②3月8日㈭・12日㈪・19日㈪

対象 区内在住の60歳以上の方

ゆとり教養講座「スポーツボー
カルトレーニング」

②3月20日㈫午後1時

ファックスまたはメールで下記問合せ先へ

●パソコン講座①
「パソコンでできること」
②「ワードでポスターやチラシを作成」

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

NPOのための個別相談

時間 午前

10時～正午 定員 各9人（抽選） 費用 各
3,000円
（3回分） 申込方法 往復はがき
（1

日程（内容）3月12日㈪（法律）
、20日㈫

人1枚）に講座名（①か②）
・住所・氏名・

（労務）
、22日㈭（会計・税務） 時間 午後

日時 2月22日㈭午後2時40分～3時50分
場所 生涯学習センターミレニアムホール

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

2時～4時

住の60歳以上の方 定員 40人（先着順）

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 3

体

テーマ 歌うための身体づくり～歌って！
笑って！健康に！～ 講師 南瞳氏、小子内智

月5日㈪・15日㈭午前10時～11時、午前

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号

申込方法 氏名・電話番号、託児（2歳～小

11時～正午 定員 各5人（抽選）

を電話かファックスまたはメールで下記問

学3年生）希望の方は子供の氏名・年齢を

佳子氏（㈱台東第一興商） 申込開始日時 2

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

合せ先へ

電話で下記問合せ先へ

月20日㈫午前9時

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

日時 3月16日㈮午後1時30分

対象 区内在

場所・問合せ 老人福祉

講 座・相 談 会 など
明るい選挙推進協議会講演会
「これからの政治と選挙」
政治学の専門家が、選挙の抱える課題やこ
れからの政治の展望についてお話ししま
す。 日時 3月22日㈭午前10時30分～正午
場所 区役所10階1003会議室

定員 80人

（先着順） 講師 川上和久氏（国際医療福祉
大学教授） 申込み・問合せ 選挙管理委員

達しない場合、2月21日㈬以降に電話で受
台東区

①子供のスマホを考える～子供をネットト
ラブルから守るため～ 日時 3月3日㈯午
後2時～3時30分※託児あり（1歳以上の
未就学児・6人） 場所 生涯学習センター
301研修室 講師 原田由里氏（
（一社）EC

第5回知財セミナー
知的財産の活用とリスクを学ぶセミナーで
す。今回は経営者の体験談を交えた講座を
予定しています。 日時 2月16日㈮午後3

区では、平成17年度から

時～5時 場所 生涯学習センター301研修

ター☎（3864）3338

地域猫の取り組みを開始

室 対象 区内在住か在勤・在学の方

し、27年度には子猫の殺

定員 60人（先着順） 講師 木戸基文氏（木

処分数0を達成しました。

戸弁理士事務所所長・弁理士）

高齢者施設ボランティア育成講
座

これまでの成果と現状の課

申込締切日 2月15日㈭

日時 3月16日㈮午前10時～午後3時45分

題、今後の方向性などを「地域猫」のスペ

場所 三ノ輪福祉センター

シャリストと考えていきます。 日時 3月

対象 ボランティ

申込み・問合せ 生涯学習課

☎（5246）5815

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

ドリームコンサート

3月1日㈭
区 内 在 住 の0～3歳 60組
日本堤子ども家庭支援センター「に
2月20日㈫
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535

スマイル・リトミック

3月9日㈮
区内在住の9か月～ 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
2月20日㈫
午前10時45分～11時30分 3歳の子供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577

パ パ に よ る ベ ビ ー 3月3日㈯
マッサージ
午前11時～11時40分

東京マラソン2018
●コース沿道での応援イベント 台東区で

FAX （3847）0190

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

会事務局☎（5246）1461

くらしに役立つ講座

申込締切日 2月
15日㈭ 問合せ 学務課☎（5246）1413

台東区命のバトンプロジェクト
「地域で見守る命～これからの
地域猫を考えるシンポジウム」

申込締切日 2月20日㈫（必着）※募集数に

付

申込締切日 各開催日の1週間前

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

講師 鶴田浩子氏（
（公財）東

京都予防医学協会管理栄養士）

定員 各2組（先着順） 申込方法 希望

☎（3847）7065

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所・問合せ 〒111－0056

定員 150人

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

相談内容を書いて下記問合せ先へ

センター☎（3833）6541

対象 地域で活動する非営利団

（

区内在住の3～6か 10組
寿子ども家庭支援センター「のび
2月20日㈫
月の子供と父親
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631
）
、主な通行可能ルート（

