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4・5面で上野・浅草の浮世絵を紹介しています。

区の世帯と人口（3月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

116,310 （+91）

人

196,406（+119）

口
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区役所の組織およびレイアウトが一部変わります
区役所5階

上野側
建築課
⑪

住宅課
⑩

①
②
道路管理課 交通対策課

浅草側

施設課
⑨

③
土木課

都市計画課
⑤
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13点

16点

18点

18点

18点

20点

18点

18点

17点

16点

5点

良好
（93点）

20点…水準を全て満たしている（年間通じて問題がなかった）
19～14点…水準の範囲内である（一部軽微な課題あり）
13～12点…水準をやや下回った
11点以下…水準を大きく下回った
※優れた取組みによる加点あり（上限10点）

【総合評価における評価区分】
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極めて良好（101～110点）…協定等の水準を一部超える適正な管理運営が行われている。
良好（91～100点）…協定等の水準を満たす適正な管理運営が行われている。ただし、軽微
な課題については必要な改善を図っていく。
適正（70～90点）…協定等の水準を満たす管理運営が行われているが、一部に課題があるこ
とから、区と指定管理者とで課題を共有し、解消に向けた協議を行った上で、改善に取り組む
必要がある。
改善指示（69点以下）…協定等の水準を満たしていない事項が複数あることから、区から改
善指示を行うもの。なお、改善結果が不十分な場合は、指定の取消しの可能性もある。

皆さんの一番身近で心強い

町会に加入しませんか

町会はこのような活動を行っています
防犯パトロールの実施や、
交通事故を防止するための
活動など、安心して暮らせ
るまちづくりを行っています。

情報のある
まちづくり

区政に関するチラシなどを
掲示板や回覧などを使って
提供したり、広報「たいと
う」の配布も行っています。

災害に強い
まちづくり

いつ起こるか分からない
災害に備えて防災訓練な
どを実施し、災害に強い
まちづくりを行っています。

きれいで快適な
まちづくり

道路や公園の清掃など、
きれいで快適に暮らせる
まちづくりを行っていま
す。

ふれあいのある
まちづくり

祭り、盆踊り、運動会な
どのイベントを開催し、
地域のつながりを大切に
しています。

卵や幼鳥を守るため、威かくや攻撃をする

●巣の撤去・幼鳥の捕獲を行います（条件

ことがあります。身近に巣を作られると、

あり） カラスが巣や幼鳥を守るために、

カラスの被害が増加する原因のひとつにな

通行人等に対して激しい威かくや攻撃等の

ります。

被害が発生する恐れのある場合に限り、原

●巣が作られるのを防ぐには

因となる巣の撤去（民有地）
、幼鳥の捕獲

・葉の茂った木や、巣が安定する枝ぶりの

を行いますので、ご相談ください。なお、

木は、見通しを良くするために、3本に

巣のある場所が高層ビルの屋上などで、高

分かれた枝を1本切るなどする。

所作業が伴う場合、対応できないことがあ

▷問合せ 環境課☎（5246）1283

生ごみを取らせない工夫をする。

☎（3876）5771

お知らせ
会に申請し、認証を受ければ、
「 オリンピック 」
「 パラリンピッ

ク」
「東京２０２０大会」等の文
言の使用（タイトルへの使用は不
可）や、
「東京２０２０応援マー
ク（祭り）
」をチラシ・ポスター

16

等に使用できるようになります。
東京２０２０大会に向けて、地

11

域の機運を盛り上げましょう。

11

台 東区 公 式 観 光ウェブサ
イ ト「 ＴＡＩＴＯ おで か
け ナ ビ 」がリニューアル
しました

▽対象 原則、６～ 月に実施さ
れる祭り
▽申請期間 ４月２日㈪～ 月
日㈮
※認証要件等、詳しくは東京２０

東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック競技大会へ向けて増

加する観光客に、充実した観光情
報をお届けするためリニューアル
しました。

２０組織委員会ホームページを
ご覧になるか左記へ
▽問合せ 東京オリンピック・パ
ラリンピック担当
☎（５２４６）１２５９

46

130

ますので、ご了承ください。

▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

119

理者の責任で撤去していただくことになり

ごみ対策は台東清掃事務所

特別区職員募集（Ⅰ類）

67

ります。その場合は建物の所有者または管

で出す、防鳥ネットでごみ袋を覆う等、

「祭り」を通して東京２０
２０ 大 会 に 向 け た 機 運 を
盛り上げましょう

▽採用予定数 事務１千 人、土
木造園（土木） 人、土木造園
（造園） 人、建築 人、機械
人、電気 人、福祉 人、心
理 人、衛生監視（衛生） 人、
衛生監視（化学）７人、保健師
人
区の各区
▽試験案内配布場所
役所
（台東区は区役所４階⑤番）
、
特別区人事委員会事務局
▽申込期間
・インターネット ４月１日㈰午
前 時～９日㈪午後５時（受信
有効）

・郵送 ４月１日㈰～５日㈭（消
印有効）
▽第１次試験日 ５月６日㈰

※受験資格等、詳しくは試験案内
等をご覧ください。
▽問合せ
特別区人事委員会事務局任用課
採用係
☎（５２１０）９７８７
台東区人事課人事係

☎（５２４６）１０６１

17

うかい

差して通る。

地域で行われる祭りを組織委員

問合せ

30

58

迂回路がない場合は帽子をかぶるか、傘を

所に生ごみを出すときは、ふた付き容器

区民課区民係☎（5246）1122 台東地区センター☎（3834）4406
東上野地区センター☎（5688）3633 上野地区センター☎（5815）8623
入谷地区センター☎（3876）1821 西部区民事務所☎（3876）2651
西部区民事務所谷中分室☎（3828）9291
浅草橋地区センター ☎（3851）4500 南部区民事務所☎（3842）2651
雷門地区センター☎（3841）7924 北部区民事務所☎（3876）2284
北部区民事務所清川分室☎（3876）3566

23

繁殖期に卵を産み、幼鳥を

め、ベランダ等に放置しない。

ご近所の方に相談するか、下記へお問合せください。
また、下記問合せ先では、町会に加入したい場合や、加入について相談したい場合
に使用できる「町会加入・相談申込書」を配布しています。ぜひご活用ください。

29

巣の近くで立ち止まらず、
巣を避けて通る。

育てます。この時期に人が巣に近づくと、

町会へ加入するには

44

●親ガラスの威かくや攻撃がある場合には

り始め、4～7月にかけての

・えさが手に入りにくいよう、ごみ出し場

ラジオ体操やあいさつ運
動などを通して、青少年
がのびのび育つ環境づく
りに取り組んでいます。

90

カラスは3月頃から巣を作

・針金ハンガーは巣作りの材料になるた

健やかに暮らせる
まちづくり

10

57

29

カラスの巣作りを防止しましょう

東日本大震災のような大規模災害時などには、ご近所同士の早急な情報伝達や火
災発生時の初期消火といった行動をとることにより、被害を最小限に食い止めること
ができます。負傷者の救出・救護や火災発生時の初期消火、避難所の運営など、
「いざ」
という時に頼りになるのはご近所の皆さんです。安全・安心で快適に暮らせる住みよ
いまちをつくるために、皆さんの一番身近で心強い「町会」に加入しませんか。

安全な
まちづくり

44

れた取組み」の６つの観点から評
価し、これらを踏まえて総合評価
を行います。 年度の区および評
価委員会の評価結果は、表１・２
のとおりです。
また、区民の皆さんから活発な
ご意見をいただき、今後の施設運
営に生かしていくため、評価の結
果を区役所３階⑦番区政情報コー
ナー、中央図書館のほか、区ホー
ムページで公表しています。
▽問合せ 経営改革担当
☎（５２４６）１０１３

【評価の観点における評価区分】
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年度の指定管理者施設管理評価の結果を
お知らせします

区民施設

収入
支出

総合評価 施設数
総合
評価
極めて良好 9施設
優れた
取組み （110点中）
良好
34施設
適正
3点
適正
1施設
（86点）
改善指示 0施設
極めて
全44施設
10点
良好
（103点）

