広報
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子ども医療証 対象児童のいる家庭
申請書 の申請時に申 に案内・申請書を送
請書を配布
付

Ⅱみんなでサルベージ・クッキング教室
日程 ①6月23日㈯ ②7月8日㈰ 時間 午前11時～午
後1時30分 場所 ①谷中区民館 ②寿区民館
対象 区内在住の方

ふりがな

・電話番号を書いて下記問合せ先へ

申込締切日 6月

4日㈪（必着）

Ⅲ親子でサルベージ・パーティ
日程 ①7月28日㈯

午後1時30分
サルベージ・パーティとは、家庭で持て余している食
材を持ち寄って、みんなでおいしく変身させる料理
パーティのことです。

②社会教育セン

ター 対象 区内在住の親子（子供は小学生）
定員（抽選）①24人

②18人

申込方法 区ホームペ

ージから申込むか、はがき（1枚1講座）に催し名・
学年・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 6月4日㈪（必着）

んで、友達や地域でサルベージ・パーティを開催でき
るリーダーを目指しましょう。 日時 6月2日㈯・16
日㈯（全2回）午後2時～4時 場所 区役所会議室
②区内事業所 ③区内で活動

している団体※全日程受講できる方、②③は複数名で
の参加可 定員 20人（抽選） 申込方法 区ホームペー
ジから申込むか、はがき（1枚1講座）に催し名・住所

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
持ち物 Ⅰ筆記用具 ⅡⅢ筆記用具・エプロン・スリッ

パ等の室内履き・手拭用タオル・家庭で持て余して
いる食材1品※調味料・賞味期限や消費期限が過ぎて
いる物・個人が手作りした食品・開封済みの加工品（レ
トルト・缶詰・瓶詰など）
・パッケージに表示されて
いる保存方法に適さない方法で保存されている物を
除く

ふりがな

・氏名・年齢・電話番号、事業所（団体）は事業所
（団体）名・所在地・参加者全員の氏名を書いて右記
問合せ先へ

場所 ①谷中区民館

ふりがな

Ⅰ台東区オフィシャル
サルベージ・プロデューサー育成講座

対象 ①区内在住の方

②8月19日㈰ 時間 午前11時～

希望日（①か②）
・住所・参加者全員の氏名・年齢・

問合せ

申込締切日 5月21日㈪（必着）

動や会話が苦手なタイプもあります。興味の対象に
対して高い能力を発揮できることもあります。
平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」 ●注意力の障害
注意や衝動をコントロー
では、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多 ルすることや、じっとして
動性障害その他これに類する脳機能の障害であっ いることが苦手です。落ち
てその症状が通常低年齢において発現するもの」 つきなく動き回る、人の話
と定義されています。見た目には障害が分かりに を最後まで聞けないなど、
くく、周囲から気付かれないため誤解を受けやすく、 集団生活への適応が難しい
本人も戸惑いや生活のしづらさを感じている場合 ことがあります。
●学習能力の障害
も少なくありません。
例えば、耳で聞く（聴覚）、目で
原因は未だ明らかにされていませんが、親のし
つけや家庭環境によって引き起こされるものでは 見る（視覚）などの情報処理や、細
かな手先のコントロールが苦手な
なく、先天性の脳機能障害と考えられています。
発達障害のある人は特別な存在ではなく、障害 ため、文字を読む・書く・聞く・
の早期発見と適切な支援、周囲の皆さんの正しい 計算するなどの学習がうまくいか
理解があれば、個性を伸ばし、自分の特性と付き ないことがあります。
合いながら生活していくことができます。

発達障害とは

発達障害は、特性によって主に以下の3つに分類さ
れます。それぞれの特性が重なり合うことも多く、
人によっても、特性の現れ方が異なります。
●社会性の障害
言葉の発達が遅れたり、子
供同士の集団の活動に入れな
かったりします。
知的な能力に遅れがなくて
も、相手の表情から気持ちを
察することや、場に合った行