をご利用ください。

●交通規制にご協力を

は、浅草橋から雷門にかけてコースが設定

）等

自転車・歩行者 コー

りめぐりんは京成バス㈱奥戸営業所
☎（3691）0935

ス横断が規制されます。歩行者は、歩道橋、

●雷門地下駐車場への入出庫ができなくな

地下鉄出入口等をご利用ください。

ります 雷門地下駐車場の周辺道路が交通

されています。雷門前では、伝統的で国際

問合せ （一財）東京マラソン財団

規制区域になるため、下記の間、入出庫が

観光都市らしいイベントを行い、大会を盛

☎（6380）7348

できなくなります。ご注意ください。

り上げます（荒天中止）
。 日時 2月25日㈰

台東区スポーツ振興課☎（5246）5853

日時 2月25日㈰午前7時～午後0時30分頃

午前9時30分～11時40分（予定） 内容 金

●違反屋外広告物を除去します 開催日前 （出庫は午前7時～8時までの1時間のみ可）

龍の舞、浅草太鼓、区内小学生による応援

に、コース沿道での違反屋外広告物（貼り

演奏、江戸芸かっぽれ、たいとう音頭 ほか

紙・貼り札、立看板等）の除去作業を予定

台東区交通対策課公共交通・駐車場担当

●「東京マラソンEXPO2018」に台東区

しています。 問合せ 道路管理課監察担

☎（5246）1361

が出展 「東京マラソン2018」に先立ち、

問合せ 雷門地下駐車場☎（5827）5660

当☎（5246）1304

●自転車を放置しないでください コース

ランナーの参加受付やマラソン関連商品等

当日、コースとコース周辺道路は、交通規

●「めぐりん」が迂回します 「東西めぐ

周辺地域に放置された自転車は、保管所に
移送・撤去します。

うかい

の展示・販売、各種アトラクションを行う

制が行われます。交通規制や迂回について

りん」はバス停29～33（雷門通り～浅草

「東京マラソンEXPO2018」が開催され

は、現場の警察官等の指示に従ってくださ

消防署）
、
「ぐるーりめぐりん」はバス停

ます。台東区では、あめ細工の実演や、区

い。競技状況等で規制時間を変更すること

16-2・17・18（花川戸～雷門通り）に

内の老舗店舗によるおみやげ品の販売を行

があります。

は停車しません。また、交通規制による遅

います。 日時 2月22日㈭～24日㈯午前

台東区内の交通規制日時 2月25日㈰午前9

れが見込まれますので、ご理解をお願いし
ます。

11時～午後9時（最終日は8時まで）

時～午後2時

場所 東京ビッグサイト西展示棟（江東区有

車両利用 コースおよびコース直近の道路

分～午後0時30分頃

明3−11−1）
◆ 以降、
上記記事の共通項目 ◆
問合せ 観光課☎（5246）1447

場所 上図のとおり

迂回日時 2月25日㈰午前8時30
問合せ 台東区交通

放置場所
浅草駅周辺

保管場所
千束保管所
（千束3−28−13）

蔵前駅周辺
今戸保管所
浅草橋駅周辺 (今戸2−26−11）

※保管期間は1か月、移送料は5,000円で

は、5時間程度車両の通行が禁止されます。

対策課公共交通・駐車場担当

コース方向への車両の利用はご遠慮くださ

☎（5246）1361 東西めぐりんは日立

す。 返還の受付日時 月曜日を除く午後2
時30分～6時30分 問合せ 交通対策課・自

い。車両を利用する場合は、通行推奨ルート

自動車交通㈱☎（5682）1122 ぐるー

転車対策担当☎（5246）1305