また、区が選定した施設を対象
・評価の目的
公の施設としての目的を果たし に、学識経験者や区民等で構成す

〈表1〉区の評価結果
評価の観点
サービス
事業の 施設の
向上の
運営 維持管理
取組み

▷問合せ 企画課☎（5246）1013

つつ、サービスの向上や管理運営 る「指定管理者施設管理評価委員
の効率化等、制度の目的を達成し 会」により評価を実施し、報告書
ているかを毎年度評価しています。 としてまとめています。
・評価の結果
・評価の手順
年４月１日時点において、指
施設ごとに、「管理の適正性」「事
定管理者制度を適用する施設（
業の運営」「施設の維持管理」「サー
施設）のうち、指定期間の初年度と ビス向上の取組み」「収入支出」「優
最終年度を除いた 施設（指定管
理者が継続指定されている場合は、

台東区立浅
19点
草公会堂
台東区立寿
児童福祉 子ども家庭
19点
施設 支援センタ
ー
児童福祉 台東区立児
19点
施設 童館（7館）

設置したことに伴い、都市計画課の一部のレイアウトを変更。

指定期間の１年目にあたる施設も
含む）を対象に、各施設の所管課
が評価シートを作成し、全体的な
視点から事務局がヒアリングを行
い、区の評価として確定します。

管理の
適正性

▷主な変更内容 まちづくりについての業務を統括するために技監を

⑥
⑦
⑤
都市計画課 まちづくり 地区整備課
推進課

④
公園課

〈表2〉評価委員会の評価結果
施設名

▷変更後のレイアウトでの業務開始日 4月2日㈪

技監室

【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〉

広報

宅に出向き、一定時間、家族の代
わりに医療的ケアおよび常時の見
守り等を行うことで、家族の一時
休息（レスパイト）やリフレッシ
ュを図ります。
▽対象 次の状態にある方を介護
する家族等
・医療的ケアが必要な在宅の重症
心身障害児（者）
・特定の医療的ケアが必要な人工
呼吸器を装着している障害児、

またはその他の日常生活を営む
ために医療を要する状態にある
在宅の障害児
▽費用 特別区民税の所得割額に
応じて自己負担額あり（非課税
世帯は無料）
▽サービス回数 月４回（同一年
度内に 回まで）
▽サービス時間 １回２～４時間
（ 分単位）
▽申込み・問合せ 障害福祉課総

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

▽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

険料額の通知です。自分で納め
る必要はありません。
▽問合せ 介護保険課資格・保険

口座振替で納めてください。
▽特別徴収（年金天引き）の方
４ ６ ８月に天引きされる保

た場合は、入院期間の前後で在
宅期間が１年以上あれば対象
※対象期間内での７日以内のショ
ートステイを除く
※福祉用具の貸与は介護保険サー
ビスに含む

☎（３８４７）９４９７

年 度 後 期 高 齢 者医 療 保
険 料（ 暫 定 分 ）の通 知を
月 中 旬までに送 付しま

保険・年金

▽給付額 年間 万円
▽申込み・問合せ 介護保険課給
付担当（区役所２階③番）
☎（５２４６）１２４９

子育て・教育
育児相 談・とことこ育児
相談

す

料担当
☎（５２４６）１２４６

介 護 保 険サービスの利用
者負担額が見直されます

４月から見直しが行われ、サー
ビス内容により負担額が変わる場

合があります。詳しくはサービス
利用事業所へお問合せください。
▽問合せ 介護保険課給付担当
☎（５２４６）１２４９

国民 年 金「 学 生納 付 特 例
制度」と「納付猶予制度」
をご存じですか

住民税・国民健康保
険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険
料の納付はお済みで
すか

納期限が過ぎて、金融機関等
で納付できない場合は、お近く

の区民事務所・同分室か区役所
で納めることができます。
納期限までに納付がない方に
は、督促状や催告書、電話など

で納付のお願いをしています。
それでも納付がない場合は、納
めている方との公平さを保つた
め、法律に従い財産の差押えな
どの処分を行います。納付に関
する相談はお早めにお願いしま
す。
●納期限までに納付を
・住民税（普通徴収）は６ ８
・ ・１月の末日
・住民税（特別徴収）は毎月 日
・軽自動車税は５月末日
・国民健康保険料は６～３月の
末日
・後期高齢者医療保険料・介護
保険料は毎月末日
※土・日曜日・祝日の場合は、
金融機関の翌営業日
●休日窓口を開設します
住民税・国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険
料の納付ができます。

▽日時 毎月第２日曜日
午前９時～午後５時
▽場所 区役所１階⑤番戸籍住

民サービス課
●納付には便利な口座振替を
納め忘れを防ぐためにも、口

座振替をご利用ください。申込
用紙は区役所３階⑩番税務課、

区民事務所・同分室で配布して

います。
▽問合せ 収納課
☎ ５
( ２４６ １
) １０７

【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。

福祉

（高齢・障害）
４月から重症 心 身 障 害 児
（者）等在宅レスパイト事
業を始めます

在宅生活を送っている、医療的
ケアの必要な重症心身障害児
（者）等に対し、訪問看護師が自
合相談担当
☎（５２４６）１２０２

ストマ用装具（蓄便袋・ 蓄
尿袋・ 紙おむつ） 給付券
の更新申請を受付けます

今回の通知は、 年中の所得金
額をもとに暫定的に決定したもの
です。確定した保険料の通知は、
年度の住民税が確定した後に再
計算し、７月中旬に送付する予定
です。
▽普通徴収（納付書による納付、
口座振替）の方 ４～６月の保険
料額の通知です。毎月の納期限
までに、同封の納付書か口座振
替で保険料を納めてください。
▽特別徴収（年金天引き）の方
４ ６ ８月に天引きされる保
険料額が 月の金額と変わる方
にのみ送付します。
▽問合せ 国民健康保険課後期高
齢者保険係（区役所２階⑮番）
☎（５２４６）１４９１

60

台東区文化・スポーツ奨励賞を贈りました
・松島拓海さん（
「第 回国民
体育大会バレーボール競技
少年男子の部」優勝）

▽内容 身体計測・保健師等によ
る相談

☎（５２４６）１２６２

10

・

日本に住所のある 歳以上 歳
未満の方は、国民年金に加入しな
ければなりません。
学生の方で保険料の納付が困難
な場合、納付が猶予される「学生
納付特例制度」があります。また、
学生でない 歳未満の方には、本
人および配偶者の所得が一定額以
下の場合に、
納付が猶予される
「納
付猶予制度」があります。
これらの制度の申請を行わず、
保険料を未納のままにしておくと、
将来の老齢基礎年金の額が少なく
なったり、事故や病気で障害が残
った場合に障害基礎年金を受け取

20

この賞は、優れた文化・スポ
ーツ活動等により、広く台東区
の文化およびスポーツの振興に
寄与し、将来の活躍が期待され
る方に対して贈るものです。
▽問合せ 総務課総務係
☎（５２４６）１０５２

・台東区立富士小学校吹奏楽部
（
「第 回マーチングバンド全
国大会 小学校の部・マーチン
グバンド部門（大編成）
」金
賞受賞）

４～９月分の申請を、３月下旬
から受付けます。継続して利用す
る方は申請が必要です。
※障害者紙おむつ購入補助券の申
請は４月から受付けます。
▽対象 区内在住で、ストマ用装
具を使用している方
年度の特別区民税所得
▽費用
割額に応じて自己負担額あり
（非課税世帯は無料）
※前年度所得超過で助成を受けて
いない方でも、 年度の税額に
より対象となる場合あり
▽申請方法 身体障害者手帳、印
鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課給付担当
（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１

歳 以 上の方へ
年度
介 護 保 険 料（ 仮 決 定 ）の

納期限までに、同封の納付書か

・

10

●受賞者
・勝又晋一さん（
「第 回国民
体育大会ボート競技 成年男
子舵手つきフォア」優勝）

・小田原利之さん（
「三菱電機杯
第 回毎日甲子園ボウル（全
日本大学アメリカンフットボ

・

・

50

30

4

30

65

ることができなくなる場合があり
通 知を４月 上旬に送 付し
ます。
ます
▽必要な物 年金手帳、本人確認
今回の通知は、 年度の住民税
できる物（健康保険証等）
、印
課税状況等をもとに仮決定したも
鑑（家族が申請する場合）
のです。本決定の通知は、 年度 ※「学生納付特例制度」の申請に
の住民税が確定した後に再計算し、 は、有効期限内の学生証か在学
７月上旬に送付する予定です。
証明書
▽普通徴収（納付書による納付、 ※詳しくは左記へ
口座振替）の方 ４～６月分の介 ▽問合せ 区民課国民年金係（区
護保険料額の通知です。毎月の
役所３階①番）

