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区の世帯と人口（4月1日現在）
住民登録

前月比

世 帯 数

116,966（+656）

人

197,080（+674）

口
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5月5日～11日は
児童福祉週間

～児童館で一緒に遊ぼう！～
館
池之端児童 オープン
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イベントも
盛りだくさ
ん

！
的室

る多目
べ
遊
で
子
親
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図工室

遊んで育つ子供達 ゆりかごからはじまる あそびの広場
～平成30年度児童福祉週間標語～
「あと一歩 力になるよ その思い」
児童館は、地域の子供達とその保護

遊びやふれあい遊び等）
、園児タイ

者が自由に来館して楽しむことがで

ム（親子での工作・調理活動等）
、

きる場です。
「はぐくもう豊かな心！

小学生向け事業（スポーツ、読み聞

そだてよう生きる力！～元気な台東

かせ、木工作等）
、中高生タイム（音

区で育てたい育ちたい～」を理念と

楽やスポーツ等）ほか

し、0～18歳までの世代に合わせ
たさまざまな遊びや体験を通して、

児童館合同行事

子供の豊かな心を育み、健全育成を

●下町こども工房

推進しています。

27日㈰・小島公園（寿）
、6月17日

開館時間 午前9時30分～午後6時

㈰・石浜公園（玉姫）
、6月24日㈰・

※台東・今戸児童館は、月～金曜日

東盛公園（千束）
、7月1日㈰・台東

の午後6時～7時を中高生専用時間

児童館内、7月15日㈰・谷中清水

（中高生タイム）として開館
休館日 第2日曜日、祝日（5月5日を

日程・場所 5月

町公園（池之端）
●第6回下町こどもまつり（8館合

除く）
、年末年始（12月29日～1月

同） 日時・場所 9月30日㈰・入谷

3日） 主な事業内容 幼児タイム（手

南公園

●各児童館の紹介
児童館・問合せ

特徴
図書室では工作や積木、遊戯室では卓球やドッジ
千束児童館（千束3－20－6）
ボールで遊ぶことができます。また、集会室を学習
☎（3874）1714
スペースとして開放しています。
玉姫児童館（清川2－24－9・仮移転先） 遊戯室で卓球、
図書室で手芸などができます。また、
☎（3874）6571
午前中は幼児コーナーでゆったり遊べます。
乳幼児親子が占有できる「ちびっこルーム」があり
台東児童館（台東1－11－5）
ます。遊戯室は天井が高いので、バスケットボール
☎（3832）8493
やバドミントンができます。
乳幼児親子が占有できる部屋があります。また、
池之端児童館（池之端2－3－3）
遊戯室ではボール遊びや卓球、一輪車などで遊
☎（3823）6644
べます。
ザリガニやインコなど、たくさんの生き物を飼育し
松が谷児童館（松が谷4－15－11）
ています。遊戯室では卓球ができます。
（6月下旬～
☎（3841）6734
31年3月まで改修工事予定）
今戸児童館（今戸1－3－6）
音楽室には、楽器（ギター・ドラム等）があり、合
☎（3876）1656
奏やバンド練習ができます。
寿児童館（寿1－4－5）
遊戯室では卓球ができます。また、乳幼児親子が
☎（3844）8602
楽しく遊べる「花つぼみの部屋」があります。
谷中児童館（谷中5－6－5）
乳幼児親子が楽しく遊べる談話室や、
友達同士ゆっ
☎（3824）4043
くりとおしゃべりができる集会室があります。

問合せ

上記の各児童館か台東区社会福祉事業団児童課☎（5603）2229

広報「たいとう」5月5日号（№1204）の発行日は、5月8日㈫になります

お知らせ

▽申込方法 はがき︵１グループ

までにお申込みください︒
▽納期︵口座振替日︶
・期別納付の場合は︑第１期７月
２日㈪︑第２期８月 日㈮︑第
３期 月 日㈬︑第４期 年１
月 日㈭
・一括納付︵第１〜４期の全額を
引き落とし︶の場合は︑ 年７
月２日㈪
▽問合せ 税務課税務係
☎︵５２４６︶１１１４

※申込方法等︑詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へお
問合せください︒
▽問合せ 広報課
☎︵５２４６︶１０４１

年 度 第 ４回 区 政 サ ポ ー
タ ー アン ケ ー ト 調 査 の 結
果がまとまりました
▽テーマ ﹁生涯学習について﹂
﹁地域活動について﹂
﹁区の広報

ロード可︶をご覧になるか︑左
記へお問合せください︒
▽問合せ 産業振興課
☎︵５２４６︶１１４２

﹁男女平 等に関する台東
区 民 意 識 調 査 ﹂に ご 協 力
ください

区民の皆さんの︑男女平等に関
する要望や意見を区政に反映させ

ていくため︑調査を実施します︒
対象となった方には︑調査票を
郵送しますので︑ご協力をお願い

﹁ 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﹂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の照会