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。

30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

30

※上級クラスを初めて受講する方は、3月28日㈬午後7時の
レベルチェックが必要

▽場所 台東区民会館
▽対象
歳以上で初めての方

▽対象
歳以上の方
人︵先着順︶
▽定員
▽講師 台東区観光ボランティア
ガイド
▽費用
円
▽場所・申込み・問合せ 根岸社会

ント︶

会 員 募 集

俳句

石川明
岩浪志津子
観音堂松雄
北島宏吉
熊切房子
佐藤初江
齋藤初江
諏訪員巨
田口恭子

台東区俳句人連盟

ひたむきに栗剥く口や一文字
夕時雨旧吉田屋の箔の紋
のれん仕舞ふいっとき月を見る女将
向き合って男同志の股火鉢
短日やペンの先より暗くなる
菊坂で手漕ぎ井戸汲む一葉忌
枯葉散る肩にひとひら紅の色
一人居の叱る人なし湯冷めかな
出雲まで神追ひ駆ける神無月

▽場所・申込み・問合せ 社会教育 ●国民年金保険料の﹁前納﹂は割
センター☎︵３８４２︶５３５２ 引がありお得です
国民年金では︑口座振替︑現金
やクレジットカード納付により保
険料を前払いすると割引がある
すい
●女声合唱団﹁粋﹂
﹁前納﹂という制度があります︒
▽日時 第２ ４火曜日
口座振替で前納すると︑現金や
午後２時〜４時
クレジットカード納付による前納
▽場所 千束社会教育館ほか
よりも割引額が大きく︑お得です︒
▽会費 月額４千円︑
入会金２千円 口座振替による６か月︵４〜９月
▽問合せ 黒田
分︶
︑１年および２年前納の申込
期限は２月 日㈬です︵５月１日
☎︵３８７２︶７８９０
㈫に口座から引き落とし︶
︒
●落語サークル﹁落語寺子屋﹂
﹁前納﹂についてのご相談は︑
▽日時 第１ ３土曜日
お近くの年金事務所へお尋ねくだ
午後１時 分〜４時
▽場所 小島社会教育館ほか
さい︒
▽会費 月額２千円︑入会金 円
▽問合せ 萩原
☎︵３９１５︶７４２９

冬紅葉映ゆる五重の東寺かな
深更の路地転げ舞ふ枯葉かな
脳トレの碁盤を囲む冬日和
花八つ手巫子の舞ひたる鈴の音
一葉で憂き世を漕ぐや笹の舟
絵手紙やひと葉ひと筆冬もみじ
夫は亡く霜降る夜やこけし鳴く
桃水へ届かぬ恋慕一葉忌
ひとひらのさくら落葉にある愁ひ
▽問合せ 台東区俳句人連盟
北島宏吉☎︵３８７２︶４６１４

手塚たか
内藤潮南
袴田恒子
永井さかえ
仲佐恵市
横堀やす江
山崎芳子
山本玲子
渡辺繁義

【は〜い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

▽定員
人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 阿部

−

教育館☎︵３８７６︶２１０３
●社会教育センター指定管理者主
催﹁ワークライフバランスを実現
するための︑あなたとわたしの信
頼関係の深め方﹂
▽日時 ３月 日㈬
午後２時〜３時 分
30

☎０７０︵４５１６︶７３８２
●親子で参加できる公開講座﹁多
言語で子育て！自分育て！﹂

30

20 16

▽定員
人︵先着順︶
▽講師 夏苅正史氏︵コンサルタ

28

・

▽日時 ２月 日㈫
午前 時 分〜午後０時 分
30

20

30

▽定員
人
▽内容 臨床心理士の話
▽講師 小澤知子︵永寿総合病院
臨床心理士︶
▽申込み・問合せ 永寿総合病院
☎︵３８３３︶８３８１㈹
●根岸社会教育館指定管理者主催
﹁台東〝まるごと体験〟ウオーク
ラリー〜下谷七福神めぐり〜﹂
▽日時 ３月 日㈰
午後１時〜３時 分