30

30

▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７

・

2

28

29

家 族 介 護 慰 労 金を 給 付 し
ます

浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

30

29

▽対象 次の全てに該当する方を
介護している家族 ①要介護４

子育て心理相談（予約制）
18

11

24

29

または５の方で、介護保険サー
ビスを利用せずに在宅での生活
期間が１年以上 ②介護を受け
ている本人とその介護者が、介
護保険料を滞納していない ③
介護者および本人の世帯全員が
住民税非課税

▽日程・場所 ①４月 日㈬・浅
草保健相談センター
②４月 日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
30

72

30

※３か月以上継続して入院してい

24

72

10

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
4月3日㈫午前10時～11時
谷中区民館
4月5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）
4月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
4月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
4月19日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
4月20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
4月18日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
4月24日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

30

72

ール選手権）
」優勝）

45
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浮世絵で見る 上野・浅草

▲「江戸名所尽 金龍山浅草寺雷神門之図」渓斎英泉 江戸時代後期

▲「東都名所上野東叡山全図」歌川広重（初代）天保年間（1830 〜 1844）

▲「江都名所 上野不忍の池」歌川広重（初代）
文化12年（1815）〜天保13年（1842）

▲「しん版十二階図」みの忠
明治24年（1891）4月

▲

「浅草公園 富士山繁栄の図」
小林幾英 明治20年（1887）11月

▲「上野一覧内国博覧会之図」歌川国貞（三代）明治23年（1890）4月

▲

「新版 不忍池けいば」
歌川国利
明治22年（1889）

▲「浅草奥山四季花園真景 其二」歌川国貞（初代）嘉永5年（1852）12月

▲「江戸名所 猿若町芝居顔見世繁栄の図」
歌川広重（初代）
天保13年（1842）〜安政5年（1858）

台東区には、江戸の昔から続く伝統行事や、神社仏閣、名所旧跡の数々が
あり、まちや暮らしの中に、江戸の文化が息づいています。こうした江戸から続く
魅力ある地域資源を
「江戸ブランド」
として磨き上げ、
国内外に発信していきます。

▲「東京名所 上野公園之景」楊斎延一 明治32年（1899）

画像は全て台東区中央図書館蔵

広報

4月17日㈫

4月11日㈬
4月12日㈭

富士公園
午後1時30分 （浅草4－47－2）
～3時
防災広場「初音の森」
（谷中5－5）

650

550

4月18日㈬
4月19日㈭

診療時間・休診日

佐野動物病院
（浅草4－40－7）
☎（3876）9696

月曜日午前10時〜午後1時・3時〜5時、火・水・
木・土・日曜日・祝日午前10時～午後1時、3
時30分～7時（金曜日休診）

シンシアペットクリニック
月～土曜日午前10時～午後1時、3時～6時（水
（花川戸2－3－11）
曜日は予約診察のみ、日曜日･祝日休診）
☎（3847）6083

月・火・木・金・土・日曜日・祝日午前9時～
午後1時、3時～7時（水曜日休診）

トリトン動物病院
（寿2－8－4）
☎（3844）9007

月曜日午前9時～11時30分、火・水・金・土・
日曜日･祝日午前9時～11時30分、午後3時
～6時30分（木曜日休診）

まつもと動物病院
（竜泉3－23－7）
☎（5603）2950

月・火・木・金曜日午前9時～午後0時30分・
4時30分～7時、水・土曜日午前9時～午後0
時30分（日曜日･祝日休診）

児童手当・子ども医療費助成の申請（※1）（※4）

日
▽対象 平成 年４月２日～ 年
４月１日生まれの子供
なく、
風しん抗体検査や風しん・

31

24

25

⑫番

住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る
軽自動車税納税証明書の交付
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) の登録・廃車
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く（※4）
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1
日券の販売
⑤番
母子健康手帳の交付
住民税・軽自動車税の納付・還付
※還付額は５万円未満に限る
国民健康保険の加入・喪失等の届出（※3）（※4）
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の納付
住民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者 ⑤番
医療保険料・介護保険料の納付相談（※2）
転入・転出・区内転居・世帯変更の届出（※4）
印鑑登録・廃止
通知カード、マイナンバーカードの券面変更・再交 ⑥番
付申請
特別永住者証明書の申請・交付

望する女性とそのパートナーで、
今まで風しんにかかったことが

麻しん風しん（ＭＲ）予防接種
を受けたことがない方

マイナンバーカードの交付（予約制）・申請

③番

住民票の写し等の交付
印鑑登録証明書の交付
戸籍証明（全部・個人事項証明書、身分証明書等）
の交付

⑧⑨
番

戸籍の届出（※4）

⑪番

問合せ
子育て・若者支援課
☎（5246）1232

区役所代表
☎（5246）1111 か
ら各担当へお問合せ
ください

収納課
☎（5246）1107
戸籍住民サービス課
☎（5246）1164
戸籍住民サービス課
☎ 0120-002351
戸籍住民サービス課
☎（5246）1163

戸籍住民サービス課
☎（5246）1162
（※1）月～金曜日は子育て・若者支援課（6階⑦番）で取り扱っています。
（※2）月～金曜日は収納課（3階⑨番）で取り扱っています。
（※3）月～金曜日は国民健康保険課（2階⑫番）で取り扱っています。
（※4）他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合があ
ります。詳しくは、各担当課へお問合せください。

30
40

26
27

20

持ちの個人または法人 ②事業
継続者がいる ③計画地に抵当
権が設定されていないか、確実

−

道 路 愛 称 名 を 認 定 し まし
た

している区道に道路愛称名を付け
ています。
新たに１路線を認定したのでお
知らせします。
▽認定道路（区間）
おぎょう
まつ
・御行の松通り
～根岸４ ９）
（根岸３
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

健康

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

▽日時 ４月３日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
宮田康子氏（寿１）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、 吉田泰樹氏（松が谷２）
該当する方は、左記へご連絡く
更年期や月経障害、不妊などで
ださい。
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保

−
12

▷日時 第2日曜日午前9時～午後5時 ▷場所 区役所1階
取扱業務
窓口番号

▽予防接種対象者 区内在住で接

19

−

第２日曜日に区役所１階の窓口を開いています

▽接種回数 １回
区協力医療機関
▽実施場所
※予診票は４月１日㈰から有効

種日現在 歳以上の妊娠を希望
する女性とそのパートナーで、
抗体検査で風しん抗体価がＨＩ
法で 倍以下、ＥＩＡ法で８・
０未満の方
※詳しくは、左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１
16

23

11

日曜開庁・窓口延長 のお知らせ

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

４月１日から風しん抗体
検査・風しん予防接種費
用助成の対象者にパート
ナーが加わります

▽抗体検査対象者 区内在住で受
診日現在 歳以上の、妊娠を希

19

麻しん・風しん（ＭＲ）
定期予防接種第２期

対象の子供には、予防接種予診
票を送付します。
麻しんの流行は毎年５月頃から
本格化します。流行前の４～６月
頃までの接種をお勧めします。
▽接種期間 ４月１日～ 年３月

31

健サービス課
☎（３８４７）９４９７

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、次の方に贈呈しました。

50

20

40

200

備、洗面設備、浴室、緊急通報
システム等を設ける ⑤国、都、
区の建設基準に適合する

相愛動物病院
（雷門1－15－11）
☎（3845）0011

動物病院でも
注射ができます

月・火・水・金・土曜日午前9時～正午、午
後4時～7時、木曜日午前9時～正午（日曜日･
祝日休診）

区では、町会などの申請に基づ
はがきがないと注射できません。
き、区民生活に重要な役割を果た
また、注射を伴わない注射済票

すずきペットクリニック
（三筋1－9－4）
☎（3865）1988

650

シルバーピアを新築または改修
する建設等事業者を募集します。

名称（所在地）
電話番号

▽募集戸数 １棟（ 戸程度）
▽建設の主な基準 ①１戸あたり

（表2）協定動物病院

に抹消できる
▽申込受付日 ４月 日㈭・ 日
㈮

4月21日㈯

▽借上げ賃料 近隣の同種家賃と
台東区財産価格審議会答申額を
もとに決定

台東保健所
（東上野4－22－8）

の面積が ～ 平方メートル程
度 ②３階以上の耐火構造 ③

4月14日㈯

▽問合せ 住宅課
☎（５２４６）１２１３

4月20日㈮

▽申込みの主な条件 ①土地の所
有権（共有）または借地権をお

石浜公園
（清川1－14－21）

敷地面積が 平方メートル程度
④各住戸に台所、便所、収納設

4月13日㈮

住宅
まちづくり

柳北公園
（浅草橋5－1－35）

100
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高 齢 者 向け借 上住 宅（シ
ル バーピア）の建設 等 事
業者（オーナー）募集

