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区の世帯と人口（1月1日現在）
住民登録

フセツくん（書道博物館の創設者
である中村不折が描いた自画像）

前月比

世 帯 数

118,858（−104）

人

199,292（−115）

口
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特別展
おう

ぎ

し

3月3日㈰
まで

みちのり

「王羲之書法の残影 ―唐時代への道程―」
がんしんけい

王羲之が活躍した東晋時代と、顔真卿などが活躍した唐時代は、書が最も高い水準に到達しました。南朝の洗練された書、そして
雄偉で構築性にとんだ北朝の書が、隋の統一で融合し、唐時代に楷書美が完成するまでの流れを紹介します。

東晋時代
王羲之の行書
おう ぎ

影響

南北朝時代
南朝の字

北朝の字

し

王羲之

東晋時代の貴族で、書を
芸術の域に高めたことに
より、
「書聖」と称される
いぼじょう

「姨母帖」
東晋・4世紀

隋時代

合
融
風の
書
の
北
南

「摩訶般若波羅蜜経 巻第十四」
南朝（梁）・天監11（512）年

唐時代

「始平公造像記」
北魏・太和22（498）年

ギャラリートーク
「王羲之から唐時代へ」

楷書美の
完成！

「蘇慈墓誌銘」
隋・仁寿3（603）年

【利用案内】

本館1階
本館2階
本館では、金属や石に見ることができる文字資料を常設展示しています。

中庭
ミツバツツジ、シャリンバイ、ヤブツバキなど、季節ごとに中庭を彩ります

▷所在地 根岸2－10－4
▷開館時間 午前9時30分～午後4
時30分（入館は午後4時まで）
▷休館日 月曜日（祝休日の場合
は翌日）
、特別整理期間
▷入館料 一般500円、小中高生
250円（未就学児、障害者手帳を
お持ちの方とその介助者は無料）
▷交通案内 JR鴬谷駅北口から徒
歩5分、JR・京成電鉄の日暮里
駅南口から徒歩10分、北めぐり
ん⑫入谷区民館根岸分館（書道
博物館）から徒歩3分

北めぐりん
⑫入谷区民館根岸分館
（書道博物館）

通り
尾 久橋

笹の雪

書道博物館
ねぎし
三平堂

り
橋通
尾竹

画家であり書家でもあ
った中 村 不 折（1866
～1943年）が自身の
作品をはじめ、その半
生にわたり情熱を注ぎ
独力で集めた中国およ
び日本の書道史上重要
な資料を収蔵する博物
館です。収蔵品には、
国の重要文化財・重用
美術品のほか、3000
年も昔の文字を見るこ
とができます。

「九成宮醴泉銘」
唐・貞観6（632）年

▷日時 2月19日㈫午前11時
▷場所 書道博物館
▷定員 20人（先着順）
▷申込方法 往復はがき（1人1枚）
に、住所・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号を書いて下記問合せ先
へ
※聴講無料（当日の入館料が必要）
▷申込締切日 2月12日㈫（必着）

根岸小学校

華学園

子規庵

寛

言

問

（
通り

永

寺

陸

）

橋

交番

北口

JR鶯谷駅

至上野

問合せ 〒110－0003 台東区根岸2－10－4書道博物館☎（3872）2645

東京国立博物館東洋館8室で連携企画 平成館では特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」開催中 期間 2月24日㈰まで
※会期中、東京国立博物館で書道博物館の、書道博物館で東京国立博物館の観覧券の半券を提示で、それぞれ団体割引料金での観覧ができます

プしましたので、ご利用ください。

▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９３

「振り込め詐欺」にご注意
ください
区役所などの職員が、
「医療費
や保険料の還付金」
「給付金」
「マ
イナンバー」などの手続きのため
に、次のような電話をすることは
ありません。
・ＡＴＭ（銀行・コンビニ等の現
金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座などの個人情報を照会
する
・手数料などの振り込みを求める
このほか、息子や孫などを装っ
た「振り込め詐欺」の電話にもご
注意ください。
不審な電話がかかってきたら、
迷わず 番または、最寄りの警察
署や区役所にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

民 生 委 員・児 童 委 員 が退
任しました

ー、台東保健所、浅草保健相談
センター、区民事務所（区ホー

税の申告に関するお知らせ

ムページ
「パブリックコメント」
ＩＤとパスワード方式を利用し
●確定申告書作成会場の開設、申
から閲覧・応募可）
て、ｅ‐Ｔａｘで送信すれば申告が
告書等の郵送先について
▽応募締切日 ２月 日㈬
台東区の確定申告書作成会場は、 完了します（源泉徴収票などの添
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
。
左記の期間中、東京上野税務署内 付書類は提出不要）
☎（３８４７）９４６６
※ＩＤ・パスワード方式とは、税
に開設します。
務署でＩＤとパスワードを受け
▽期間 ２月 日㈪～３月 日㈮
社 会 教 育 関 係 団 体の 登 録
取るだけでｅ‐Ｔａｘを利用で
（土・日曜日を除く）
更新について
きる方式です。従来の方式のｅ
‐
※２月 日㈰・３月３日㈰は東京
「社会教育関係団体登録証」の
Ｔａｘについても、引続き利用
国税局で相談・受付
有効期限は３月 日㈰です。
できます。
▽受付時間 午前８時 分～午後
登録団体には１月上旬に更新の
※国税庁ホームページの「確定申
４時（提出は５時まで）
案内を郵送しました。内容を確認
告書等作成コーナー」では、所
▽相談時間 午前９時 分～午後
し、更新手続きを行ってください。
得税の確定申告書をスマートフ
５時（午前８時 分受付開始）
１月 日㈭までに案内が届かな
ォンでも作成できます。
※初日と最終週は、特に混雑しま
い団体や、新たに登録を希望する
す。混雑している場合は、早め ▽問合せ ｅ‐Ｔａｘ・作成コーナ
団体は、左記へお問合せください。
ーヘルプデスク
に受付を終了する場合がありま
▽問合せ 生涯学習課
☎０５７０（０１）５９０１
す。なるべく早めにお越しくだ
☎（５２４６）５８２１
●税理士による無料申告相談～申
さい。
▽場所 東京上野税務署６階（池 告書を作成して提出できます～
）
之端１ ２
※浅草税務署内には会場はありま
せん。
▽申告書等の郵送先
都営住宅入居者募集
・東京上野税務署管内の方
（東京都公募）
８６０７ 池之端１ ２
〒
上野合同庁 舎「 東 京 上
野税務署」宛
・浅草税務署管内の方
８６５５ 池之端１ ２
〒
上野合同庁 舎「 税 務 署
事務処理センター」宛
●確定申告書の作成は、国税庁ホ
▽募集住宅 家族向（ポイント方
式）
、単身者向・シルバーピア
（抽選方式）
※申込みできる世帯が限定されて
います。詳しくは、左記へお問
合せください。
▽申込書配布期間 ２月４日㈪～
日㈬（閉庁日を除く）
▽申込書配布場所 区役所１階戸

住宅
まちづくり

13

区選挙管理委員が決まりました
月 日に開催された平成
年第４回区議会定例会の本会議
で、区選挙管理委員が選ばれま
した。
●区選挙管理委員（敬称略）
歳
・実川利隆
谷中１
歳
・高柳良夫
柳橋２
歳
・茂木孝孔
谷中７
歳
・大多喜義慶
上野公園
なお、 月 日に開催された
区選挙管理委員会で、実川利隆
委員は委員長に、高柳良夫委員
は委員長職務代理者に選任され
ました。
▽問合せ 選挙管理委員会事務
局☎（５２４６）１４６１

教育委員が決まりました
月 日に開催された平成 年
第４回区議会定例会の本会議で、
末廣照純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）
末廣照純（再任） 歳
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

▽退任委員（担当区域）
～ ）
・鈴木明雄氏（浅草５
・青田時子氏（谷中７ １～ ）
▽問合せ 福祉課
☎（５２４６）１１７２

籍住民サービス課・５階⑩番住
宅課、区民事務所・同分室、地
区センター

ームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用すると便利です
国税庁ホームページの「確定申

告書等作成コーナー」では画面の
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、所得税
及び復興特別所得税、贈与税、個

の提出の都度必要です
所得税及び復興特別所得税・個

人消費税等・贈与税の申告書には、
マイナンバー（個人番号）の記載
が必要です。税務署では申告書を

提出する際に、本人確認を行いま
すので、申告する本人の本人確認
書類（左図）の提示または写しの

添付が必要です。

※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
（マイナンバーカードは両面）
。
※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
たは写しの提出は不要です。