・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

▽問合せ 都市交流課
☎︵５２４６︶１０１６

福祉

︵高齢・障害︶

手 話 通訳 者 が待 機してい
ます

聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が︑区役所の窓口で

円滑な手続きや日常生活の相談等
ができるよう︑手話通訳者を配置
しています︒

▽日時 毎週水曜日︵閉庁日を除
く︶午後３時〜７時
▽場所・問合せ 障害福祉課︵区
役所２階⑩番︶
☎︵５２４６︶１０５８
︵５２４６︶１２０９

都では盲 導 犬 を給 付して
います

18

で区内在住の方
※審査や待機者がいるため︑申請
人程度︵抽選︶
▽定員
後すぐに給付を受けられません︒
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
▽費用 訓練等の費用は無料︑訓

10

について﹂
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー︑図書館のほか︑

します︒
▽期間 ５月８日㈫〜 日㈪
▽対象 ４月１日現在︑区内在住
の満 歳以上の方で︑無作為に
抽出した１千 人
▽問合せ 人権・男女共同参画課
☎︵５２４６︶１１１６

浅 草 芸 能 大 賞区民 審 査 委
員募集

▽対象 区内在住で満 歳以上の
学できます
大衆芸能の奨励・振興とともに︑ 在宅の方で次の全てに該当する
▽期間
年 月 日㈰まで
区のイメージアップを図ることを
方 ①視覚障害１級の身体障害
▽対象都市 宮城県大崎市︑長野 目的に
﹁浅草芸能大賞﹂﹁同奨励賞﹂
者手帳を持っている ②盲導犬
県諏訪市︑栃木県日光市︑福島 ﹁同新人賞﹂を授賞しています︒
を使用することで社会活動への
県南会津町︑大分県豊後大野市︑ 大衆芸能の分野で︑東京を中心に
参加が可能になる ③都内にお
山形県村山市
活動している芸能人の実績と最近
おむね１年以上居住 ④世帯全
▽対象 区内在住の方
の活動状況を踏まえ︑一般公募し
員の所得税額合計の月平均額が
※利用の際︑各施設に住所が確認
た区民審査委員が候補者を推薦し
７万７千円未満 ⑤借家の場合
できる証明書︵運転免許証・健 ます︒その結果を参考に︑専門審
は家屋の所有者から盲導犬の飼
康保険証等︶を持参
査委員が決定します︒
育許可を得られる ⑥盲導犬と
※割引対象施設・観覧料等︑詳し
▽任期 ６月 日㈮〜２０２０年
の宿泊訓練︵４週間︶が可能
頭︵東
３月 日㈫
くは区ホームページをご覧にな
▽ 年度給付予定頭数
京都全体︶
るか︑左記へお問合せください︒ ▽対象 ４月１日現在︑ 歳以上

姉 妹・友 好 都 市の 文 化・
観 光 施 設 を 割 引 料 金で 見

FAX

30

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

企業者等で︑具体的な計画があ
る方
▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１︵１年
目は月額上限５万円︑２年目は

台 東 ボランティア・地 域
活 動 サ ポ ー ト セン タ ー か
ら 〜 ５月 の 開 所 日 が 変 わ
ります〜

土曜開所日は︑毎月第３土曜日
ですが︑５月は 日㈯に変わりま
す︒ご注意ください︒
▽問合せ 台東区社会福祉協議会

20

31

区ホームページ﹁区民の声﹂に
屋外に設置している防災行政無
掲載
線︵屋外スピーカー︶から全国瞬 ▽問合せ 広報課
時警報システム︵Ｊアラート︶の
☎︵５２４６︶１０２３
起動確認のため︑試験放送を行い
近 隣 型 商 店 街 に関 する 助
ます︒
成
▽日時 ５月 日㈬午前 時頃
▽放送内容 チャイム＋﹁これは︑ ●店舗兼住宅の所有者へ
Ｊアラートのテストです︒
﹂
︵３ 〜店舗部分貸出しのための改修費
回繰り返し︶
﹁こちらは︑ぼう の一部を助成します〜
店舗と住宅の共用部分の分離に
さいたいとうです︒
﹂＋チャイ
必要な改修費の一部を助成します︒
ム
▽対象 区内近隣型商店街の店舗
▽問合せ 危機・災害対策課
兼住宅の所有者
☎︵５２４６︶１０９２
▽助成件数 ４件
区 民 リ ポーターを 募 集 し
※予定件数に達し次第終了
ています
▽助成額 費用の２分の１︵上限
台東区制
万円︶
作番組︵ケ
●空き店舗で開業する方へ
ーブルテレ
〜家賃の一部を助成します〜
▽対象 区内近隣型商店街の空き
店舗を借り上げて開業する中小
ビ︶では︑
区民に親し
まれる番組