②18人

1講座）に催し名・希望日（①か②）
・住所・氏名・年齢

発達障害を知っていますか

発達障害の種類

定員（抽選）①24人

申込方法 区ホームページから申込むか、はがき（1枚

食品ロスの現状や食材を無駄にしない調理について学

（土・日曜日・祝日を除く）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８
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子育て心理相談（予約制）

▽日程 ①５月 日㈬
②５月 日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子
供を育てている方
▽場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７
30

出生時に子供と
4月2日現 在、子 供と
保護者が同一世
対象
保護者が同一世帯で
帯で区内在住の
区内在住の方
方

子育て・教育

301

図書カー 図書カード、
図書カード、こ
ド、 こ ど 全国共通商
祝品 ども商品券から
も商品券 品券から選
選択
から選択 択

第 1203 号

多子世帯を応援します「に
ぎやか家庭応援プラン」

22

小学校入学祝 中学校入学祝

第３子以降の子供の出生時と、
小・中学校の入学時に、祝品を贈

30 22

出生祝

呈します。

30

種類

サルベージ・パーティ
～食材の使い方を考える時間～
参加者募集

※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。

11

※お泊りサポート（宿泊預かり）

18

▽内容 身体計測・保健師等によ
る相談
▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター

18

も行っています（利用条件あり）
。
・依頼会員入会説明会（予約制）

▽日時 ５月 日㈮・６月 日㈮
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
▽日時 ５月 日㈮・６月 日㈮
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 生涯学習センター３階
研修室（車での来場不可）
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の前日
45

☎（３８４４）８１７１

ファミ リ ー・サ ポ ー ト・
センター会員募集

子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方 （提供会
員）を登録し、依頼に応じて提供
会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼
と実費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ

の送迎、提供会員宅での預かり

45

育児相 談・とことこ育児
相談

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
5月1日㈫午前10時～11時
谷中区民館
5月9日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
5月10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）
5月11日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
5月17日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
5月18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
5月16日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
5月22日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

※子供が３人以上いることの確認
のため、必要に応じて戸籍謄本
等の提出を依頼する場合あり
▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

（5） 平成30（2018）年 4月20日

発達障害の特徴

同じ発達障害でも個性や発達の状況、年齢、環境
などにより、行動の特徴が異なります。
●例えば、幼児期には
・言葉を覚えておしゃべりはするが、会話のやりとり
は苦手
・車や電車などの大好きなおもちゃではよく遊ぶが、
他の物には興味を持ちにくい
・公園で元気よく動き回るが、順番が守れず、落ち着
いていられない
・ひとり遊びはできるが、皆と一緒に遊ばず、体操も
嫌がる

問合せ

〒110−8615 台東区役所清掃リサ
イクル課サルベージ・パーティ開催
担当☎（5246）1018

松が谷福祉会館☎（3842）2671

●例えば、学童期には
・家ではおとなしいが、学校で授業中に騒いでしまう
・何回注意されても、同じ間違いを繰り返す
・その場の雰囲気が理解できず、不相応な言動を
する
・やりたいことを制止されたとき、度々かんしゃくを
起こす

身近な相談窓口
・個別や小集団による発達指導や相談は
松が谷福祉会館（こども療育）☎（3842）2673
・健診や育児・健康・発達に関する相談、医師・専
門家への相談は
台東保健所保健サービス課☎（3847）9497
浅草保健相談センター☎（3844）8171
・子供の発達や心の悩みに関する相談は
教育支援館（教育相談）☎（5246）5855
・発達に心配のある子供の就園・就学の相談は
学務課特別支援学級担当☎（5246）1416
・育児の不安や悩みなど子育て全般の相談は
日本堤子ども家庭支援センター☎（5824）2535
台東子ども家庭支援センター☎（3834）4497
寿子ども家庭支援センター☎（3841）4631
・障害福祉サービスについては
障害福祉課総合相談担当☎（5246）1202
・成人期の発達障害に関する相談は
台東保健所保健予防課☎（3847）9405
※保育園・幼稚園・こども園・児童館でも育児・子供
の成長・発達の相談を受付けています。必要に応じ
て専門機関と連携して対応します。

【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〉