東京上野税務署
☎（３８２１）９００１㈹
浅草税務署
☎（３８６２）７１１１㈹

▽時間 午前９時 分～正午（受 ●住民税（特別区民税・都民税）
、午後１時 第４期分の納期限は１月 日㈭です
付は 時 分まで）
お近くの金融機関・コンビニエ
～４時（受付は３時 分まで）
▽対象 年金受給者、給与所得者、 ンスストア（バーコードが印字さ
れている物に限る）
、区役所、区
民事務所・同分室で忘れずに納め
てください。また、
納付の際は
「領

小規模納税者など（土地・建物
・株式などの譲渡所得がある方
や税理士に依頼されている方を

●マイナンバーの記載や本人確認
書類の写しの添付等は、申告書等

記帳でお願いします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

収証書」
（コンビニエンスストア
除く）
※混雑している場合には、受付を はレシートも発行されます）を受
大切に保管してください。
早めに締め切る場合があります。 け取り、
いずれも車での来場不可。申告 口座振替（自動払込）を利用する
書の提出のみの方は、税務署に 方は、残高にご注意ください。引
直接持参するか、郵送で提出し き落としの確認は、預貯金通帳の
てください。

31

31

※東京都住宅供給公社ホームペー
ジからダウンロード可
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター
☎（３４９８）８８９４
▽問合せ テレホンサービス
☎（６４１８）５５７１

すくなりました

30

30

15

19

12

台 東区 防 災アプリをご利
用ください

年 度 台 東区 食 品 衛 生監
視 指 導 計 画（ 案 ）へのご
意見を募集しています

2月5日 ㈫・6日
㈬（年金受給者、
浅草税 給与所得者など）台東区民会館
務署管
8階第2会議
2月7日 ㈭・8日 室
内
㈮（小規模納税
者など）

30

30

人消費税等の申告書や青色申告決
算書などを作成できます。
※申告期間中は、 時間（メンテ
ナンス時間は除く）利用可
・ｅ‐Ｔａｘが１月から、利用しや

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（個人番号カード）
マイナンバーカードをお持ちでない方
身元確認書類
番号確認書類
・通知カード
・運転免許証
・住民票の写し
・公的医療保険の被
・住民票記載事項証
保険者証
明書
＋ ・パスポート
などのうちいずれ
・身体障害者手帳
か1つ（ マイナン
・在留カード
バーの記載がある
などのうちいずれ
ものに限る）
か1つ

問合せ

場所

日程

31

台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７
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71

72

25

▲アイフォーン用
二次元コード

▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所３階⑦番区政情報コーナ

2月4日 ㈪・5日 区役所10階
東京上 ㈫
1002会議室
野税務
2月7日
㈭・8日
金杉区民館1
署管内
㈮
階第2集会室

11

25

18

−
22

24

21 72

13

110

12

19

▲アンドロイド用
二次元コード

− −
64

お知らせ

20

12

災害発生時の区民に対する避難
所開設情報や来街者を含む帰宅困
難者に対する一時滞在施設開設情
報の提供を行います。
より使いやすくバージョンアッ

31

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
放送を実施します

11

12

▲実川利隆
▲高柳良夫
▲茂木孝孔
▲大多喜義慶
▲末廣照純

屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
▽日時 ２月 日㈬
午前 時頃

平成31（2019）年 1月20日
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第 1221 号 （2）
広報

【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ご相談
ください。 ▷日時 月～土曜日(第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く)午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847－3611〉

広報

（3） 平成31（2019）年 1月20日
靴等の
打抜型

こ じま

清川1－14－9

幸一

台東区には、下町の歴史のなかで育まれてきた技と伝統を今に伝える職人
や、靴、かばん、帽子の製造など、さまざまなものづくりの優れた技能をお
持ちの方がたくさんいます。
区では、こうした方を「台東区優秀技能者」として顕彰しています。30
年度は5人（地場産業部門1人、伝統的産業部門4人）を1月10日に顕彰しま
したので紹介します（順不同・敬称略）。

小島製作所

コークスで鉄を熱して成形する伝統的な技
法にのっとり、高い強度を持つ打抜型を製
作する希少な職人です。靴の打抜型刃物製
作をメインに、さまざまな製造事業者から
のオーダー刃物の製作に意欲的に取り組ん
でいます。

東京銀器

いずみ

浅草文化観光センターで技能者を紹介するパネル展を開催中
期間 2月6日㈬まで

▽

問合せ

伝統的産業部門

けんいちろう

泉

健一郎

神輿

浅草2－26－5 SDSビル201
銀泉 いづみけん

おん だ

恩田

駒形2－6－6

い ぶき

修

大嶋屋恩田

伊吹 俊 行

江戸押絵
羽子板

押絵のみならず下図から作成でき、無地の
きんしゃ
紗や
布には手描きで複雑な模様を入れ、金
りん ず
綸子といった薄い絹織物でも仕上げること
ができます。後継者育成にも積極的に関わ
り、業界の振興にも尽力しています。

新成人の皆さんへ 歳に
なったら「国民年金」

☎（５２４６）１２５３
国民健康保険課後期高齢者医療
係☎（５２４６）１２５４

※加入している全ての方に送付す
るものではありません。
▽問合せ 国民健康保険課給付係

き手が亡くなったときなど、あな
たや家族を守ってくれます。
学生や収入が少なく納付が困難

国民年金は、老後の生活の保障
だけでなく、万が一、病気やけが
で障害が残ったときや、一家の働

か、本人確認できる物を持って、
区役所３階①番国民年金係にお越
しください。

60

20

医療費通知を送付します

20

保険・年金

●国民健康保険・後期高齢者医療
制度

20

な方は、
「学生納付特例」や「納
付猶予」などの保険料の支払いを
猶予する制度がありますので、国

障害基礎年金や遺族基礎年金が受
けられなくなったり、将来の老齢
基礎年金の額が少なくなります。

東京藝術大学生により制作された台東区長賞作
品をはじめ、区が所蔵する絵画や彫塑を展示し
ています。 期間 2月10日㈰～3月8日㈮※「嘉
納治五郎像」は8月9日㈮まで（予定） 場所 区
役所1階台東アートギャラリー 展示作品 「敦
煌莫高窟壁画第302窟 前室部南壁 仏説法図
（隋）
」阿部好克作、
「敦煌莫高窟壁画第445窟
南壁 阿弥陀浄土変相（盛唐）
」野口満一月作・
落合史津子作・宍道圭作・松坂慎一作、
「嘉納
治五郎像」朝倉文夫作 問合せ 文化振興課
☎（5246）1153

☎（５２４６）１２６２

台東アートギャラリー等の
展示作品をご覧ください

詳しくは左記へお問合せくださ
い。
▽問合せ 区民課国民年金係

推進ネットワーク☎048（268）8711（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後6時）
・タイムマシーンカンパニー 日時 2月10日㈰午前10
時～午後3時 出店数（予定）20店 出店料 2,000円
申込み・問合せ タイムマシーンカンパニー
☎050（3616）3300（土・日曜日・祝日を除く午前
10時～午後5時）
・リサイクル推進友の会 日時 2月23日㈯午前9時～
午後4時 出店数（予定）40店 出店料 2,000円※区
民は会ホームページから予約で1,500円
申込み・問合せ リサイクル推進友の会
☎（3412）6857（土・日曜日・祝日を除く午前10
時～午後4時）
・里彩くるカエル倶楽部 日時 2月24日㈰午前8時～
午後4時 出店数（予定）15店 出店料 1,500円
申込み・問合せ 里彩くるカエル倶楽部
☎090（3068）3534（土・日曜日・祝日を除く午
前8時～午後4時）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 花川戸公園※車での来場不可、天候により中止の
場合あり 問合せ 清掃リサイクル課☎（5246）1291

民年金加入の手続きと併せて申請
してください。加入手続きが遅れ
たり、保険料の納め忘れがあると、

〒110－8615 台東区役所交通対策課
問合せ
自転車対策担当☎（5246）1305

日本に住む 歳以上 歳未満の
保険診療にかかる医療費等（柔
全ての方は、国民年金に加入し、
道整復師、鍼きゅう師、マッサー
保険料を納めることになっていま
ジ師等の施術費用を含む）を記載
しています。受診内容等の確認や、 す。就職して、厚生年金に加入し
ている方を除き、 歳になったら
健康管理、医療費管理にご活用く
国民年金の加入手続きが必要です。
ださい。

▷当落選通知発送日 3月4日㈪
▷名称（所在地）
①（仮称）日暮里駅西口谷中霊園口(谷中7－16
先および21先、JR構内の日暮里駅西口北側が
閉鎖になり移転）
②日暮里駅西口南側（谷中7－15地先）
③三ノ輪（三ノ輪2－15地先）
④厩橋（駒形2－1地先）
⑤隅田公園（花川戸1－1）
⑥上野駅中央口前（上野7－1地先）
⑦上野駅浅草口前（上野7－3地先）
⑧上野駅地下鉄本社前(東上野3－19地先）
⑨上野駅南(上野6－7地先）
⑩池之端(池之端1－1）
⑪上野駅西(上野6－16地先）
⑫上野駅東(東上野3－18地先）