4月10日㈫

録犬は６千 円
※おつりのないようにご用意くだ

4月16日㈪

犬の飼い主には、狂犬病予防法
により、犬の登録と狂犬病予防注

4月 9日㈪

さい。
の交付や、鑑札のみの発行はで
※病気・老齢等で注射できない場
きません。
合は、動物病院が発行する「注 ・犬の体質や体調により、まれに
射猶予認定書」を保健所に提出
注射による副反応を示すことが
してください。
あります。注射後の犬の様子を
●公園会場での注意事項
よく観察し、異常があれば獣医
・しっかりと犬を抑えられる方が
師に申し出てください。
連れてきてください。
・雨天の場合、公園会場の日程を
・車での来場はご遠慮ください。
振替えます。当日午前 時の気
象庁発表の天気予報（☎０３
・海外へ犬を連れて行く予定のあ
る方は、
公園では注射できません。 １７７）で、東京地方の午後の
降水確率が ％以上の場合、振
動物病院で注射してください。
替えとなります。
・協定動物病院では５月以降も注
射できますが、料金は各病院の ▽問合せ 台東保健所生活衛生課
愛護動物管理担当
通常料金となります。
☎（３８４７）９４３７
※動物病院では登録済みの犬は、

雨天の際の振替日

防災広場「根岸の里」
（根岸 3－12）

射を受けさせること、鑑札・注射
済票を犬に装着することが義務付
けられています。
４月中は、公園会場（表１）と
同一料金で協定動物病院（表２）
でも注射できます。犬の体調に不
安がある場合は、できるだけ動物
病院で注射してください。登録済
みの犬には、問診票はがきを郵送
します。署名をして公園会場へお
持ちください。
まだ登録が済んでいない犬は、
公園でも動物病院でも登録と注射
ができます。
▽費用 ３千 円（注射料金３千
円・注射済票 円）
、新規登

（表1）狂犬病予防集合注射会場（公園会場）
日程
時間
場所

犬の狂犬病予防集合注射が始まります

平成30（2018）年 3月20日

毎週水曜日に一部の窓口
時間を延長しています

▷日時 毎週水曜日午後7時ま
で（祝日・年末年始を除く）
▷場所
・区役所
1階 戸籍住民サービス課
国民健康保険課（後期
高齢者医療制度担当を
2階 含む）
、高齢福祉課、介
護予防・地域支援課、介
護保険課、障害福祉課
区民課（国民年金係）
、
3階
税務課、収納課
児童保育課、子育て・若
6階 者支援課（給付担当）
、
放課後対策担当

・区民事務所
西部区民
☎（3876）2651
事務所
北部区民
☎（3876）2284
事務所
南部区民
☎（3842）2651
事務所
※取扱業務等、詳しくは区役所
代表電話☎ (5246) 1111か
ら担当課へお問合せください。
ご注意ください
※水曜窓口時間延長時と第2
日曜日では、取扱業務が
異なります。
※他の市区町村や関係機関
に確認等が必要な業務は、
取り扱いできない場合が
あります。詳しくは、各
担当課・区民事務所へお
問合せください。

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246−1031〉
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第 1201 号

「医療・介護情報検索システム」をご利用ください
区内の医療機関・薬局・介護サービス事業所等
の情報を閲覧・検索できます。

●システムトップページ

台東区在宅療養支援窓口
在宅療養生活における医療・看護・介護
の相談に応じています。
▷相談受付日時 月～金曜日午前9時～午
後5時、土曜日午前9時～正午※祝日・年
末年始を除く
▷場所 区立台東病院2階
▷相談受付電話 ☎（5603）0235

区ホームページからのアクセス方法
トップページ▶いざというときのために「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
2次元コードからも
アクセスできます

三ノ輪口腔ケアセンター

●掲載情報

○医療機関情報について
①医療機関名 ②所在地 ③電話番号 ④在宅
医療（往診、訪問診療など）の対応 ⑤受付時間
⑥休診日 ⑦対応可能な外国語など
○介護サービス事業所情報について
①事業所名 ②所在地 ③電話番号・ファックス
番号 ④サービス名 ⑤営業日・営業時間 ⑥空
き情報（一部サービスのみ）など
問合せ

健康課医療連携担当☎（5246）1215
介護保険課事業者担当☎（5246）1243

まだまだできる
リサイクル
・雑がみは資源として出しましょう
燃やすごみの中には約17％のリサ
イクルできる紙類が混入していま
す。燃やすごみの量を減らすために
は、雑がみの分別が大切です。
雑がみとは、家庭から排出された
紙類のうち「新聞」
「雑誌」
「段ボール」
「紙パック」以外の、資源になる紙
類です。
▷雑がみの例 はがき、封筒、チラシ、
メモ用紙など
※紙についている大きな金属やビ
ニールは取り外してください。
※ 個 人 情 報 は 塗 り つ ぶ す か、 切 り
取ってから出してください。
▷リサイクルできない紙類の例 汚
れた紙、においの付いた紙、カー
ボン紙（複写伝票）など
▷雑がみの出し方 ①箱類は中身を
空にして平らにする ②メモ紙な
ど小さな紙片は、使用済みの封筒
などに入れる ③散乱しないよう
に、紙袋などに入れて紐でしばる
④集積所での資源回収や集団回収
に出す
・資源回収にご協力ください
家庭から出る資源を次の方法で回
収しています。
※回収できる資源は、区ホームペー
ジをご覧になるか、下記へお問合
せください。
▷集積所回収（週1回） お近くの集
積所（コンテナが設置される場所）
に、ルールを守って出してくださ
い。店舗や会社から出る事業系の
ものは、有料ごみ処理券を貼って
出してください。
▷拠点回収 区の施設などの拠点に
出すことができます。回収日や実
施施設は、各家庭へ配布した「ご
み出しカレンダー」や、区ホーム
ページでご確認ください。店舗や
会社から出る事業系のものは出せ
ません。
▷集団回収 町会や管理組合など地
域の皆さんが、各家庭から出る資
源を集め、回収業者に引き渡して
います。回収日や回収場所は、町
会や管理組合にお問合せくださ
い。区では、回収量に応じた報奨
金（1キログラムあたり6円）を支
給しています。店舗や会社から出
る事業系のものは出せません。
▷問合せ 清掃リサイクル課
☎（5246）1291

区の相談窓口をご利用ください

●検索方法

【地図から検索】

（
「医療機関・薬
局を探したい方」
の場合）
①診療科目等
②地図・地域
③医療機関（薬
局）名から検索
できます

①診療科目等を選択

②探したい地点をクリック

介護が必要な高齢者などで、歯科診療所
への通院が困難な方に対して、歯科衛生士
が電話や自宅への訪問による相談対応、訪
問してくれる歯科医等の紹介を行っています。
▷相談受付日時 月・火・木・土曜日午前
10時～午後5時※祝日・年末年始を除く
▷場所 三ノ輪福祉センター8階（三ノ輪1
－27－11）
▷相談受付電話 ☎（5603）2235
健康課医療連携担当
☎（5246）1215

問合せ

高齢期は、
「低栄養」に気をつけましょう！
●高齢者の体は、1週間であっという間に変化します

高齢期になると、色々な背景で「食べられない」ことにより食事の量が減っ
たり、食べられるものの偏りが出てくることで「低栄養」を引き起こす恐れ
があります。食事を十分にとれない日が数日続いただけで、寝たきりや要介
護状態のリスクが高まります。

健康ミニ講座
「ふれあい介護予防教室」の中で、管理栄養士による日
常生活で実践できる高齢期の低栄養予防のポイント等を
ご紹介します。

●「高齢になったら肉を食べなくていい」というのは間違いです

日程

場所

体に必要なたんぱく質の量は、若い頃と大きく変わりません。高齢期には消
化吸収能力が低下する分、積極的に肉や魚などのたんぱく質をとる必要があ
ります。また、体力や免疫力を落とさないよう、エネルギーのもととなる糖
質・脂質を適度にとり、バランス良く食べることも大切です。