づくりを進
めるため︑
左記の催し
に参加でき

月額上限４万円︑３年目は月額
上限３万円︶
▽助成期間 ３年間
▽申込締切日 ６月１日㈮
◆以降︑右記記事の共通項目◆
※申込方法等︑詳しくは募集チラ

28

☎︵３８４７︶７０６５

15

▽問合せ 障害福祉課
☎︵５２４６︶１２０１

・年齢・性別・電話番号を書い
練中の旅費・食費は実費
て左記問合せ先へ
※給付後の飼育・管理・治療にか
※年齢・性別等を考慮して決定し︑ かる一切の経費は自己負担
６月下旬に決定者にのみ通知
※介助犬・聴導犬は︑待機者が今
▽申込締切日 ６月１日㈮
︵必着︶
年度の予定頭数を上回っている
０００４ 台東
▽問合せ 〒
ため︑申込受付は行いません︒
台東区芸術 ※申込方法等︑詳しくは左記へ
区下谷１ ２
文化財団

☎︵５８２８︶７５９１

− −
11

31

29

シ︵区ホームページからダウン

31

50

−

3

26

10

る区民リポーターを募集していま
す︒
▽催し名 ①下町七夕まつり
エ コ
②環境フェスタ
▽選考方法 選考申込書の自己Ｐ
Ｒをもとに面接の上︑決定
▽申込締切日 ５月 日㈮︵必着︶

18

31

ふりがな

問合せ 文化振興課☎（5246）1146

31

１枚のみ︶に希望会場︵ア〜エ
の１か所のみ︶
・協賛口数︵ア
のみ記入・最大４口まで︶
・代

できる文化的な催し物を掲載できます。

30

11

表者の住所・氏名・電話番号を
書いて左記問合せ先へ︵抽選︶
※当選者には︑６月 日㈫までに
振込用紙を送付します︒
▽申込締切日 ５月 日㈫︵消印
有効︶

ワークショップやお祭りなど、一般の方が参加

31

25

※詳しくは︑隅田川花火大会公式
ホームページをご覧ください︒
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所内 隅田川花火大会実行

文化イベント情報を掲載してください

31

16

12

15

委員会市民協賛受付台東事務局
☎︵５２４６︶１１１１㈹

なれます。

隅田 川 花 火大 会︵７月
日㈯開催予定︶の市民協
賛者募集

たいとう文化発信プログラム
ホームページがオープン

住民 税の納 税は︑便 利な
口 座 振 替 をご 利 用 く だ さ
い

をご覧ください。

10

※詳しくは、ホームページ内のイベント登録画面

30

文化施設情報・内覧会レポート記事などをご覧に

28

▽特典 特設観覧席へご招待︵１
歳未満の子供は無料︶

平成30（2018）年 4月20日

−

住民税︵特別区民税・都民税︶
の普通徴収分を納めるときに︑口
座振替︵自動払込︶を利用すると
大変便利です︒手続きは︑口座の
ある金融機関︑区民事務所・同分
室︑区役所３階⑩番税務課へ通帳
と届出印鑑を持参し︑ 預
｢金口座
振替︵自動払込︶依頼書 ｣でお
申込みください︒
納期の最終日に︑指定した口座
から自動的に振り替えて納税でき
ます︒
※平成 年度第１期分からの振替
えを希望する方は︑５月 日㈭
ト・講座などの、さまざまな文化イベント情報・

台東リバーサイドスポーツセンター少年野
500口程度
ウ 球場
（※1口のみ）
（第1会場が観覧できるビニールシート席）

1口10,000円
※1口で5人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター野球場 1,550口程度
イ
（第1会場が観覧できるビニールシート席） （※1口のみ）

※大会が順延・中止の場合でも協
賛金は返還しません︒
シェ」を開設しました。区内の展覧会やコンサー

1,850口程度
1口6,000円
（※最大4口まで） ※1口で1人を招待
墨田区側両国親水テラス
ア
（第2会場が観覧できる椅子席）

協賛金額
募集口数
場所

1口50,000円
※1口で22人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター野球場
100口程度
エ 団体席
（※1口のみ）
（第1会場が観覧できるビニールシート席）

台東区文化芸術総合サイト「たいとう文化マル

第 1203 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

国民 健 康 保 険（国 保 ）加
入 者 が他の健 康 保 険へ加
入 した 場 合 は届 出 を お 忘
れなく

・JR五日市線武蔵五日 ・JR青梅線奥多摩駅か ・JR五日市線武蔵五日 ・JR五日市線武蔵五日
市駅からバス60分
ら徒歩10分
市駅からバス17分
市駅からバス20分
交通
・中央高速上野原イン ・圏央道青梅インター ・圏央道あきる野イン ・圏央道日の出インタ
ターから50分
から55分
ターから30分
ーから25分

利用料金 一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）一般（中学生～74歳）
（割引料金）520円、小学生210円 480円、小学生210円 700円、小学生250円 620円、小学生210円