年金事務所から送られる「国民年
金被保険者関係届書（申出書）
」
に記入し、年金事務所に返送する

●リサイクル活動室出前講座「パッチワークをやって
みよう」 日時 2月16日㈯午後2時～4時 場所 入谷区
民館第一集会室 定員 10人（先着順） 費用 100円（材
料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
☎（3866）8050
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれあい館ひま
わりの3階リサイクル情報交換コーナーでは、家具･電
化製品などの「ゆずります」｢ゆずってください｣ の情
報をパネルに掲示しています。
ゆずります オイルヒーター、チャイルドシート、掃除
機、炊飯器
ゆずってください ガスファンヒーターストーブ、一輪
車
※上記の情報は1月4日現在の内容です。 問合せ 環境
ふれあい館ひまわり☎（3866）8361
●フリーマーケット出店者募集
・フリーマーケット推進ネットワーク 日時 2月3日㈰
午前10時～午後3時 出店数（予定）30店
出店料 2,000円
申込み・問合せ フリーマーケット

㈱真多呂人形

国民健康保険に加入の方は２月
上旬、後期高齢者医療制度に加入
の方は１月下旬にお送りします。

リサイクル

伝統的産業部門

けんきち

加藤 健 吉

自転車置場利用者募集

▷利用期間 4月1日㈪～32年3月末
▷利用手数料 年間3,000円
▷申込方法 往復はがきの「往信」の裏面に希望
置場名称（①〜⑫）
・住所・氏名・電話番号・
区主催の自転車安全利用講習会受講の有無、在
勤（学）の方は、勤務先（学校）名・所在地、
「返
信」表面に住所・氏名を書いて、右記問合せ先
へ（抽選・電子申請可）
※法人は不可。
1人1枚1か所のみ。
往復はがき以外・
重複申込み・記入不備は無効。記入不備につい
ての問合せは行いません。
※区主催の自転車安全利用講習会受講者、区内在
住の方を優先
※必要に応じて本人確認書類等で住所の確認を行
う場合あり
▷申込締切日 2月4日㈪（当日受信・消印有効）
※4月以降も空きがあれば、随時受付
※利用は申込者本人のみで、家族を含む他者への
譲渡・貸与等は不可

㈱岡田屋布施

か とう

上野5－15－13

大嶋屋恩田の六代目として伝統技術の習得
に努め、製作技術を磨き、台東区や東京都
の催しに積極的に参加しています。東京提
灯業組合員として実演や製作体験を指導し、
業界の振興および宣伝に尽力しています。

伝統的産業部門

としゆき

数ある神輿制作工程の要ともいえる木地部
分を製作する職人としてあまたの江戸神輿
の製造、修理を手掛け、江戸神輿の普及、
発展に努めています。卓越した技術を後世
に伝えるべく、後進の指導、育成にも尽力
しています。

伝統的産業部門

おさむ

平成31年度

時間 午前9時～午後8時
産業振興課☎（5246）1131

雷門1－16－5

銀製品の一貫製作（鍛金、彫金、寄せ物、
仕上げ）をする職人が少なくなる中、優れ
た技術・技法を持ち、消費者から高い評価
を受けています。また、組合役員を長年に
わたり務め、国および都伝統工芸士として、
後継者の指導育成に貢献しています。
江戸
手描提灯

下町の職人技 台東区優秀技能者を顕彰

地場産業部門

こういち

小嶋

第 1221 号

【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〉

広報

お店の店主やスタッフが講師と
なり、そのお店ならではの専門的

な知識やコツなどを教えてくれる
ワークショップ型のゼミです。
開催店舗等、詳しくはパンフレ

※材料費が必要な場合あり

▽申込方法 パンフレットをご覧
になり、各開催店舗へ電話で申
込み

▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）
☎（５２４６）１１４２

●保育士 業務内容 乳幼児の保育等 勤務形態 土曜日を含む月17日・
1日8時間（休憩1時間含む）※早番・遅番等あり
給与（月額）205,800円※別途交通費支給（上限月額2万円）
、社会保
、
険加入 申込方法 履歴書（写真貼付・備考欄に「保育士」と記入）
作文（題名「乳幼児の『遊び』の意義」800字程度）
、
資格証明書（見
込みの方は見込み証明）の写しを「非常勤職員希望」と書いた封筒
で下記問合せ先へ郵送か持参
●①土曜勤務保育士 ②短時間保育士 業務内容 ①乳幼児の保育等
②延長保育の保育等 勤務形態 ①毎週土曜日・1日8時間（休憩1時間
含む）※早番・遅番等あり ②土曜日を含む月20日・1日2時間（午前
7時30分～10時30分か午後4時15分～7時30分の間の2時間）
給与 ①日額12,100円 ②月額69,160円※別途交通費支給（上限月額2
、
万円） 申込方法 履歴書（写真貼付・備考欄に希望の職種を記入）
作文（題名「保育園における事故予防と安全管理」
）400字程度）
、
資格証明書（見込みの方は見込み証明）の写しを「非常勤職員希望」
と書いた封筒で下記問合せ先へ郵送か持参
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 保育士資格をお持ちの方（31年3月31日までに取得または登録
見込みの方を含む） 雇用期間 31年4月1日～32年3月31日 勤務地 区
立保育園 募集人数 若干名 選考方法 書類選考の上、面接
申込締切日 2月13日㈬（必着） 問合せ 〒110－8615 台東区役所児
童保育課保育運営係（区役所6階⑧番）☎（5246）1233

ット（下記問合せ先で配布、区ホ
ームページからダウンロード可）
をご覧ください。
▽期間 ２月１日㈮～ 日㈭
▽場所 おかず横丁（鳥越本通り

商盛会）
・佐竹商店街振興組合・
末広会商店街エリアの各参加店
舗
▽費用 無料

区立保育園非常勤職員募集
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台東・鳥越まちゼミ

第 1221 号 （4）

▽対象 区内在住の多胎児と保護
者、多胎児を妊娠している方と
そのパートナー

▽定員
組（先着順）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

健康

・

15

で、就寝前に換気する
・室内環境診断を実施します
保健所では、住まいの室内環境
診断を実施し、快適な居住環境作
りのアドバイスをしています。
▽調査内容 室内の空気環境測定、
水道水の残留塩素濃度測定、ダ
ニアレルゲン調査等
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課
☎（３８４７）９４５５

11

喘息児水泳教室

10

子育て・教育

26

子育て心理相談（予約制）

30

16

26

20

11

結露を防止しましょう
～快適な居住環境をめざ
して～

精神保 健 福祉業 務
（デイケア・認定調査等）
対象 保健師資格をお持ちの
方 雇用期間 31年4月1日 ～
32年3月31日 勤務形態 月
16日・午前8時30分～午後5
時15分、 月20日・ 午 前9時
～午後4時
給与（月額）237,900円（ 交 通
費別途支給） 選考方法 書類
選考、面接、健康診断
申込方法 履歴書
（顔写真貼付）
・資格証明書の写しを下記
問合せ先へ※申込みの際は
必ず、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。
問合せ 〒110−0015
台東
区東上野4−22−8 台東保
健所保健予防課
☎（3847）9405

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「出産後、気分が落
ち込みがち」などの相談に、専門
カウンセラーが応じます。
▽日程・場所 ①２月 日㈬・浅
草保健相談センター ②２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、就学前まで

保健所非常勤保健師
募集

30

30

医師・看護師が付き添い、水泳
指導員が指導します。
▽日時（全 回・予定） ５ ６
月（前期）
、 ・ 月（後期）
の水曜日（５月１日、６月 日
を除く）

午後４時 分～６時 分
▽場所 清島温水プール

▽対象 区内在住の小中学生
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 左記問合せ先で配布
する参加希望調査票に記入し郵
送か持参
▽申込締切日 ２月 日㈭（必着）
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４９２
28

30

30

冬は結露が発生しやすくなりま
す。原因は、室内の湿った空気が
壁や窓ガラスなどで冷やされて、

空気中の水分が水滴となる現象で
す。
放置すると建材や壁紙を傷めた

り、カビを発生させたりします。
・結露を防止するポイント
①調理中や炊飯時は、必ず換気
扇を回す ②入浴後は浴室の戸を

閉め、浴室の換気扇や窓を利用し
換気する ③洗濯物をなるべく室
内に干さない ④夜間は室温が下

がって結露が発生しやすくなるの

40

業務内容

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

10

ふたごちゃん、み つ ご ち
ゃん集まれ！～交 流 会 ～

▽日時 ２月２日㈯
午前 時～正午
▽場所 台東子ども家庭支援セン
ター

平成31（2019）年 1月20日

妊婦さん向け交流会、育児相談
妊婦さん向け交流会（予約制）
「1～3か月児の育児相談」の中で、先輩パパ・ママや赤
ちゃんと、妊婦さんとの交流会があります。子育て等に
ついての情報交換をしてみませんか。
日時
2月16日㈯午後3時～3時30分
2月27日㈬午後3時～3時30分