4月10日㈫

ケアハウス松が谷

4月11日㈬

台東一丁目区民館

4月16日㈪

根岸社会教育館

4月20日㈮

谷中区民館

高齢者が低栄養になりやすい理由は、下記のような高齢者ならではの「ある
ある」が影響しています。
その１ 膝が痛くて出かけるのがおっくう。調理も手間がかかり面倒くさい。
1日に3食も食べないことがよくある。
その 2 好きなものや食べやすい物しか食べないので、いつも同じようなも
のばかり食べている。
その 3 入れ歯の調子が悪いが、そのままにしている。肉や野菜がかみ切れ
ない。おなかがすいたら、お菓子ばかり食べている。

4月27日㈮

福祉プラザ台東清峰会

5月17日㈭

環境ふれあい館ひまわり

●あるある!食生活の異変～こんな出来事、最近ありませんか？

時間 午後1時30分～3時
※4月10日㈫は午後2時～3時30分
対象 区内在住の65歳以上の方

中小企業の皆さんを応援します

問合せ

介護予防・地域支援課
☎（5246）1295

問合せ

台東区産業振興事業団
☎（5829）4124

台東区産業振興事業団では、区内中小企業の皆さんに対して、助成金による支援を行っています。各助成金には細かい要件があり
ますので、詳しくは上記へお問合せください。※助成の内容は変更になる場合があります。
名称
対象
助成限度額
助成率
新製品新技術開 今までにないような先駆的な製品や技術を開発す
100万円
発支援
る場合
海外市場など、自社製品等の新たな販売市場を開 50万円※海外市場への開拓、
新市場開拓支援
対象経費の2分の1以内
拓する場合
店舗出店の場合は100万円
ものづくりの様子を公開するために工房を改修す
アトリエ化支援
100万円
る場合
区内で10年以上事業を営み、事業承継を行う予定
対象経費の2分の1以内
小規模事業者事
の小規模事業者が、店舗の改修や設備の購入等を
50万円
※商店街に加盟する事
業承継支援
行う場合
業者は3分の2以内
試験研究機関活 都立産業技術研究センターの設備を利用し、自社
5万円
用支援
製品の検査や研究を行う場合
商品プロモーシ 区内事業所のデザイナーにパッケージ・印刷物・
15万円
ョン支援
販促物のデザイン依頼をする場合
国内10万円
初出展
海外20万円
今までに出展したことのない展示会に出展する場
展示会出展支援
対象経費の2分の1以内
合と、2回目の展示会に出展する場合
国内5万円
2回目
海外10万円
外国語ホームペ
最大10万円※ホームページ作
ージ新規作成費 初めて外国語のホームページを作成する場合
成経費・翻訳費 各上限5万円
用支援
知的所有権取得 特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得しよ 5万円※特許権の場合は10万
支援
うとする場合
円
3万円（★）皮革製造技術者
個人 研修（スキ 経営者や従業員が、能力開発のために専門講座を
対象経費の2分の1以内
養成支援事業の事業参加決定
ルアップ）支援 受講する場合
（★）3分の2以内
を受けている事業者は5万円
最大10万円※メニュー・パン
外国語メニュー・パン 外国語のメニュー・パンフ
フレット等作成経費、翻訳費
フレット等作成支援 レット等を作成する場合
各上限5万円
外国人観光客お 外国人おもてなし講 外国人に対する接遇力向上
5万円
もてなし支援
習支援
等の講習を受講する場合
免税書類発行システ 免税書類発行システムを導
5万円
ム導入支援
入する場合
ワーク・ライフ・バラ ワークライフバランスを推
対象経費の2分の1以内
10万円
ンスの推進支援
進する場合
エコアクション21、エコス
環境経営認証の取得
テージまたはISO14001を
10万円
支援
職場環境等向上
認証・登録する方
支援
プライバシーマークの プライバシーマークを取得
10万円
取得支援
する場合
BCP（事業継続計画） BCP（事業継続計画）を策
10万円
の策定支援
定する場合

募集期間
4月23日 ㈪ ～
6月1日㈮
6月4日 ㈪ ～7
月13日㈮
4月2日 ㈪ ～5
月7日㈪

4月2日㈪ 以降
随時受付（先
着 順・予 算 満
了時点で終了）
※事業実施前
にお申込み
ください。

【区の職員を装った不審な電話にご注意！】
「携帯電話を持って」
「ATMへ」等の電話は還付金詐欺です。不審に思ったら警察に相談してください。
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催 し も の など
第11回浅草橋紅白マロニエまつ
り ｢大川寄席｣ ｢屋形船｣ のチケッ
トを販売します
内容
日時

「大川寄席」柳 「大川舟下り屋
家さん喬 ほか 形船遊び」
午後5時30分

浅草橋発着（お
ヒューリック浅
場所
台場、東京スカ
草橋ビル
イツリー）
定員 150人（先着順）160人（先着順）
費用

前売1,500円

1人8,500円

合せ先へ

子守唄講習会
「心に響け愛のうた」

申込締切日 4月28日㈯（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差
し上げます。 日時 4月14日㈯午後2時～
3時 対象 区内在住の未就学児と保護者・