限 万円） ②木造以外の住宅
は費用の２分の１（ 上限 万
円） ③住宅以外の建築物等は
50

費用の 分の８（上限 万円）
▽木造住宅の補強設計 費用の２

15

15

分の１（上限６万円）
▽住宅の耐震改修工事助成 重点
地域内は費用の３分の２（上限

10

に、日帰り契約温泉施設「国保温
泉センター」を開設しています。
西多摩郡
西多摩郡奥多摩町 あきる野市
西多摩郡日の出町
場所
檜原村2430
氷川119－1
乙津565
大久野4718
電話番号
☎042（598）6789 ☎0428（82）7770 ☎042（595）2614 ☎042（597）1126

除いた医療費を東京都後期高齢者
医療広域連合が一時立替え、後で
加害者（相手方）に請求します。
診療を受ける際には、医療機関に
事故による受診であることを申し
出てください。
また、事故（自損事故含む）に
遭ったら、左記問合せ先へ必ずご
④生涯青春の湯
「つるつる温泉」

金婚

おめでとうございます

掲載しています（申請順・敬称略）
。
・大橋信夫・スイ（橋場２）
掲載を希望する方は、左記へ
・山本勉・孝子（入谷２）
・粕谷明雄・美智子（松が谷１） ご連絡ください。
金婚は結婚 周年（ダイヤモ ▽問合せ 高齢福祉課（区役所

▷問合せ 情報システム課

（区役所２階⑫番）

住宅
まちづくり

使えるようになりました。

▽対象 まちづくりを目的として、
複数の区民により設置されたま
ちづくり団体または、まちづく

草駅前ウェルカムボードでも

を２か月延長することができます。
※詳しくは左記へ
▽問合せ 国民健康保険課資格係

（区役所２階⑫番）
☎（５２４６）１２５２

建築物の耐震化助成

りを始める初動期のまちづくり
団体
※この他、まちづくり活動推進団

体に対する助成あり、詳しくは
左記へ

か所の観光案内板と、東武浅

☎（５２４６）１２５２

交 通 事 故 な どに遭ったと
き（後期高齢者医療制度）

国 民 健 康 保 険 加 入 者の 皆
さんへ～ 日 帰 り「 国 保 温
泉 センター」の 割 引 利 用
券を差し上げます～

4月から、区で整備した10

▲ウェルカムボード（イメージ）

各種健診・検診の案内、健康に関
する相談、健康に役立つ情報

高齢者等が行方不明になった際の
捜索協力依頼情報、高齢者の見守
りや認知症に関するイベントの案内

●観光案内板アクセスポイント新規整備箇所
三ノ輪国際通り入り口
竜泉1丁目
都営浅草線蔵前駅A4出口
JR浅草橋駅東口前
前
谷中あかじ坂
駒形1丁目
駒形2丁目
大関横丁交差点
よみせ通りめぐりんバス
谷中霊園付近
停付近
●ウェルカムボードアクセスポイント新規整備箇所
東武浅草駅前ウェルカムボード

15

▽問合せ まちづくり推進課
☎（５２４６）１３６８

ト環境（フリーWi-Fi）を提供しています。

200

50

150

31

（延べ面積に応じて限度額あり）
※耐震改修工事費用の借入金に対
する一部利子補給制度あり（利
子補給率 最大１ ０％、利子補
給期間 ７年、対象融資限度額
５千万円、要件あり）
※詳しくは左記へ
▽問合せ 耐震アドバイザー派遣
については、まちづくり推進課
☎（５２４６）１３６６
耐震診断・補強設計・耐震改修

会議日程、質問予定議員と通告内
容、議決結果

2

食中毒発生状況、食中毒予防、食
品衛生最新情報、講習会等の案内
区内で開催されるイベントやお祭
り、区主催の事業などの催し物情報

害時における情報通信手段として、無線のインターネッ

③秋川渓谷
①檜原温泉センター ②奥多摩温泉
「数馬の湯」
「もえぎの湯」 「瀬音の湯」

施設名

昭和 年以前に建てられた住宅
や建築物を対象に、耐震診断等の
助成を行っています。
▽耐震診断（②③は補強設計を含
む） ①木造住宅は費用の全額
（上

12

男女平等に関する講座募集の案
内、男女平等推進フォーラムの案
内、相談事業の案内
悪質商法など相談の多い消費者ト
ラブルの注意情報、消費生活関連
の講座やイベントの案内
区が主催する環境関連イベント、
環境関連事業の案内、エコライフ
情報

☎（5246）1032

31

60

育児相談、予防接種、子ども家庭
支援センターの行事

観光客などの来街者に対する「おもてなし」や、災

31

主な配信情報

区内の犯罪発生情報、警察からの
ニュース

種類
たいとう安
全・安心電
子飛脚便
たいとう子
育てメール
マガジン
たいとう食
の安全通信
たいとう催
し物情報
たいとう区
議会メール
マガジン
はばたき21
メールマガ
ジン
消費生活情
報メールマ
ガジン
たいとう環
境メールマ
ガジン
たいとうヘ
ルスケアニ
ュース
高齢者見守
りメールマ
ガジン