場所
浅草保健相談センター
台東保健所

対象 区内在住の妊婦とそのパートナー 定員 10組程度
（先着順） 申込方法 電話で下記問合せ先へ

育児相談
内容 身体測定・保健師等の相談 持ち物 母子健康手帳
●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
2月16日㈯午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
2月27日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
2月5日㈫午前10時～11時
谷中区民館
生涯学習センター4階
2月7日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
2月8日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
2月13日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
2月15日㈮午前10時～11時
今戸児童館
2月21日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
2月20日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
2月26日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

問合せ

浅草保健相談センター☎（3844）8171
台東保健所保健サービス課☎（3847）9497

松が谷福祉会館非常勤職員募集
①言語聴覚士・作業療法士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
言語または作業機能訓練・指導（集団・個別）
・
相談 対象 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）
勤務形態 月16日・午前8時30分～午後4時45分（休
憩1時間含む） 募集人数 各1人
給与（月額）269,236円
②臨床（発達）心理士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
心理相談・発達評価・指導（集団・個別） 対象 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） 勤務形態 月16日・午
前8時30分～午後4時45分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（月額）269,236円
③障害者生活介護（成人対象）
職務内容 心身障害者の日中活動支援・日常生活介
助（重度心身障害者の移乗介助を含む）
対象 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 勤務形態 月20日・午前9時40分
～午後3時40分※早番、遅番あり 募集人数 同性
介助のため男性1人 給与（月額）224,400円
④看護師（成人対象）
職務内容 心身障害者の健康管理・介助 対象 心身共
に健康で、看護師・准看護師の資格をお持ちの方
（実務経験があることが望ましい）
勤務形態 月20日・ 午 前9時40分 ～ 午 後3時40分
募集人数 1人
給与（月額）252,000円
⑤作業療法士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
作業機能訓練・相談・指導 対象 心身共に健康で
作業療法士の資格をお持ちの方（乳幼児の実務経
験があることが望ましい） 勤務形態 年96回・午前
9時15分～午後3時15分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（日額）20,000円（時給4,000円
×実働5時間）

⑥臨床（発達）心理士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
心理相談・発達評価・指導 対象 心身共に健康で
臨床（発達）心理士の資格をお持ちの方（乳幼児
の実務経験があることが望ましい） 勤務形態 年48
回・午前9時15分～午後3時15分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（日額）20,000円（時給4,000円
×実働5時間）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
雇用期間 31年4月1日～32年3月31日（更新あり）
※別途交通費支給（上限あり） 申込方法 封書に希
望職種を朱書きし、履歴書（写真貼付）、返信用
封筒（長形3号・92円切手貼付）、志望動機（①
〜③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
※申込書類は返却しません
※書類選考合格者のみ面接選考実施
勤務地・問合せ 〒111－0036 台東区松が谷1－4
－12 松が谷福祉会館☎（3842）2671

【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〉

広報

▽申込開始日時 １月 日㈪午前

９時

19日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
12･26日 (個別) 午前9時～10
20日（個別）
発達相談（予約制） 時30分、28日 (集団) 午前9時
午前9時30分～10時30分
30分～11時☎（3847）9497
産婦歯科健康診査
27日午前9時～10時
（予約制）
☎ (3847) 9449
5･27日午後1時30分～2時30 7 ･ 21日午後1時30分～2時30分
歯科衛生相談
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 分☎ (3847) 9449
6日午後1時30分～3時、13
こころの健康相談
日午前10時30分～正午、20 4 ･ 18日午後1時15分～2時45分
区内在住・在勤の方
28日午前9時45分～正午
日午前9時30分～11時
(予約制・前日までに)
☎ (3847) 9497
発達障害個別相談
18日午後2時30分～4時30分 6日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎
（3847）
9405
※予約は左記へ
HIV即日検査
13･27日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
予約専用電話☎ (3843) 5751
18 ･ 26日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、12日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎える
ハローベビー学級
方へ」をご覧になるか右記へ 台東保健所☎（3847）9447 浅
（両親学級・予約制）
草保健相談センター☎（3844）8171

2月3日～3月2日
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
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からの
お知らせ
※3日は午前8時台・午後5時台・7時台・9時台
2月3～9日
●第37回 台東区青少年をほめる運動 表彰式（6
B
分）
●新成人を祝う会（14分）
午前9時26分
●中学生の「税についての作文」表彰式・ズー
C
ムイン税（14分）
●平成30年度 台東区の伝統工芸⑤（6分）
午前9時54分

11ch

2月17～23日
●見たい知りたい文化財 台東区と橋のはなし～
B
上野編～（6分）
●第13回 中学生サミット（14分） 午前9時26分
●旧作品 たいとう・すみだ 江戸浮世絵めぐり
C
～水辺の物語（20分）
2月24日～3月2日
B
●ハローベビー学級（6分）
●弦楽アンサンブル《TGS》コンサート（20分）
午前9時26分
●旧作品 たいとう「介護のお仕事」ガイド（14
分）
午前9時46分

○ 放送時間のご案内
※3日は午前8時台・午後5時台・7時台・9時台
A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時40分
2月10～16日
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と午後
●平成30年度 台東区優秀技能者顕彰（14分） B
5時台と午後9時台
●旧作品 もったいない！食品ロスを減らしましょ
う（20分）
午前9時34分 ◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしてい
ます。
●旧作品 スタンドパイプの取り扱いについて（6
分）
午前9時54分 ▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

－健康づくりに、肥満や生活習慣病などの予防・改善に－

健康増進センターをご利用ください

健康でいきいきとした生活を送るためには、栄養・運動・休養のバランスをとる
ことが大切です。区内2か所にある健康増進センターでは、利用者一人ひとりのラ
イフスタイルや体力に合わせて運動メニューを提案し、健康づくりのお手伝いをし
ます。

上 野 健康増進センター

千 束 健康増進センター

台東区東上野4－22－8
☎（3847）9475

台東区千束3－28－13 千束保健福祉センター1階
☎（5603）0085

健康センター7・8階

21

2月の区役所制作番組案内

浅草保健相談センター☎（3844）8171
15 ･ 27日
午後1時～１時45分
6 ･ 20日
午後1時～１時45分
8日午後1時～2時
☎ (3847) 9449
13日
午後1時～1時45分

たいとうヘルスアップ講
座～血糖値が気になり始
めたら～（要予約 ）

30

第 1221 号

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４４０

20

15

血糖値が上がるしくみから効果
的な運動、食べ方のコツ（試食あ

30

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

12･28日午後１時～１時45分
☎（3847) 9447
14日午後１時～１時45分
☎ (3847) 9447

り）まで１日で学べる講座です。
▽日時 ２月 日㈮
午前 時 分～午後０時 分頃
▽場所 台東保健所３階

事業名
3・4か月児健康診査
（平成30年10月生）
1歳6か月児健康診査
（平成29年7月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成28年1月生）

台東保健所

75

10

▽日時 ２月５日㈫
午後２時～４時
（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階

2月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

▽対象 区内在住のおおむね 歳
未満で、服薬などの糖尿病の治

療を受けていない方
※昨年度までの
「糖尿病予防教室」
と同内容のため、初めての方の

12

30

▽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
お悩みの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

千束児童館が「みんなでラジオ体操プロジェ
クト動画コンクール」で入賞しました

50

東京都が取り組んでいる「みんなでラジ
オ体操プロジェクトラジオ体操動画コンク
ール」で千束児童館が入賞し、都庁で 月
日に行われた表彰式に参加しました。
千束児童館では、子供達の安全推進・健
康維持を目的として例年、夏休みの他、長
期休業中にラジオ体操を行っています。
▽問合せ 千束児童館
☎（３８７４）１７１４

60

おめでとうございます

10

金婚・
ダイヤモンド婚

●金婚
金婚は結婚 周年（ダイヤモン
松永亘浩・喜代子（清川２） ド婚は 周年）を迎えたご夫婦で、
年 月までに申請した方を掲載
舘林繁・房子（谷中２）
。
しています（申請順 敬･称略）
土橋克彦・晴代（蔵前４）
掲載を希望する方は、左記へお
山田英一・美知子（寿３）
問合せください。
●ダイヤモンド婚
宮澤久道・満里子（雷門１） ▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉課
二宮信治・きみ子（浅草橋２） （区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１
30

18

み参加可
人（先着順）
▽定員
▽持ち物 飲み物
※運動できる服装で参加
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利用時間 火～金曜日は正午～午後9時、土・日曜日・祝日は