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター

問合せ 〒111－0056

☎（3872）6780

－18 台東区産業振興事業団勤労者サー

老人福祉センターの催し

●日帰りバスツアー「貝焼きバイキングと

知子氏ほか

申込方法 電話か直接下記問合

区役所前出発、午後5時30分頃区役所前

●筋力向上トレーニングマシン使い方講習

場所・問合せ 寿子ども家庭支援

着予定（雨天決行） 行先 ソムリエハウス

会

酒匠の館（見学）
、漁師料理たてやま（昼

～7月10日、金曜日コース5月11日～7月

食）
、枇杷倶楽部（びわ狩り） 対象 区内

13日 時間 午前10時～正午 対象 区内在

在住か在勤・在学の方、勤労者サービスセ

住のおおむね65歳以上で、要介護認定を

センター☎（3841）4631

江戸下町伝統工芸館の催し
●職人による実演

房総びわ狩り」 日時 5月13日㈰午前8時
期間（全10回） 火曜日コース5月8日

ンター会員とその家族 定員 80人（抽選）

受けていない方 定員 各10人（抽選）

月1日㈰坂井智雄（看板彫刻）
、7日㈯・8

費用 9,600円※食事・座席が不要な2歳以

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

日㈰上川善嗣（東京銀器）
、14日㈯・15

下は無料、勤労者サービスセンター会員と

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

日㈰宮川久美子（江戸刷毛・東京手植ブラ

その家族は別料金

申込方法 老人福祉センター・各老人福祉

日程・実演者（業種）4

申込方法 はがきにツ

販売日時 4月7日㈯午前10時～午後10時、

シ）
、21日㈯・22日㈰星野保（銅器）
、28

アー名・参加者全員の氏名・年齢・性別・

日㈯～30日㈷山田恵美（型絵染め）
、5月

代表者の住所・氏名・電話番号、在勤（学）

販売場所 ヒューリック浅草橋ビル東側

3日㈷～6日㈰片山晴夫（東京桐たんす）

の方は勤務先（学校）名、会員の方は会員

実演時間 午前11時～午後5時

番号を書いて下記申込先へ

－27－5） 問合せ マロニエまつり実行委

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

館で配布する申込用紙に記入し提出
申込締切日 4月21日㈯

花とみどりの園芸講習会

申込締切日 4月13日㈮（必着）

☎（3842）1990

申込み 〒164－0001

中野区中野2－29

●珍しい模様や色の

☎（3851）4500

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

－5 山内ビル6階 アイネストラベルサー

花が咲く「大輪あさ

ビス 台東区勤労者サービスセンターバス

がお 」 日時 5月12

ツアー申込係☎（5340）3330

日㈯、
6月16日㈯（全

☎090（7215）7431

第30回桜橋花まつり

伝統芸能講座「初心者のための
芸能体験セミナー」

●日帰りバスツアー「初夏の清里高原フ

2回）午前10時～11

レッシュ・ビュッフェ」と「さくらんぼ狩り」

時30分

②12日㈫・マジック ③19日㈫・太神楽

日時 6月10日㈰午前7時30分区役所前出

時間 午後6時30分～8時30分

発、午後6時頃区役所前着予定（雨天決行）

秀浩氏（東京朝顔研
究会会長） 費用 500円（2回分・種等材

日程・内容（全3回）①6月5日㈫・紙切り
場所 区役

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

行先 小野大正園（さくらんぼ狩り）
、清里

料費）

清泉寮（昼食）
、フィオーレ小淵沢（お花

●「入谷あさがお 」あんどん仕立て

定員 50人（抽選） 講師 ①林家花氏

②小

バイキング） 対象 区内在住か在勤・在学

日時 5月12日㈯、6月16日㈯（全2回）午

費用 3,000

の方、勤労者サービスセンター会員とその

後1時30分～3時 講師 半谷善之氏（入谷

申込方法 はが

家族 定員 80人（抽選） 費用 9,800円※

朝顔組合組合長） 費用 500円（2回分・

きに講座名・郵便番号・住所・氏名・年齢・

食事・座席が不要な2歳以下は無料、勤労

種等材料費）

性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

者サービスセンター会員とその家族は別料

●みどりのカーテン・緑化セミナー

金

日時 5月13日㈰午前10時～11時30分

円（3回分）※別途材料費

ふりがな

（学校）名・所在地を書いて下記問合せ先へ

～午後5時（小雨決行）

講師 雨 間

学の18歳以上で、全日程参加できる方
泉ポロン氏 ③鏡味味千代氏

日時 3月31日㈯、4月1日㈰午前10時30分

場所・問合せ 老

人福祉センター☎（3833）6541

員会事務局（浅草橋地区センター内）
マロニエまつり実行委員会事務局 染谷

台東区小島2－9

ビスセンター☎（5829）4123

勤労者サービスセンターの催し

8日㈰〜30日㈷午前6時～午後10時
「ミニストップ浅草橋1丁目店」
（浅草橋1

申込締切日 5月11日㈮（必着）

家族、妊娠中の方と家族、子守唄に関心の
ある方 定員 100組（先着順） 講師 雨宮
せ先へ

5月12日㈯
午後1時30分

第 1201 号

申込方法 はがきにツアー名・参加者全

場所 隅田公園山谷堀広場

申込締切日 5月9日㈬（必着） 問合せ 〒110

員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏

内容 地元町会による模擬店、地元業者の販

－0004 台東区下谷1－2－11 台東区

名・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学

売、東北復興支援ブース、お楽しみ抽選会等

芸術文化財団☎（5828）7591

校）名、会員の方は会員番号を書いて下記

●植木のお手入れ方法 日時 5月13日㈰午

申込先へ

後1時30分〜3時※講習会終了後に個別相

3月31日㈯ 園児や生徒、地元の皆さんに
よる芸能等

産業研修センターの催し

講師 鈴木信晶氏（樹木医） 費用 1,500円

（苗・ネット等材料費）

申込締切日 4月23日㈪（必着）

申込み 〒107－8507

談会を予定しています。 講師 鈴木信晶氏

港区元赤坂2－2

4月1日㈰ 山本リンダ、パク・ジュニョン

●第1回革小物手作り

－23（明治記念館内） セラントラベル東

によるステージ、御輿、木遣り、梯子乗り等

教室「革で作るパス

京支店 台東区勤労者サービスセンターバ

問合せ 桜橋花まつり実行委員会（北部区民

ケース」 日時 5月19

スツアー申込係☎（6715）7755

場所 区役所10階1001会議室

事務所清川分室内）☎（3876）3566

日㈯午後1時30分～3

●パソコン講座「Excel2010活用コース」

住か在勤・在学の方

時30分

日時 6月14日～7月12日の木曜日（全5回）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

みこし

き や

はしご

一葉記念館が臨時開館します

対象 区内在

住か在勤（学）の小学5年生以上の方※小

（樹木医）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

午後6時30分～8時30分

対象 区内在

定員 各20人（抽選）

住所・氏名・年齢・電話番号（昼間）を書

学生は保護者同伴 定員 10人（抽選）

場所 生涯学習
センター 対象 区内在住か在勤・在学の方、

講師 上川美希氏（浅草ものづくり工房）

勤労者サービスセンター会員とその家族

申込締切日 4月20日㈮（必着）

費用 1,000円（勤労者サービスセンター

で、Excel2010を実務で使用している方

問合せ 〒110－8615

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は4
時まで） 入館料 一般300円、小中高生100

会員は500円・申込時に会員番号記入）

定員 22人（抽選） 講師 フォーティネット
パソコンスクール 費用 4,000円（5回分

☎（5246）1323

申込方法 往復はがきに講座名・住所・

円

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

・受講料・会員とその家族は別料金）
、

勤務先（学校）名・所在地を書いて右記問

1,500円（教材費） 申込方法 はがき（1

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①4

人1枚）に講座名・住所・氏名・年齢・電

月22日㈰ ②28日㈯ ③29日㈷ 時間 ①

話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）

午前8時～午後4時 ②午前9時～午後4時

名、会員の方は会員番号を書いて右記問合

③午前10時～午後3時 場所 花川戸公園

せ先へ

※車での来場不可、天候により中止の場合

桜の季節に合わせて、臨時開館します。
臨時開館日 3月26日㈪・4月2日㈪

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

ふりがな

足腰鍛えて転ばない生活を！
「うんどう教室」
参加者募集
山谷堀公園に健康遊具を設置し、4つの

障害者を対象とした教室・サークル

行います。
「最近、よくつまずくように

申込方法 サークル名・氏名・電話番号を電話かファックスで下記問合せ先へ

なった」
「長い時間歩くのがおっくうに

問合せ 松が谷福祉会館☎（3842）2672

なった」等、体力に自信が無くなった方
や足腰を鍛えたい方、家にいることが多
※画像はイメージです。

ませんか。体力が向上するだけでなく、

時～3時※詳しくは区ホームページをご

青空の下で身体を動かす心地良さは、心

覧ください。

のリフレッシュにもなります。※山谷堀

場所 山谷堀公園※体力測定会・雨天時は

公園は改修工事中のため、うんどう器具

台東リバーサイドスポーツセンター

の供用開始は4月初旬以降の予定です。

対象 区内在住の65歳以上の方

期間 5月～31年3月の第1水曜日（5月は

人（先着順）

定員 30

申込み 介護予防・地域支援課
問合せ ☎（5246）1295

FAX （3842）2674

エアロビ教室
麻雀
わくわく
サークル （リズム体操）
5月～31年3月 4月 ～ 31年3 5月～31年3月
の第1・3木曜 月の第2・4木 の第2・4火曜
日時 日午後1時30分 曜日午後1時 日午前10時～
～3時30分
～3時30分 11時30分

サークル名

く気分が沈みがちな方、ぜひ参加してみ

は第1・3水曜日・全12回） 時間 午後2

台東区役所環境課

リサイクル

ふりがな

うんどう器具を使った体力づくり教室を

体力測定会・31年1月は第2水曜日、3月

いて下記問合せ先へ（電子申請可）

絵画教室

おりがみ
サークル

歌教室

4月～31年3
月の第1・3
水曜日午後
1時～3時

5月～31年3
月の第4土曜
日午前10時
～正午

カラオケ
サークル

4月～31年3
月の第2土曜
日午後1時～
3時
シダックス浅草
場所
松が谷福祉会館
雷門クラブ
区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳
（4度程度）
区内在住で身体障害者
対象 をお持ちの方
手帳をお持ちの方
実費
実費（1回
実費
無料
無料
無料
費用 （絵具等材料費）
（おりがみ等材料費）
1,500円程度）
定員
2人
3人
5人
5人
3人
5人