無料公衆無線LAN
「Taito Free Wi-Fi」
を利用できる場所が増えます

56

・

30

東京都国民健康保険団体連合会
では、国民健康保険加入者を対象

56

14

交通事故など第三者から受けた
けがなどの医療費は、加害者（相
手方）が過失割合に応じて負担し
ますが、届け出により後期高齢者
医療で保険診療を受けることがで
きます。この場合、自己負担分を

【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。

工事・利子補給制度については
住宅課
☎（５２４６）１４６８

都 営 住 宅入居 者 募 集（東
京都公募）

▽募集住宅 家族向・単身者向等
（抽せん方式）

２階⑥番 )
ンド婚は 周年）を迎えたご夫
▽申込書配布期間 ５月７日㈪～
万円）
、その他の地域は費用
連絡ください。担当者が事故の状
☎（５２４６）１２２１
婦で、１月までに申請した方を
日㈫（閉庁日を除く）
の２分の１（上限 万円）
国保加入者が新しく職場の健康 況などを伺った上で、届出に必要
▽申込書配布場所 区役所１階戸
※重点地域については、左記へお
な書類（被害届など）をご案内し
保険に加入した時や、その被扶養
籍住民サービス課 同･５階⑩番
問合せください。２段階に分け
ますので、事故日から 日以内に
者になった時は、 日以内に区役
「たいとうメールマガジン」を配信しています
住宅課、区民事務所・同分室、
ての改修工事も助成します。
所２階⑫番国民健康保険課、区民
提出してください。
地区センター（東京都住宅供給
▽除却工事助成 費用の３分の１
事務所・同分室（地区センターを
※交通事故の場合、事故証明書が
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
を登録（区ホームペ
公社ホームページからダウンロ 帯電話などのメールアドレスを登
（上限 万円）
除く）で国保をやめる手続きをし
必要となりますので、必ず警察
ージから登録可）
※耐震診断の結果が一定基準に満
ード可）
てください。
に届け出てください。
録することで、区の情報をメール ※登録は無料、通信費
たない住宅・建築物が対象
▽申込み・問合せ 東京都住宅供 で受け取ることができます。
届出により保険料が変更となる ▽問合せ 国民健康保険課後期高
は利用者の負担
▽問合せ 建築課
給公社都営住宅募集センター
場合は、後日世帯主あてに保険料
齢者医療係
▽
登
録
方
法
パ
ソ
コ
ン
か
ス
マ
ー
ト
▽
問
合せ 広報課
☎（５２４６）１３３５
☎（３４９８）８８９４
変更通知書を送付します。
☎（５２４６）１２５４
フォン・携帯電話（下記 次元
☎（５２４６）１０２１
▽問合せ テレホンサービス
▽必要な物 職場の健康保険証と
コード）から、メールアドレス
外 国 籍 の 方 は国 民 健 康 保
☎（６４１８）５５７１
台東区の国民健康保険証（いず
マンションの耐震化助成
険証の有 効 期限にご注 意
台東区内での申込書配布場所に
れも保険証が変わる方全員分）
、
ください
区では、昭和 年５月 日以前
ついては、台東区住宅課
マイナンバーが分かるもの（通
に確認済証の交付を受けた分譲・
☎（５２４６）１３６７
外国籍の方が世帯主の場合、保
知カード等）
賃貸マンションに対し、耐震アド
険証の有効期限は、原則として世
・郵送でも受付けます
地 域 の ま ち づく り を 進 め
希望者には、必要な書類を送り 帯主の在留期限の月末となってい ▽割引利用券配布場所 区役所２ バイザー派遣・耐震診断・補強設
る た めに 専 門 家 を 派 遣 し
階⑬番国民健康保険課・１階戸
計・耐震改修工事にかかる費用の
ますので左記へお問合せください。 ます。
ています
籍住民サービス課、区民事務所
一部を助成しています。
新たに在留資格が認められ、在
・保険証利用にご注意ください
区内で建築物の共同化やまちづ
・同分室、地区センター
▽助成対象者 分譲マンションの
職場の健康保険は保険証に記載 留カードまたは特別永住者証明書
年３月 日まで
管理組合または管理組合法人・ くりルールの作成など、市街地整
されている「資格取得年月日」ま が交付された方に対しては、随時、 ▽開設期間
（右表①②は月曜日休館・祝日
賃貸マンション所有者（個人・ 備の取り組みを行う団体に対し、
たは「扶養認定年月日」から有効 有効期限を更新した保険証を郵送
専門家（まちづくり相談員）を派
の場合は翌日、③は３・６・９・
中小企業者）
です。誤って区の国民健康保険証 しています。在留許可の更新が遅
月の第２水曜日休館、④は第３ ▽助成額
遣しています。また、まちづくり
を使った場合、区が負担した医療 れていて、保険証の有効期限が切
火曜日休館、
祝日の場合は翌日） ・耐震アドバイザー派遣 １回の 活動を始める初動期の取り組み
費（総医療費の７～９割分）を後 れてしまった方は、パスポートや
（勉強会、地域の課題・目的の整
派遣につき２万円以内
日返還していただくことになりま 在留カードなどでビザ更新中の確 ▽問合せ 国民健康保険課
☎（５２４６）１２５１
理、団体の活動方針の決定、組
・耐震診断・補強設計・耐震改修
認が取れれば、保険証の有効期限
すので、ご注意ください。
工事 助成対象費用の２分の１ 織体制の整備など）に対する派遣
▽問合せ 国民健康保険課資格係
も行っています。