トレーニング室利用時間 火～金曜日は午後1時～8時30分、土・

午前10時～午後5時30分（月曜日・年末年始は休館）
施設概要 トレーニング室、アクアエクササイズ室、多目的運
動フロア

日曜日・祝日は午前10時～午後5時30分（月曜日・年末年
始は休館） 集会室（和室）利用時間 午前9時～午後9時（月曜
日・年末年始は休館）

方（事前登録が必要） 利用料金 1回
300円（健康度測定は1回3,000円）
利用方法 登録制（下図「利用の流れ」
参照）※登録者以外の方が利用でき
る運動教室もあります。募集は広報
「たいとう」で毎月行います（往復
はがきで要申込み）
。

利用の流れ
健康づくり調査票（身体状況など）
の記入
判定
調査票の内容をもとに健康度測定
が必要かどうか判定
不要な方

必要な方
※費用 3,000 円
が必要

利用事前講習会
施設・設備の利
用方法、トレー
ニング方法の説
明

健康度測定
・尿検査、肺機能
検査等
・安静時心電図、
負荷心電図
・保健相談、栄養
相談

個々に合わせた
運動プログラム
を作成・指導

運動不可

運動可

教室名
内容
教室名
内容
たのしいヨガ 初めての人でも簡単に取り組める内容です。肩や腰の筋
初めてのエア 初めての方や慣れていない方を対象とした教室です。基本
ゆったりヨガ 肉を伸ばし、身も心もリラックスさせましょう。
ロビクス
動作をゆっくり行いながら、気持ち良く体を動かします。
筋力トレーニングと音楽に合わせた楽しいステップを交
ラテン・ジャズ・ポップスなどエキサイティングな音楽に合わ
パワーアップ 互に行い、脂肪燃焼効果を高めます。パンチやキックな
せて全身を動かします。特に脂肪燃焼に効果があります。楽
エアロビクス
スリム
どで体幹をひねり、運動強度を高め、筋力向上や引き
しく動いてストレスも発散させましょう。強度により 3 種類
締まった体づくりを目指します。
の教室があります。
音楽に合わせて全身を動かします。上半身・下半身をリ
音楽に合わせて全身を動かす水中運動です。水の特性であ
エアロビクス ズミカルに動かすことで、心肺機能の向上や頭の体操に
る浮力・水圧・抵抗・水温を利用して、膝や腰への負担を少
アクアビクス
もなります。
なく筋肉に心地良い刺激を与えます。初めての方や慣れて
やさしいエア エアロビクスの基本動作を行います。運動を始めたい方、
いない方でも楽しめます。
ロビクス
体力に自信の無い方でも楽しめます。
生活習慣病の予防を目的とした教室です。有酸素運動・筋
さわやかリズ 音楽に合わせ、リズム体操や筋力トレーニングなどを行
リズム体操
力トレーニング・柔軟運動を分かりやすく説明しながら楽し
ム体操
い、楽しみながら体力の維持、増進ができます。
く体を動かします。
ゆっくりした動きの柔軟運動や呼吸法、体の軸になる筋
気分はアロハ！初めてでも十分楽しめます。美しいハワイア
ボディーバラ
フラダンス
肉を優先的に動かすことで、姿勢の改善や腰痛、肩こり
ンに合わせてゆったりと体を動かして、
心も体も癒しましょう。 ンス
などの予防に役立ちます。
簡単なエアロビクスで脂肪を燃焼させ、ダンベルやチューブ
音楽に合わせた体操、ボールやフラフープ、ダンベルな
シェイプ・THE
などを使った筋力トレーニングでメリハリのある体を目指しま
熟年体操
どを用いたゲーム、筋力トレーニング、柔軟運動など盛
・ボディ
す。体力向上にもお勧めです。
りだくさんです。
やさしい太極 中国古来の武術をもとに、ゆっくりとした動きで呼吸を整え
椅子に座ったり、立ったり、マットに横になったりしな
生き生きリフ
拳
健康増進につなげます。
がらゲームや簡単な体操を行います。ほとんど運動をし
レッシュ体操
リラックスヨガ リラクゼーションを目的とした、初歩的なヨガを行います。
たことのない方でも、楽しめる内容です。
高齢者のため
簡単な運動用具を利用して、下肢筋力 ･ バランス感覚 ･ 柔軟性を向上させるための運動を行います。手・指等の簡単な体操や柔軟運
の足腰元気体
動等も組み込んだ楽しい運動です。転倒予防・筋力向上と仲間づくりに役立ちます。
操

利用案内

対象 区内在住か在勤の18歳以上の

かかりつけ
医に相談

トレーニング開始（1年更新）

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

広報
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催 し も の など
日本オーストリア友好150周年
交流推進事業ウィンターコンサ
ート「オーストリアの調べ～ウィ
ーンからの新しい風～」

第 1221 号
アジアの伝統・アジアの現代20
19「 第39回奏 楽 堂トーク&コ
ンサートシリーズ」
ラナート（タイの木琴）の名手を迎えて開
催する、タイと日本の作曲家による室内楽

後4時30分（最終日は3時30分まで）

●バックヤードツアー（要申込） 非公開

場所 生涯学習センター

部分をご案内します。 日時 2月6日～3月

問合せ 学務課

☎（5246）1416

ミレニアムホールふれあいコン
サート
「おとあそび♪親子音楽会」

6日の水曜日（2月20日を除く）午前9時
25分（10分程度） 申込方法 往復はがき
に希望日・住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて下記問合せ先へ

申込締切日 各開

作品の演奏会です。 日時 2月22日㈮午
後6時30分開場、7時開演 場所 旧東京音

小さな子供と家族が楽しめる参加型コン

●ギャラリートーク 展示作品などの見ど

オーストリア大使館が招く、オーストリア

楽学校奏楽堂

入場券（全席自由）3,000円

サートです。 日時 3月2日㈯午後2時～3

ころを解説します。 日時 2月20日㈬午後

クラシックトリオの来日に合わせた演奏会

申込方法 催し名・希望枚数・氏名・電話

時30分 場所 生涯学習センターミレニア

2時（30分程度）

です。

番号を電話かメールで下記申込先へ

ムホール 対象 0歳～小学校3年生と家族

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定員 300人（先着順） 出演 東京藝術大学

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

おとあそび♪音楽隊、ほか

曲目 おはな

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

日時 2月21日㈭午後6時30分開

場、7時開演
ニアムホール

場所 生涯学習センターミレ
対象 区内在住か在勤・在

学の方※未就学児の入場不可

区内在住か在勤の方を抽選で25組50人
ご招待

定員 260
人（抽選） 出演 ヴェラ・カルナー（クラ

はがきに「奏楽堂トーク＆コンサート」
・

リネット）
、ドミニク・ワグナー（コント

名を書いて下記問合せ先へ

ラバス）
、マチェイ・スカルベク（ピアノ）
申込方法 希望人数（2人まで）
・住所・氏名・

住所・氏名・電話番号、在勤の方は勤務先

用 問合せ 〒110－0001 台東区谷中7
－18－10 朝倉彫塑館

申込み・問合せ 〒151－0061

問合せ 生涯学習課☎（5246）5812

☎（3821）4549

渋谷区初

議会アジアの伝統・アジアの現代コンサー

ックスで下記問合せ先へ（下記2次元コー

ト係☎（6276）1177

ドから電子申請可） 申込締切日 2月5日

c.gr.jp

㈫（必着） 問合せ 〒110－

☎（5246）1146

Eメール info@jf

問合せ 台東区文化振興課

VR認知症体験会～認知症の人
の世界を感じ、理解する～

パパ料理のススメ～パパごはん
で、みんなを笑顔に！～

場合は翌日）※入館時は靴を脱ぎ、靴下着

除く午前9時～午後5時）※窓口販売のみ

方は勤務先（学校）名を往復はがきかファ

FAX （5246）1147

高生250円 休館日 月・木曜日（祝休日の

がわらった、さんぽ ほか

で、2月1日㈮から販売（第1・3月曜日を

台1－19－4－101 （一社）日本作曲家協

課☎（5246）1193

入場券 500円

（子供無料）※生涯学習センター1階受付

申込締切日 2月6日㈬（消印有効）

電話番号・ファックス番号、在勤（学）の

8615 台東区役所都市交流

催日の2週間前（必着）

VR（バーチャルリアリティ）の技術を活
用し、視覚や音声により認知症の症状を疑

清島温水プール水泳教室
●第5期 親子で幼児水泳教室 子供の水

一葉記念館 朗読サロン
「大黒屋のみどり」

泳能力を高めるとともに、保護者は指導法

日時 3月17日㈰午後1時30分（70分程度）

を学ぶ事ができます。

定員 60人（抽選） 講師 春本由香氏（女優）

日程（全3回）3

月10日㈰・17日㈰・24日㈰ 時間 Aクラ
スは午前9時～10時、Bクラスは午前10
時～11時 対象 3歳～6歳の未就学児と保
護者 定員 各20組（抽選） 講師 野村不動
産ライフ＆スポーツ 費用 3,750円（保険