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。

広報

平成30（2018）年 3月20日
あり

出店数（予定）①15店

②40店

出店料 ①1,500円

②2,000円

③30店

（区内在住の方はリサイクル推進友の会

第 1201 号 （8）

申込締切日 各教室開催日の前日まで

ール（今戸1－8－13）
☎・ FAX （3874）3019

2,000円

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後
4時）☎090（3068）3534

講 座・相 談 会 など

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水プ

ホームページから申込みで1,500円） ③

か一級建築士

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

番）☎（5246）1468

ひきこもりに関する
①個別相談会 ②茶話会

図書館のこども室から「こども
としょかんまつり2018」

日程 5月26日㈯

申込締切日 4月17日㈫

成年後見制度無料相談会
日時 4月29日㈷午前9時30分～午後3時

時間 ①午前10時～正午、

（1組90分程度） 場所 特別養護老人ホー

午後2時45分～4時45分 ②午後1時～2

ム浅草5階 対象 区内在住か在勤・在学の
方 定員 5組（要予約）

②リサイクル推進友の会（午前10時～午後

●あかちゃんえほんタイム 日時 4月11日

時30分 場所 区役所10階会議室

4時☎（3412）6857※ホームページか当

㈬午前10時15分、11時 場所 生涯学習セ

定員（先着順）①各8組（1組1時間程度）

申込締切日 4月17日㈫

日会場で申込み

ンター4階和室さくら 対象 区内在住の平

②20人※区内在住の方優先

申込み・問合せ 台東区社会福祉協議会

③フリーマーケット推進ネットワーク（午

成28年10月11日～29年10月10日生まれ
の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

理士

前9時～午後6時）☎048（268）8711
問合せ 台東区清掃リサイクル課

※子供1人につき1回まで、いずれの回・会

住所・氏名・年齢・電話番号を電話かファッ

☎（5246）1291

場とも同内容

クスで下記問合せ先へ

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

合せ先へ※申込みは保護者に限る

11日㈮ 問合せ 子育て・若者支援課

あい館ひまわりの３階リサイクル情報交換

申込開始日 3月28日㈬

☎（5246）1341

講師 臨床心

申込方法 催し名（①・②、複数選択

可）
・希望時間（①のみ）
・参加者全員の

申込方法 電話か直接下記問

申込締切日 5月

FAX （5246）1289

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

●映画「マジックツリーハウス」 日時 4月

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

21日㈯午前10時10分、午後2時（各30分

パネルに掲示しています。
ゆずります ベビーバスチェア、車いす、

前開場） 場所 生涯学習センターミレニア
ムホール 対象 中学生以下の子供と保護者

同じ障害のある相談員が、自身の経験を踏

ブルーレイディスク

定員 各270人※4月1日㈰から中央図書館

まえて相談に応じます。

ゆずってください 剣道防具、子供用自転

こどもとしょしつで整理券を配布（家族単

車20インチ、電子ピアノ

位・先着順・座席は選べません）

※上記の情報は3月1日現在の内容です。詳

●おはなし会①「絵本とわらべうた」
（0～

しくは、下記へお問合せください。

3歳） ②「長く愛されている絵本を中心に」

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイクル

(3～5歳)

ショップ☎（3866）8361

ト」
（3歳以上） ④「日本全国、いろんな

たなかスポーツプラザのグラウ
ンドを無料開放しています

③「いろいろな絵本でコンサー

ピアカウンセリングをご利用く
ださい

障害名
（相談員）

☎（5828）7507

NPOのための個別相談
日程（内容）4月18日㈬
（労務）
、
19日㈭（会

計・税務）
、20日㈮（法律） 時間 午前10
時～正午 対象 地域で活動する非営利の団
体

定員 各2組（先着順） 申込方法 希望

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号
を電話かファックスまたはメールで下記問
合せ先へ

申込締切日 各開催日の1週間前

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

受付日時

FAX （3847）0190

視覚
第1土曜日
（野末正之氏） 午後1時～4時

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

下谷青年学級

肢体不自由 第3土曜日
（阪本由起子氏）午後1時～4時
聴覚
第4土曜日
（折山曜三氏） 午後1時30分～4時30分

・下谷青年学級に参加してみませんか 知

11時 ②11時40分 ③午後2時 ④3時

対象 区内在住か在勤の方

スポーツなどの活動を通して交流や生活に

言葉」
（小学生)

日時 4月22日㈰①午前

申込方法 障害

的障害のある方が、
学習講座やバスハイク・

場所 生涯学習センター1階アトリウム

名・氏名・電話番号を電話かファックスで

必要な学習を行っています。

親子でキャッチボールなどができます。

●大好きな本をテーマにした絵を募集しま

下記問合せ先へ※聴覚障害は1週間前の金

月～31年3月

日時 毎週土曜日午前9時～午後0時30分

す

曜日までに申込み

午前9時～午後4時※クラブ活動（希望者

※雨天中止、東門から入場

央図書館こどもとしょしつ

品

持ち物 運動用

場所・問合せ たなかスポーツプラザ

☎（5808）7410

展示日 4月21日㈯・22日㈰

場所 中

対象 幼児～高

校生（親子で参加可） 申込方法 中央図書

場所・問合せ 障害者

自立支援センター（松が谷福祉会館内）

のみ）を午前中に実施 場所 柏葉中学校

☎（3842）2672

対象 次のいずれかに該当する高校生以上

FAX （3842）2674

館こどもとしょしつで参加票を受け取り、

清島温水プール
大人のためのプール教室

業生 費用 年額1,500円（教材費）
、500
日時 4月5日㈭、5月10日㈭午後1時～4時

●すきな本の花 子供たちに書いてもらっ

ロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまで

た好きな本の紹介カードを展示します。

の25メートル完泳を目指す初心者向けの

展示期間 4月21日㈯～29日㈷ 場所 中央
図書館こどもとしょしつ 対象 幼児～中学

日時 5月10日

在学 ②台東区立中学校特別支援学級の卒

ル以内・希望者に配布）と一緒に提出

①第1期 初心者水泳教室 初めてからク

グループレッスンです。

で知的障害がある方 ①区内在住か在勤・

無料建築相談室

作品（画用紙四つ切38×54センチメート
申込締切日 4月18日㈬

活動期間 4

活動日時 日曜日（月1回）

円（クラブ活動費・希望者のみ）※活動内
容により、別途（施設入場料・交通費等）

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

実費負担あり

☎（5246）1468

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」

・活動を支援するボランティアを募集して
います 教員を目指す学生や知的障害につ
いて知識がある方等、一緒に活動してみま

～6月14日の木曜日（全6回）午後2時～

生

4時（1時間レッスン後1時間自由遊泳）

で4月22日㈰まで配布する本の紹介カード

日時 4月17日㈫、5月15日㈫午後1時～4

せんか。申込方法等、詳しくは下記問合せ

定員 50人（抽選）

に記入し提出するか回収箱へ

時（受付は3時まで） 場所 区役所4階401

先へ

②第1期 ウオーターエクササイズ（水中版

●本の福袋 中身がわからないよう、本を

会議室

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

エアロビクス） 水の特性を使ってさまざ

包んで貸出します。 貸出日 4月21日㈯・

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

まな動きを楽しみます。全身をシェイプ

22日㈰※無くなり次第終了 場所 中央図

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

アップしたい方にお勧めです。 日時 5月

書館こどもとしょしつ 対象 幼児～小学生

受付可

11日～6月15日の金曜日（全6回）午前
11時30分～午後1時30分 定員 90人（抽
選）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 中央図書館こどもとしょしつ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 中央図書館☎（5246）5911

ほか

対象 区内に空き家等を所有して

相談員 宅地建物取引士・建築士

<4月>

申込み・問合せ 住宅課

☎（5246）1468

上旬～5月上旬

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「郷土・資料調査室って
どんなところ？ II」

申込締切日 3月30日㈮

8日
14日

白鷺の舞
（浅草寺境内）
浅草観音うら・一葉桜まつり（一

葉桜・小松橋通り）

対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上の
方 費用 各500円（6回分・保険料含む）

桜をテーマに浮世絵・絵はがき・写真資料・

※レッスン前後の利用は延長料金が必要

文化財資料の優品を展示します。 期間 6

日時 4月19日㈭午後1時30分～4時15分

橋間）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名

月17日㈰まで

対象 区内のマンション所有者

28日・29日

ふりがな

（①か②）
・住所・氏名・電話番号・泳力レ

場所・問合せ 中央図書館

郷土担当☎（5246）5911

ベル（①のみ）を書いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒110－0015

台東区東上

野6－16－8 清島温水プール
☎（3842）5353

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（初級）
日時 ①4月21日㈯

②22日㈰午前11時40

分～午後0時30分 対象 区内在住か在勤・
在学の高校生以上の方

定員 各30人（先

着順） 費用 各250円

申込方法 催し名

（①か②）
・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を電話かファックスで右記申込先へ

（1組45分程度、先着順） 相談員 弁護士

22日

28日

早慶レガッタ（隅田川新大橋～桜
こんこん靴市（玉姫稲荷神社）

泣き相撲（浅草寺暫像前）

子ども家庭支援センターの催し

※往復はがき返信後、来館手続きあり
申込締切日 4月23日㈪（必着）

定員 6組

上野ぼたん祭（上野東照宮）

催し名
歌って笑って親子ゴスペル

日時
4月23日㈪
午前10時45分～11時30分

にこにこパパタイム～ベ 5月12日㈯
ビーマッサージ～
午前10時45分～11時30分
パパも一緒にアニメーショ 4月21日㈯
ンで楽しむ歌とダンス
午前10時45分～11時30分
産後ママのための骨盤メン 5月11日㈮
テナンスヨガ
午前10時45分～11時30分
ジャンベ
「アフリカンドラム」
ちょっと一服