50

保険・年金

第 1203 号
（3） 平成30（2018）年 4月20日

広報

高反射率塗料施工

11

不妊治療費助成承認決定通知書（原本） ④当該治
療の領収書 ⑤戸籍謄本等（配偶者の住民登録が区
外の場合等）を下記問合せ先へ郵送か持参※詳しく
は下記へ

申込締切日 東京都の助成承認決定日か

ら6か月以内 問合せ 〒110−0015 台東区東上
野4−22−8 台東保健所保健サービス課
☎（3847）9447

住所

人間ドック（日帰り）受
診者に検査料金の一部を
補助します

療費助成事業受診等証明書（写し） ③東京都特定

☎（５２４６）１２５１

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 ５月１日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、
更年期や月経障害・不妊などで
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７
20

記へお問合せください） 申込方法 ①台東区特定不
妊治療費助成申請書兼請求書 ②東京都特定不妊治

35

25

的な活動を行っている方
※出展団体は実行委員としても活
動、出展は企画内容を実行委員

引いた額に対し最大5万円（助成回数については下

29

会で検討して決定

未満である 助成額 治療1回につき都助成額を差し

▽申込締切日 ５月 日㈭
※詳しくは、区ホームページをご

けていない ⑤治療開始日時点の妻の年齢が43歳

医療機関名

31

▽対象 台東区の国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度の加入
者で、申込日現在 歳以上であ
り、 年度分までの保険料を完
納した方（妊娠中の方を除く）

ある ④他の区市町村から特定不妊治療費助成を受

覧になるか左記へ
▽申込み・問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８４

業の承認を受けた ③申請時に台東区に住民登録が

▽受診場所 区内の契約医療機関
（下表）
※利用者が、契約医療機関へ予約

治療を始めている ②東京都特定不妊治療費助成事

健康

①24年4月1日以降に

▽補助額 契約検査料金（医療機
関によって異なる。おおむね４
～５万円）のうち２万円（年度

対象 次の全てに該当する方

▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）

台東区特定不妊治療費助成制度
をご利用ください

内１回）
※受診の２週間前までに申込みが
必要です。詳しくは下記へ。

で、
「寝たきり」は予防できます。
地域の身近な施設で、転倒予防
体操や健康ミニ講座・交流など、
健康に過ごすために役立つ教室を
毎月実施しています。ぜひご参加
ください。

▽対象 区内在住の 歳以上の方
※広報「たいとう」３月 日号で
お知らせした、健康ミニ講座に
ついて、ケアハウス松が谷の日
程が５月８日㈫に変更になりま
した。
▽問合せ 介護予防・地域支援課

☎（５２４６）１２９５

場所
日時
ケアハウス松が谷
第2火曜日午後2時～3時30分（※1）
台東一丁目区民館
第2水曜日午後1時30分～3時
特別養護老人ホーム浅草 第2金曜日午後1時30分～3時
根岸社会教育館
第3月曜日午後1時30分～3時（※2）
環境ふれあい館ひまわり 第3木曜日午後1時30分～3時（※3）
谷中区民館
第3金曜日午後1時30分～3時
65 福祉プラザ台東清峰会 第4金曜日午後1時30分～3時（※4）
（※1）8月は第1火曜日
20
（※2）7月は第4月曜日、9月は第2月曜日
（※3）31年3月は第2木曜日
（※4）11月は第5金曜日

骨髄移植ドナーとドナー
が従事する事業所等へ助
成金を交付しています

【 ドナーが従事している国内の
事業所等 】ドナー（個人事業
1日1万円
主を除く）が従事している国内
（7日以内）
の事業所等（国および地方公
共団体・独立行政法人を除く）

こつずい まっしょうけつ

助成額

骨髄・末梢血幹細胞提供者（ド
ナー）の負担軽減と、移植および
ドナー登録の拡大を推進するため、
ドナーとドナーが従事する事業所
等に対し、ドナーが通院（検査）
や入院に要した日数に応じて助成
金を交付します。

※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ

※ドナー登録や骨髄移植について
は、日本骨髄バンクホームペー
ジをご覧ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

ふれあい介護予防教室に
参加してみませんか

体をよく動かし、きちんと食事

をし、人に出会って交流すること

対象

【 ドナー 】日本骨髄バンクが
実施する骨髄バンク事業で、骨
髄・末梢血幹細胞の提供を完 1日2万円
了し、証明書類の交付を受け、（7日以内）
提供時または申請時、区内に住
民登録がある方