費用 1,000円（別途入館料が必要）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に住所・

ふりがな

氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ

先へ※複数名の記入、往復はがきでないも
のは無効

申込締切日 2月18日㈪（消印有

似体験します。認知症の症状は、単なる物

料含む）※レッスン前後の利用は延長料金

効） 場所・問合せ 〒110－0012

日時 3月2日㈯午前10時～午後0時30分

忘れだけではありません。この機会に、認

が必要

区竜泉3－18－4 一葉記念館

対象 区内在住か在勤の料理初心者の男性

知症への理解を深めてみませんか。

ラス）に教室名・希望クラス・住所・氏名・

定員 12人（先着順） 講師 滝村雅晴氏（パ

日時 2月25日㈪午後2時～3時30分

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

パ料理研究家） 費用 500円（材料費）

場所 区役所10階会議室

先へ※往復はがき返信後に来館手続きあり

持ち物 エプロン、三角巾

在勤・在学の方 定員 45人（先着順）

申込締切日 2月19日㈫（必着）

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

講師 ㈱シルバーウッドVR事業部

場所・問合せ 〒110－0015

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢

申込開始日 1月21日㈪

・性別を電話か直接下記問合せ先へ

護予防・地域支援課☎（5246）1225

申込開始日 1月23日㈬
場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

習センター4階）☎（5246）5816

友好都市南会津町から「会津高
原だいくらスキー場ふれあいス
キーツアー」
か在勤・在学の方

申込み・問合せ 介

第23回 福祉大会

託児の申込締切日 2月23日㈯

期間 2月16日㈯～17日㈰

対象 区内在住か

対象 区内在住

定員 60人（先着順）

長年ボランティア活動を続けている方々等

用具等

を行います。 日時 2月24日㈰午後1時30

ラザ☎（5808）7410

申込み・問合せ みなみや

ま観光㈱☎0120（915）221

問合せ 南

出展 藤井

ル展示 問合せ 福祉課☎（5246）1172

19日～30年8月18日生まれの子供と保護

所9階④番文化振興課、生涯学習センター、

者

下記問合せ先で販売 問合せ 台東区芸術

輪投げ大会
（台東区シニアクラブ連合会）

定員 各10組（先着順）※子供1人に

つき1回まで、各回とも同内容
申込開始日 2月5日㈫※申込みは保護者に

シニアクラブの会員と一緒に、楽しく身体

限る

を動かしてみませんか（初心者可）
。

☎（5246）5911

場所 区役所10階会議室

対象 区内

在住の60歳以上で、シニアクラブに加入
していない方

定員 30人（先着順）

問合せ 健康課☎（5246）1214

環境学習室「館内プログラム 2
月工作イベント」
工作が苦手な方や、子供でも楽しめる簡単

申込み・問合せ 中央図書館

台東区少年少女発明クラブ主催
「発明教室」

（土・日曜日・祝日を除く） 受付時間 午
前10時～11時30分、午後1時～5時30分

文化財団☎（5828）7591

ママオト
～親子で楽しむ音楽会～
クラシックの生演奏と、劇団四季で活躍し
ていたお兄さんとお姉さんの歌をお届けし
ます。 日時 3月21日㈷午前10時30分開

発明をテーマにした、小中学生向けの体験

場、11時開演 場所 生涯学習センターミ

型講座です。 日時 2月3日㈰午後2時～3

レニアムホール

時 場所 生涯学習センター 対象 区内在
住か在学の小中学生とその家族 定員 70

2,500円、3歳～小学生500円※0～2歳

人（先着順） 講師 松本奈緒美氏（㈱発明
ラボックス代表取締役、発明家）

あ（☎0570－02－9999、Pコード136
－804） 問合せ ママオトコンサート事務
局☎（5685）6290

申込方法 当日直接会場へ

☎（3842）5501

入場料（全席自由）大

前売券 チケットペイ、浅草公会堂、区役

習課☎（5246）5815

場所・問合せ 浅草文化観光センター

学部邦楽科教授ほか

の入場不可 曲目 雅楽「左舞・抜頭」ほか

くなり次第終了 日程 2月1日㈮～28日㈭

㈷午前9時～午後8時（最終日は5時まで）

出演 東京藝術大学音楽

場所 生涯学

な工作を複数用意しています。※材料が無

（筆耕体験あり）
。 日時 2月9日㈯～11日

場所 浅草公会堂

対象 区内在住平成29年8月

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

歌舞伎文字の作品展示・実演を実施します

日時 2月9日㈯午後1時開場、1時30分開演

図書館のこども室から

直行氏（袋物）
、星野保氏（銅器）

歌舞伎文字「勘亭流書道」
作品展

邦楽爛漫―奏―

日㈫午前10時15分、11時

開始

場所 浅草文化観光センター7階

☎（3824）1988

習センター

台東区都市交流課☎（5246）1264

13日㈬～15日㈮午前11時～午後4時

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

東区社会福祉協議会の事業を紹介するパネ

日時 2月18日㈪午前9時40分受付、10時

伝統工芸職人の仕事の様子や、こだわりの
道具・製品をご覧になれます。 日時 2月

から販売※未就学児の入場不可

念講演『ダウン症の娘と共に生きて』
」
、台

会津町商工観光課☎0241（62）6200

伝統工芸イベント「出張！匠工
房＠浅草文化観光センター」

入場券 500円※当日会場で午後1時30分

人2,000円、小中高生1,000円※未就学児

人での参加は相部屋※詳しくは、区ホーム

2日㈯午後5時

京藝術大学音楽学部学生・院生ほか

日時 2月19

通費、リフト券（2日分）
、保険料含む※1

申込締切日時 2月

場所・問合せ たなかスポーツプ

出演 東

●あかちゃんえほんタイム

未就学児9,000円※宿泊代（1泊2食）
、交

ラシをご覧ください。

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

家・金澤泰子氏の講演と親子トークショー

ニアムホール

日程 2月7日㈭「木管・金菅」
・14日㈭「指
時間 午後1時30分開場、2時開演

日時 毎週土曜日午前9時～午後0時30分
※雨天中止、東門から入場 持ち物 運動

定員 200人（先着順）

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート
揮」
・21日㈭「古楽」
、3月21日㈷「室内楽」

ドラマ「平清盛」の題字を揮毫した書家・

分～3時30分 場所 生涯学習センターミレ

☎（3873）0004

☎（3842）5353

金澤翔子氏による書の実演と、母である書

き ごう

台東

野6－16－8 清島温水プール

親子でキャッチボールなどができます。

内容 第1部「感謝状贈呈式典」
、第2部「記

交流課、区民事務所・同分室で配布するチ

台東区東上

を顕彰します。記念講演では、NHK大河

費用 一般18,000円、小学生11,000円、

ページか区役所1階ロビー・9階①番都市

申込方法 往復はがき（1人1枚1ク

問合せ 生涯学

朝倉彫塑館から

入場料（全席指定）一般

の膝上観覧は無料

販売場所 チケットぴ

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

ウクレレコンサート

※受付時間中いつでも参加可、10～20分

●特集展示「朝倉摂のデッサン」＆「朝倉

日時 3月3日㈰午後0時30分開場、1時開演

程度でできます。

の猫 総選挙結果発表」

場所 生涯学習センターミレニアムホール

期間 3月6日㈬まで

出演 キヨシ小林、りか、DAICHI

●建築ツアー 建物の見どころを解説しま

曲目 ひょっこりひょうたん島ほか

す。 日時 1月30日㈬、2月6日㈬・13日

入場料（全席自由）大人1,500円、高校生以

㈬午後2時（30分程度）

下1,000円 入場券 チケットペイ、生涯学

場所・問合せ 環境ふ

れあい館ひまわり☎（3866）2011

特別支援学級合同作品展
日時 1月29日㈫～2月1日㈮午前10時～午

【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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習センター、区役所9階④番文化振興課、