13

30

15人 17,000円
上級 午後7時30分〜9時

▽問合せ 上野年金事務所
☎︵３８２４︶２５１１
●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
・書類作成セミナー ３月７日
㈬・ 日㈪午前 時
・面接対策セミナー ３月 日
10

10

・ヤング集中支援セミナー︵ 歳
以下で全日程参加できる方・全３
回︶ ３月 日㈪・ 日㈫・ 日㈬
午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎︵３８４７︶８６０９
12

FAX

15人

・

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

中級A 午前9時30分〜11時

−
23
−
16

催しものなど

15人 15,000円

28

㈬・ 日㈬午前 時

19

28

14

34

14

41

初級④ 午後5時55分〜7時25分

50

想定外のごみが搬入されると、焼却炉を
傷めたり、機器の動作不良を引き起こし、
11
焼却炉の停止を招きます。焼却炉が予
定外の停止をすると、ごみの収集が遅れ 30
るなど、23区のごみ処理に大きな影響
を与え、再稼働にも多くの時間と費用が
かかります。ごみ出しのルールを守り、
清掃工場の安全で安定した運営にご協
力をお願いします。※金属製品やガラス
製品・水銀を使用している血圧計や体温
計は燃やさないごみです。※30センチ
メートルを超えるごみは、品目によって
排出方法が異なります。詳しくは、下記
問合せ先へ 問合せ 清掃工場のごみの受
入基準については東京二十三区清掃一部
事務組合☎（6238）0732
ごみの分け方、出し方については台東清
掃事務所☎（3876）5771
台東区清掃リサイクル課
☎（5246）1018

17

中級B 午前11時15分〜午後0時45分 30人

12,000円
中級C 午後1時30分〜3時

水曜

15人

木曜

初級③ 午後1時30分〜3時

30

10 60

10

︵５２４６︶１０２９
☎︵５２４６︶１０２１
▽場所 東京国際フォーラム ホ
回インドアペタンク﹂︵申込不要︶
ールＤ５︵千代田区丸の内３
ボーリングとカーリングを一緒
５ １︶
にしたようなゲームです︒
▽定員
人︵先着順︶
簡単なルールで︑すぐにゲーム ※託児あり︵要予約︶
●上野学園大学音楽学部音楽学科
に参加できます︒
▽費用 １席 円
演奏家コース協奏曲演奏会
▽日時 ２月 日㈯午後１時 分
▽問合せ ︵一財︶言語交流研究
▽日時 ２月 日㈮午後７時
所・ヒッポファミリークラブ
▽場所 上野学園 石橋メモリア
▽場所 台東一丁目区民館
☎０１２０ ５
▽問合せ 竹町地区健康推進委員
- ５７７６１
●永寿総合病院﹁オレンジカフェ
リーダー 長谷川丈夫
☎︵３８３３︶５９５７
︵認知症カフェ︶
﹂
●初心者のための英会話体験会
▽日時 ３月６日㈫
▽日程 ２月 日㈪︑３月５日㈪
午後３時〜４時 分
▽場所 永寿総合病院３階多目的
※希望するいずれか１日
▽時間 午後１時〜２時 分
ホール︵東上野２
︶

初級② 午前10時45分〜午後0時15分 15人 12,000円

期間 4月4日㈬〜6月14日㈭

−

2月は不適正搬入防止強化月間です
〜正しいごみの排出にご協力を〜

−
24
−
12

ルホール︵東上野４
︶
▽定員
人︵先着順︶
▽費用 １千 円︵全席自由︶
▽問合せ 上野学園大学事務部演
奏課
☎︵３８４２︶１０２０
●竹町地区健康推進委員主催﹁第

平成30（2018）年 2月5日

17

19

16

で高校生以上の方（未経
験者不可） 持ち物 運動着、
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）に教室名・
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・電話
番号を書いて下記問合せ先
へ（抽選）※重複申込・記
入漏れ無効 申込締切日 2
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

初級① 午前9時10分〜10時40分

15人

対象 区内在住か在勤・在学

受講料
定員
時間
曜日 クラス

硬式テニス教室
第１期

30

第 1198 号 （8）
広報