▲ふれあい介護予防教室

10

購入する前に、設置予定場所の
写真を持って、必ず左記問合せ
先へご連絡ください。

15

※予算が無くなり次第終了
▽問合せ 環境課（区役所６階③
番）☎（５２４６）１３２３

（※1）空調機器や照明器具等、幅広い電化製品が対象。詳しくは右
記へお問合せください。
（※2）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みど
りの条例の適用を受ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外
（※3）プランター等容器・花苗・土・肥料の購入費等が対象

11

コ

プランター設置（玄関先
①1平方メートルあたり3万円×助成対象面積
や店先に花や緑を植えた
②助成対象経費（※3）
（消費税を除く）×
プランターを置く場合）
50％※①と②のいずれか低い額（上限5万円）
（※3）

10

エ

民間貸駐車場緑化（駐車 ①1平方メートルあたり1万円×助成対象面
場に植込地を作り、樹木 積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
を植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

環境フェスタたいとう２
０ １ ８ の 実 行 委 員（ 出 展
団体）を募集します

▽開催日時
月 日㈯・ 日㈰
午前 時～午後４時
▽場所 生涯学習センター、金竜
公園
▽対象 高校生（ 歳）以上の個
人・団体で、区内で環境保全・
清掃・リサイクルに関する自主

▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８１

地先緑化（建物の周り等 ①1メートルあたり1万円×助成対象緑化延
に植込地を作り、樹木を 長 ②工事費用（消費税を除く）×50％
植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

表面積の合計は０・ 平方メー
トル以上（新聞紙１面以上の広

壁面緑化（建物の壁面に
①1平方メートルあたり5千円×助成対象面
ネット等を取付け、つる
積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
性 植 物 等 で 緑 化 する 場
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）
合）
（※2）

ん。
▽問合せ 清掃リサイクル課

①1平方メートルあたり2万円×助成対象面
屋上緑化（建物の屋上を
積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
緑化する場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限30万円）

☎（５２４６）１０１８

本体・付属機器の購入費および設置費用の
合計（消費税を除く）×50％（１台の上限
５万円、2台まで申請可）

さ）になること
※プランターの大きさ・植える植
物には条件があります。材料を

雨水タンク設置

〜花の心プロジェクト〜
玄 関 先 や 店 先 を、 花 と 緑
で 飾 り ま し ょ う（ プ ラ ン
ター設置費用助成）

窓、外壁等の遮熱・断熱 工事費用（消費税を除く）×20％（上限15
改修
万円）

10

玄関先や店先に、花を中心とし
たプランターを置く場合、かかっ
た費用を助成します。
▽助成対象 自らの敷地内で、道
路に面した場所に設置するプラ
ンター・花苗等の購入費用
※新たに設置するプランター等の

①1平方メートルあたり2千円×助成対象塗
布面積 ②工事費用（消費税を除く）×
50％※①と②のいずれか低い額
（上限15万円）

20

環境
リサイクル

出力1キロワットあたり5万円（戸建住宅は
太陽光発電システム設置 上限20万円、共同住宅共用部・事業所は上
限50万円）

家庭から出る園芸用土を
回収しています

省エネ効果が認められる 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
機器への入れ替え（※1） 万円）※事業所のみ

第 1203 号 （4）

家庭で不要になった鉢植え等の
園芸用土を、半透明のビニール袋

共同住宅共用部用LED照 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
明改修
万円）※共同住宅のみ

等に入れて、左記の回収場所へお
持ちください。
▽回収日時 第４土曜日午前 時
～正午

家庭用燃料電池（エネフ
14万円（1台まで）※家庭のみ
ァーム）設置

▽回収場所 偶数月は旧下谷小学
校校庭（区役所裏）
、奇数月は
環境ふれあい館ひまわり
※１度に出せる量は リットル袋
１つまで。
枯れた植物の枝や根・
石などは取り除いてください。
※事業所のものや、砂・泥・肥料・
木くず等の園芸用土でないもの、
鉢・プランターは回収できませ

助成額

省エネ機器等の導 入 に 対 し て 助 成 を 行 っ て い ま す

助成対象

住宅や事業所へ省エネ効果のあ ※申請方法等、詳しくは区ホーム
る機器等を導入する場合、助成を
ページをご覧になるか下記へ
行っています。機器をお得に導入
▽期間 通年受付（予算が無くな
し、省エネに取り組みましょう。
り次第、受付終了）
※必ず工事前に申請してください。 ▽対象 区内の建物に導入する方

平成30（2018）年 4月20日

電話番号

愛誠病院上野クリニック 東上野2−18−6 （3834）3518
永寿総合健診・予防医療 東上野3−3−3
（3833）7351
センター
プラチナビル2階
三倉クリニック