④モーっと知ろう 牛乳・乳製品～牛乳の

メールで下記問合せ先へ

下記問合せ先で販売 問合せ 台東区芸術

種類の違いがわかりますか～

開催日の1週間前

文化財団☎（5828）7591

ゆとり教養講座
「バスハイク 小田原城と花見」
日時 3月26日㈫午前8時45分集合、午後5
時帰着予定 対象 区内在住の60歳以上の

日時 2月

申込締切日 各

行います（終了後、個別相談可）
。

場所・問合せ 台東区社

日時 2月23日㈯午後1時30分～5時

28日㈭午後2時～3時30分 講師 （一社）

会福祉協議会☎（3847）7065

場所 区役所10階会議室

日本乳業協会

FAX （3847）0190

マンションの理事長、理事

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センター

在勤・在学の方

対象 区内在住か

定員（先着順）①②④各

40人 ③32人※託児あり（6か月以上の

Eメール taito-vc@

jcom.home.ne.jp

対象 区内の分譲

ンション理事長等連絡会入会登録書」
（区
ホームページからダウンロード可）に記入

地域活動基礎力アップ講座
「NPO・地域活動団体のための
助成金申請活用講座」

し郵送かファックスまたは直接下記問合せ
先へ（電子申請可） 申込締切日 1月30日

方 定員 46人（抽選） 費用 4,683円（バ
ス代、昼食代、保険料含む） 申込方法 老

住所・氏名・電話番号・ファックス番号、

日時 2月27日㈬午後6時～8時

人福祉センター、老人福祉館で配布する申

在勤（学）の方は勤務先（学校）名、託児

で活動している非営利団体、地域活動を始

階⑩番）☎（5246）1468

込用紙に記入し提出

希望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話

めたいと考えている方、助成金について関

FAX （5246）1359

日㈯ 問合せ 老人福祉センター

かファックスで下記問合せ先へ（電子申

心のある方 定員 30人（先着順） 講師 熊

☎（3833）6541

請可） 託児の申込締切日 各開催日の一週

谷紀良氏

間前 問合せ くらしの相談課

名・電話番号を電話かファックスまたは

☎（5246）1144

メールで下記問合せ先へ

申込締切日 2月16

勤労者サービスセンターの催し
●ものづくり教室
「飴細工を体験しよう！」
日時 3月2日㈯午前10時50分～午後1時頃
場所 浅草 飴細工 アメシン 花川戸店（花

未就学児、各6人程度） 申込方法 講座名・

FAX （5246）1139

ひきこもりに関する①個別相談
会 ②講演会 ③茶話会

㈬（必着）※要事前登録、登録済の方には
別途案内を郵送

対象 区内

問合せ 住宅課（区役所5

学校保健会創立60周年記念式典
特別記念講演「心に響くコミュ
ニケーション ペップトーク～
やる気を引き出す魔法の言葉～」

申込方法 参加者全員の住所・氏
申込締切日 2月

20日㈬
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

日時 2月14日㈭午後2時30分～4時

FAX （3847）0190

場所 生涯学習センターミレニアムホール

川戸2－9－1 堀ビル1階） 対象 勤労者

日時 2月16日㈯①午前10時～正午、午後

サービスセンター会員とその家族、区内在

3時～5時 ②1時～2時30分 ③3時～4

住か在勤・在学の方 定員 16人（小学生

時30分 場所 区役所10階会議室

以上の方）
（抽選） 費用 大人3,000円、

定員（先着順）①午前4組、午後2組（1組1

子供（小中高生）2,500円※大人と子供で

時間程度） ②50人 ③20人※区内在住

手続きの方法・就労との関係などについて、

申込締切日 2月5日㈫

の参加は1組5,000円（会員とその家族は

の方優先

大悟氏（ひきこもり当事者グループ「ひき

難病患者だからこその視点でお話ししま
す。 日時 2月25日㈪午後2時～4時

務課☎（5246）1413

別料金）※小学生1人につき、大人1人の
参加が必要

申込締切日 2月5日㈫（必着）

講師 ①③臨床心理士

②割田

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

桜」in横浜代表） 申込方法 講座名（①～

場所 台東保健所3階大会議室

③）
・希望時間（①のみ）
・参加者全員の住

方と家族または関係者、区内在住か在勤の

くりとした全身運動で、いつまでも若々し

所・氏名・年齢・電話番号を電話かファッ

くいたい方におすすめです。

クスで下記問合せ先へ

13日㈬午後6時30分～8時

場所 台東区

申込締切日 ①2月

5日㈫ ②③2月12日㈫

定員 100人（先着順）※託児あり（2歳～

小学3年生）希望の方は電話で下記問合せ

難病講演会「難病患者が知って
おきたい障害年金のこと」

●健康セミナー
「美軸エクササイズ」 ゆっ
日時 3月

申込方法 「マ

先へ 講師 岩﨑由純氏（
〈一財〉日本ペッ
プトーク普及協会代表理事）
申込み・問合せ 学

CAD応用講座

対象 難病の

方 定員 60人（先着順） 講師 松山純子氏

日時（全2回）3月12日㈫・13日㈬午後6
時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

（YORISOU社会保険労務士法人代表）

若者支援課☎（5246）1341

申込方法 講演会名・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

で、全日程受講でき、過去にCADステッ

中小企業振興センター（小島2－9－18）
対象 勤労者サービスセンター会員とその
家族、
区内在住か在勤の方 定員 30人（抽

FAX （5246）1289

東保健所保健予防課☎（3847）9405

を習得したい、または業務で「CADデー

FAX （3841）4325

タ」のやり取りを考えている方 定員 4人

問合せ 子育て・

たいとう就職面接会

選） 費用 1,000円（会員とその家族は
500円） 申込締切日 2月14日㈭（必着）

複数の区内企業と面接できる就職面接会で

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

す。中高年中心の求人で、区内企業約15

申込方法 はがきに催し名・代表者の住所・

社が参加します。 日時 2月22日㈮午後1

氏名・電話番号・参加者全員の氏名・年齢、

時30分～3時30分（受付は1時15分～3

会員の方は会員番号・事業所名を書いて下

時） 場所 区役所10階会議室

記問合せ先へ 問合せ 〒111－0056 台

希望数の履歴書・職務経歴書

東区小島2－9－18 台東区産業振興事業

ローワーク上野☎（3847）8609 31＃

団勤労者サービスセンター

台東区産業振興課☎（5246）1152

☎（5829）4123

講 座・相 談 会 など
東京くらし防災から学ぶ！
―あなたの命を守る知恵―
日時 3月9日㈯午後1時30分～3時30分
場所 生涯学習センター

対象 区内在住か

在勤で、防災や減災に関心がある方

場所・問合せ 〒111－0023

1－36－2 産業研修センター

キーパーになりませんか。

☎（3872）6780

日時 2月21
日㈭午後2時～3時30分 場所 台東保健所

福祉なんでも相談

定員 80人（先着順） 講師 西村由紀氏（N

介護・育児などに関する不安や心配事の相

POメンタルケア協議会理事）

日時 3月6日㈬午前10時～午後3時45分

談に応じます。相談は無料・申込不要・秘

申込方法 講演会名・氏名・電話番号を電話

場所 三ノ輪福祉センター※演習・体験・試

密は厳守します。

かファックスで下記問合せ先へ

食あり、動きやすい服装で参加

午前8時30分～午後5時15分、第3土曜日

問合せ 台東保健所保健予防課

ランティアや介護の仕事に関心のある方

午後1時〜4時30分

☎（3847）9405

定員 10人
（先着順） 申込締切日 3月5日㈫

相談日時 月～金曜日
場所・問合せ 台東区

社会福祉協議会☎（5828）7556

FAX （3841）4325

NPOのための個別相談

☎（5603）2228

日時 2月7日㈭、3月7日㈭午後1時～4時

非営利団体 定員 各2組（先着順）

名・年齢・性別を電話か直接下記問合せ先

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

区からの情報提供や分譲マンション間の意

へ

名・電話番号を電話かファックスまたは

見交換、マンション管理士による助言等を

しょうゆの話を添えて〜
㈫午後2時～3時30分

対象 区内で活動する

問合せ 男女

②おいしく食べて健康に〜知って得する
日時 2月19日

講師 福島寛之氏

（キッコーマンお客様相談センター）
③実験で学ぶ 発酵のチカラ～「発酵食品」
の基本を知ろう～ 日時 2月26日㈫午後2
時～3時30分 講師 台東区消費生活相談員

対象 ボ

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

無料建築相談室

か月以上の未就学児）希望の方は子供の氏

塩事業センター海水総合研究所

台東区橋場

高齢者施設ボランティア育成講
座

3階大会議室 対象 区内在住か在勤の方

時間 午後2時～4時

①意外と知らない「お塩」の話 日時 2月
15日㈮午後2時～3時30分 講師 （公財）

申込締切日 2月19日㈫（必着）

を学びます。あなたも身近な人のゲート

13日㈬、会計・税務相談は2月21日㈭

2月のくらしに役立つ講座
～食品編～

務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

相談の基本から自殺防止のための対応方法

申込方法 氏名・電話番号、託児（生後6

☎（5246）5816

ふりがな

所・氏名・年代・電話番号、在勤の方は勤

問合せ ハ

O法人MAMA-PLUGファシリテーター）

平等推進プラザ（生涯学習センター4階）

回分） 申込方法 往復はがきに講座名・住

持ち物 面接

日程 法律相談は2月6日㈬、労務相談は2月

託児の申込締切日 3月2日㈯

（抽選） 講師 渡辺豊氏 費用 3,000円（2

自殺予防講演会「悩んでいる人
に 気づいて 聴いて つなげ
る実践的方法～自殺防止活動の
現場から～」

定員 50人（先着順） 講師 後藤悦子氏（NP

申込開始日 1月23日㈬

プアップ講座を受けたが、より高度な技術

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468
<2月>

マンション理事長等連絡会

3日

節分（各寺社）
、
福聚の舞（浅草寺）
、

うけらの神事（五條天神社）
8日

針供養（浅草寺淡島堂）

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

2月15日㈮
区内在住の①7か月～1
コンサートリーディ
各12組
①午前10時30分～10時55分 歳6か月 ②6か月まで
ング
（先着順）1月28日 日本堤子ども家庭支援センター
②11時～11時25分
の子供
「にこにこひろば」
㈪
☎（5824）2535
にこにこベビーマッ 2月22日㈮
区内在住の5か月まで 12組
サージ