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

区内在住の3歳までの 60組
3月27日㈫ 日本堤子ども家庭支援セ
子供
（先着順）
ンター「にこにこひろば」
区内在住の5か月まで 12組
4月27日㈮ ☎（5824）2535
の子供と父親
（先着順）
区内在住の3歳までの 100組
3月27日㈫ 台東子ども家庭支援セン
子供と父親
（先着順）
ター「わくわくひろば」
区内在住の8か月まで 25組
4月27日㈮ ☎（3834）4577
の子供
（先着順）

4月28日㈯
午前10時30分～11時15分

区内在住の3歳までの 50組
3月27日㈫ 寿 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン
子供
（先着順）
ター「のびのびひろば」
5月8日㈫午前10時30分～11 区内在住の9か月～1 各5組
4月20日㈮ ☎（3841）4631
時、11時15分～11時45分
歳5か月の子供
（先着順）

【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。

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

午前 時～午後５時（最終日は
３時まで）

●消費税及び地方消費税の申告と
納税はお済みですか

平成 年分の個人事業者の消費
税及び地方消費税の申告・納税は、

４月２日㈪が期限です。
※国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」で申告書

件等の場合、一部非公開となる

東京都都市整備局都市計画課

枚）に住所・氏名・電話番号を
書いて下記問合せ先へ

▽申込締切日 ４月 日㈮（消印
有効）

☎（５３８８）３２２５

ことがあります。
▽問合せ 〒
８００１

※個人のプライバシーに関わる案

20

ーを散策」
▽日時 ４月８日㈰午前８時 分

●第 回「泣き相撲」出場者募集
▽日時 ４月 日㈯第１部は午前
時 分、第２部は午後２時
分（荒天時は翌日に順延、浅草
観光連盟ホームページで発表）
▽場所 浅草寺本堂裏広場「暫の
像」前（浅草２ ３ １）
▽対象 平成 年生まれの子供
▽定員
人（抽選）
▽費用 １万５千円（お守り、お

会 員 募 集

☎（３８２１）９００１㈹
浅草税務署
☎（３８６２）７１１１㈹
●第 回東京都都市計画審議会の
傍聴者募集

163

−

集合（雨天中止）
▽場所 竹町公園（集合）～（御
徒町駅から浜松町駅は電車で移
動）～増上寺～芝～東京タワー
～愛宕山（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
☎（３８３３）５９５７
●浅草橋地区健康推進委員主催
春のウオーキング「橋めぐりコー

25

みやげ付き）
の作成ができます（
「国税庁」
▽申込方法 往復はがきに住所・
で検索）
。
ふりがな
氏名・生年月日・性別・電話番 ・郵便等で提出の方へ
号・メールアドレスを書いて左
確定申告書等の控用（手書き作
記問合せ先へ
成）に税務署の受付印が必要な場
▽申込締切日 ４月５日㈭（必着） 合は、控用にも署名・押印の上、
００３２ 台東 返信用封筒（切手貼付）を同封し
▽問合せ 〒
７ 井上ビル３ てください。
区浅草１
階 浅草観光連盟
※申告書等にマイナンバーを記載
☎（３８４４）１２２１
するほか、本人確認書類の写し
●谷中コミュニティ委員会主催
を添付してください。
「台東区こども囲碁大会」
（無料）
※浅草税務署管内の方は、次の送
▽日時 ５月 日㈯
付先へ送付してください。
８６５５ 台東
午後１時 分受付開始
▽送付先 〒
▽場所 谷中小学校ランチルーム
区池之端１ ２
上野合同庁舎税務署事務処理セ
▽対象 ３歳～中学生の初心者か
ンター宛
ら有段者
・振替納税をご利用ください
▽申込締切日 ４月 日㈯
▽申込み・問合せ 大橋
「預貯金口座振替依頼書兼納付
☎（３８２１）５０６３
書送付依頼書」を４月２日㈪まで
に提出すると、指定の預貯金口座
から振替日に自動的に納税が行わ
れます。
●社交ダンス「スマイル」
（初心
▽振替日 ４月 日㈬
を利用
者・初級者のみの専門コース）
※自宅などから
して、電子納税することができ
ます（要事前登録）
。
▽問合せ 東京上野税務署
▽日時 毎週木曜日
午後３時 分～４時 分
▽場所 今戸社会教育館ほか

▽問合せ 市村

【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。
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▽会費 月額２千円、入会金１千円
▽問合せ 斉藤
☎（３８７３）６６７５
たいきかい
（初心者歓迎）
●将棋「台棋会」
▽日時 第１ ３月曜日
午後６時～８時
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 入会金３千円

▽日時 ５月 日㈭
午後１時 分
▽場所 都庁内会議室
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがき（１人１

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。

28

11

☎（３８４１）４８００

−
22

28

29
−

12

▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー
▽問合せ 栗原

30

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が３月１日に開催され、
☎（３６１４）７１７５
●家庭倫理講演会
～テーマ「ともに生きる」～
▽日時 ４月 日㈯午前 時 分
～正午（受付は 時から）
▽場所 生涯学習センター ミレ
ニアムホール
▽費用 １千円
▽問合せ 家庭倫理の会 藤田南
☎０９０（２４６５）７７１８
●竹町地区健康推進委員主催ウオ
ーキング「増上寺・芝・東京タワ
ス」
（予約不要）
▽日時 ４月 日㈯午前９時 分
集合（雨天中止）
▽集合場所 柳北公園
▽行先 吾妻橋
▽持ち物 飲み物、帽子、タオル
※動きやすい服装・履きなれた靴
で参加
▽問合せ 浅草橋地区健康推進委
員リーダー 田村
☎（５８３３）３１１８
●台東区女流舞踊家に選る舞踊集
団浅路会舞踊公演
▽日時 ４月８日㈰午前 時（開
場 時 分）
▽場所 生涯学習センター ミレ
ニアムホール
はなぶさ
▽問合せ 浅路会 英
☎（３８７６）８７２３
●すこやか講座 「咳のおはなし
～その咳、かぜではないかもしれ
ません！～」
▽日時 ４月 日㈯午後１時 分
～３時

11

▽場所 浅草寺福祉会館（浅草２
８）
人（先着順）
▽定員
▽講師 中山智子（副院長）
▽申込み・問合せ 浅草寺病院
（日曜日・祝日を除く午前９時
～午後４時 分）
☎（３８４１）３３３０
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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。
「祭り」による東京２０２０大
会に向けた機運の醸成について
ほか７件

1～7日
Ａ
●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
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
からのお知らせ
●第34回 浅草芸能大賞 part1（第35回
B
浅草名人会・式典）
（40分）
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30
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15～21日
●第66回 東京藝術大学卒業・修了作品
台東区長賞・台東区長奨励賞授与式（6 31
B
分）
●平成29年度 アトリエ化支援事業（14分）
午前9時26分
●たいとう音頭～みんなから愛されるたい
C
とう音頭（14分）
●旧作品 台東区の伝統工芸③（6分）
8日～5月5日
午前9時54分
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動 22～28日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁 ●立志式に携わる中学生と区長との語る会
B
からのお知らせ
（20分）
●みんな知ってる？コンゴ共和国とオカピ
8～14日
C
●第34回 浅草芸能大賞 part2（受賞記 のこと（14分）
●見たい
知りたい
文化財
今戸焼職人
B
念公演）（40分）
白井裕一郎氏（6分）
午前9時54分
○放送時間のご案内
29日～5月5日
A 午前9時 B 午前9時20分
●祝！全国大会金賞 富士小学校吹奏楽部
C 午前9時40分 《再放送》同じ日のそれ
B
記念演奏会（20分）
ぞれ午後1時台と午後5時台と午後9時台
●旧作品
第10回
浅草橋紅白マロニエま
◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
C
▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041 つり（20分）

催しものなど

4月の区役所 制作番組案内
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●第 回「墨英会」第５回「墨友
会」水墨画合同展
▽日時 ３月 日㈯～４月４日㈬

平成30（2018）年 3月20日
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