午前10時45分～11時30分

の子供

（先着順）

2月14日㈭
区内在住の①1歳6か月
各25組
①午前10時30分～11時15分 ～3歳 ②9か月～1歳
（先着順）1月28日 台東子ども家庭支援センター
②11時30分～午後0時15分 5か月の子供
「わくわくひろば」
㈪
☎（3834）4577
わくわくミュージッ 2月16日㈯
区内在住の3歳までの 100組
クパーティー
午前10時45分～11時30分
子供
（先着順）
親子ふれあい遊び

ママのエクササイズ

2月18日㈪
寿子ども家庭支援センター
区内在住の①4～8か月 各15組 1月28日
①午前10時15分～10時45分
「のびのびひろば」
②9～11か月の子供 （先着順） ㈪
②11時～11時30分
☎（3841）4631

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

▽申込締切日時 ２月８日㈮午後
２時

【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。

※衣装貸与あり
▽問合せ 土橋



ショップ等のワークショップを実
施します。

0358165138

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
・書類作成セミナー ２月６日㈬

台東区東上野 31514

▽日時 ２月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後９時
▽場所 上野公園内、東京文化会

富士通ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ上野校

☎０９０（３０３５）７５１５
●楽しく続ける健康体操
じきょう
「自彊術・根岸」
▽日時 木曜日（月４回）

1 月 26 日（土）・2 月 2（土）

午前 時
・面接対策セミナー ２月 日㈬
午前 時
▽場所・申込み・問合せ ハロー

子供プログラミング講座
教室説明＆体験会開催

午後２時～３時 分
▽場所 根岸社会教育館ほか

ワーク上野
☎（３８４７）８６０９
●高齢ドライバー交通安全セミナ

ー
▽日時 ２月 日㈭午後２時
▽場所 浅草ビューホテル３階
１）
「祥雲Ⅲ」
（西浅草３
▽対象 都内在住か在勤の 歳以
上の方
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて
郵送かファックスまたはメール
で左記問合せ先へ
▽申込締切日 ２月 日㈭（消印
有効）
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都青少年・治安対策本部交通安
全課
☎（５３８８）３１２５
（５３８８）１２１７

メール
S0000569@secti
on.metro.tokyo.jp
●特別区職員採用 区合同説明会
▽日時 ３月 日㈯
午前 時～午後４時（予定）
▽場所 明治大学和泉キャンパス
（杉並区永福１ ９ １）
▽定員 ７千人程度（抽選）



13

※特別区人事委員会のホームペー
ジから事前の申込みが必要です。
（インターネットのみ）
▽内容 各区・組合ブース、技術

2020 年小学校でプログラミング授業必修化

10

・専門職の個別相談、コラボブ
ース、採用試験概要説明
▽申込締切日時 ２月 日㈪
午後５時
▽問合せ 特別区人事委員会採用
係☎（５２１０）９７８７
台東区人事課人事係
☎（５２４６）１０６１

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。

）
館（上野公園５
▽定員 各 ～ 人（先着順）
▽講師 高田佳子氏（日本笑いヨ
▽会費 月額３千円、
年会費３千円
▽問合せ 斎藤
☎（６４５８）１１６７

●にせ税理士・にせ税理士法人に
ご注意ください
税理士資格のない者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をする
ことは、法律で禁じられています。
専門的知識が欠けている等のため、
依頼者（納税者）が不測の損害を
被る恐れもあります。税理士は税
理士証票を携帯し、税理士バッジ
を着用しています。
※詳しくは、東京税理士会ホーム
ページをご覧ください。
▽問合せ 東京税理士会綱紀監察
課☎（３３５６）４４７６
●老齢年金を受けている方に「平
成 年分公的年金等の源泉徴収
票」を送付します
日本年金機構から支払う年金を
受給している方に、１月中旬から
下旬にかけて源泉徴収票を送付し
ます。確定申告や源泉徴収の還付
を受ける際に必要となります。
紛失した場合は再発行できます
ので左記へお問合せください。
※障害年金や遺族年金は非課税の
ため、源泉徴収票は送付されま
せん。

28

ガ協会代表）
、毛利嘉孝氏（東
京藝術大学大学院教授、社会学
者）ほか
※各プログラム開催概要、申込方
法等、詳しくはＵＥＮＯＹＥＳ
ホームページをご覧ください。

）
（池之端３ ３
歳以上の方
▽対象
▽会費 ７千円

▽申込み・問合せ 伊藤
☎０９０（２９１８）５２５２

会 員 募 集

▽問合せ 日本年金機構ねんきん
ダイヤル
☎０５７０（０５）１１６５
０５０から始まる電話からは
☎０３（６７００）１１６５
上野年金事務所
☎０３（３８２４）２５１１

E FAX

24

12

30

22

●阿波踊り「浅草橋連」踊り手・
鳴り物
▽日時 月曜日（月２回）
午後６時 分～９時 分
▽場所 浅草橋区民館ほか
▽会費 月額１千円

30

11

▽問合せ 上野文化の杜新構想実
行委員会事務局
☎（５８３４）２３９６
●第 回「あそびねっと」
▽日時 ２月 日㈯
午後２時～５時
▽場所 「あそびネット」ホール
（千束２ １ ９）
▽対象 乳幼児～ 歳（乳幼児は
保護者同伴）
▽内容 伝承、段ボール遊び、集
団遊び、工作、紙芝居ほか
▽問合せ
法人あさくさ
あそびネット
☎（３８７１）３３６３
●食べて歌って健康長寿日本一の
台東区をめざして！ 第 回「百
寿の会」
▽日時 ４月 日㈯午後６時
▽場所 水月ホテル鴎外荘
18

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

催しものなど
▽申込み・問合せ こばと園
☎（３８５１）９５２１
※電話は火・金曜日午前 時 分
〜午後２時
メール
kobato-e@jcom.
home.ne.jp あ み
●国際カスパリー編作品展および
マフラー講習会
▽日時 ２月 日㈬正午〜午後４
時、 日㈭・ 日㈮午前 時〜
午後４時
▽場所 台東区民会館８階
▽費用 １千 円（材料費）
※作品展は無料
▽問合せ 徳山
☎（３７１７）７９６３
●自然農法産大豆を使ったみそ作
り
▽日時 ２月 日㈮
午後１時～４時
▽場所 社会教育センター調理室
人（先着順）
▽定員
▽費用 ２千 円（材料費）
▽持ち物 エプロン、スリッパ、
持ち帰り用の容器（３・５キロ
グラム入るもの）ほか
▽申込締切日 ２月１日㈮
▽申込み・問合せ 吉増
☎０８０（３０１６）７８５０
●「ＵＥＮＯＹＥＳバルーンＤＡ
ＹＳ ＃３」トークイベント・ワ
ークショップ（無料、要申込）
社会包摂をテーマとしたプロジ
ェクト「ＵＥＮＯＹＥＳ（ウエノ
イエス）
」にて、アーティストに
よるトークイベントやヨガ・０円
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●シニア女性の英会話入門体験
▽日時 ２月８日㈮・ 日㈮
午後１時～２時
▽場所 東上野区民館
歳以上の英会話初心者
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽申込締切日 ２月５日㈫
▽申込み・問合せ 宮澤
☎０７０（３８４０）６１８５
（土・日曜日・祝日を除く）
●子どもゆめ基金助成事業「伝統
的なおもちゃや動くおもちゃをつ
くろう！」
（無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館第２会議室
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ ファンアクションプロ
ジェクト 清水
☎（６８０３）０１２８
●浅草パズル＆ゲームフェスティ
バル （無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館第５会議室

平成31（2019）年 1月20日
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ トイーク 清水
☎０５０（５２１８）７２９３
●心臓病の子どもの集い「こばと
園」パネルシアターほか
▽日時 ２月 日㈫
午後１時～２時
▽場所 浅草聖ヨハネ教会１階ホ
ール（蔵前２ ７ ６）
▽対象 未就園児と保護者
−

60
−

30

11

11

12

−

64
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