上野1−16−16

（5807）8171

オリエンタル上野健診セ
上野1−20−11
ンター

（5816）0720

鶯谷健診センター

根岸2−19−19

（3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

（3874）9981

東京トータルライフクリ 雷門2−6−3
（5806）9871
ニック
ユニカ雷門ビル2階
あさくさ雷門前クリニック 雷門2−11−8

（5827）2700

浅草寺病院

浅草2−30−17

（3841）3330

浅草クリニック

浅草4−11−6

（3876）3600

台東区立台東病院

千束3−20−5

（5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

（3876）1711

浅草橋1－30－9
医の森クリニック浅草橋
ヒューリック浅草橋（5809）3601
健診センター
江戸通り4階

【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

30
11
30

16

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

22

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〉

広報

（7） 平成30（2018）年 4月20日

催 し も の など
第11回浅草橋紅白マロニエま
つり

第 1203 号
「台東区産業フェア2018」
出展者募集

朝倉彫塑館特集展示「時代を創
った人物5 島津の気風」

経営環境の改善や販路開拓などに取り組む

期間 6月6日㈬まで

開館時間 午前9時30

意欲的な事業者を支援し、台東区ブランド

分～午後4時30分（入館は4時まで）

を国内外に発信していくことを目的として

入館料 一般500円、小中高生250円※入

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下記申込先
へ

申込締切日 各教室開催日の前日まで

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

開催します。ビジネス展示商談会を基本と

館時は靴を脱ぎ、靴下着用 休館日 月・木

プール（今戸1－8－13）

しつつ、一般来場者向けに販売・PRを行

曜日（祝日の場合は翌日）※4月30日㈷、

☎・ FAX （3874）3019

ク浅草橋ビル周辺（浅草橋1－22－16）

うこともできます。 日時 11月1日㈭・2

5月2日㈬～6日㈰は開館し、
1日㈫・7日㈪・

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

内容 にぎわいパレード、にぎわい広場（物

日㈮午前10時～午後5時

8日㈫は休館します。

販等）
、キッズクラフトコーナー、秋山武

貿易センター台東館（花川戸2－6－5）

雄なつかし写真展（トークショー・13日

対象 原則として台東区内に事業所を有す

のみ）
、にぎわい市（地元企業、店舗の物

る「ものづくり」分野の中小企業

日時 5月12日㈯・13日㈰午前10時～午後
5時（13日は4時まで） 場所 ヒューリッ

場所 都立産業

場所・問合せ 朝倉

産業研修センターの催し

彫塑館☎（3821）4549

書道博物館出前講座

なかむら ふ せつ

根岸の偉人、中村不折を知ろう！
～おはなしとワークショップ～

●第1回CAD入門講座「RootPro CAD」

販等）
、みんなで踊ろう！マロニエまつり

出展料 2日間で1小間10,000円※1企業に

盆踊り（12日のみ）
、
浅草橋しゃべり亭（問

つき2小間まで

屋街の歴史・13日のみ）
、座★ステージ浅

アホームページから申込むか、申込書（下

日時 5月26日㈯午後2時30分～4時

全日程受講可能な方 定員 4人（抽選）

草橋（ステージパフォーマンス・13日のみ）

記問合せ先へ請求）に記入しファックスで

場所 生涯学習センター

講師 清水直人氏

ほか

申込み※詳しくは台東区産業フェアホーム

順） 講師 書道博物館学芸員 費用 100円

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

（材料費） 申込方法 往復はがき（1人1枚）

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

問合せ マロニエまつり実行委員会

申込方法 台東区産業フェ

ページをご覧ください。

（浅草橋地区センター内）

定員 20人（先着

ふりがな

日時 6月5日㈫・6日㈬（全2回）午後6時
15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で
費用 3,000円（2回分）

ふりがな

☎（3851）4500

申込締切日 5月25日㈮（必着）

に住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下

所在地を書いて下記問合せ先へ

マロニエまつり実行委員会 染谷

問合せ 産業振興課地域産業担当

記問合せ先へ

申込締切日 5月15日㈫（必着）

☎090（7215）7431

☎（5246）1143

着） 問合せ 〒110－0003 台東区根岸

●第2回革小物手作り教室「オリジナル蝶

FAX （5246）1139

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

ネクタイ」 日時 6月

外国語ができなくても大丈夫！
外国人と日本語で話しませんか
外国人と日本語でコミュニケーションをと

Concert for KIDS
～0才からのクラシック～

申込締切日 5月16日㈬（必

台東リバーサイドスポーツセン
ターから

16日㈯午後1時30分
～3時30分 対象 区
内在住か在勤の小学

るコツを学んでみませんか。実際に外国人

●初心者ゴルフ教室 日時 6月7日～7月5

5年生以上の方※小

と話す時間もあります。

日時 5月22日

日の月・木曜日（6月28日を除く・全8回）

学生は保護者同伴

㈫午後6時30分～8時30分 場所 区役所
10階1003会議室 対象 区内在住か在勤・

午後6時30分～8時30分 場所 台東リバー

定員 10人（抽選） 講師 高見澤篤氏（浅草
ものづくり工房卒業生） 費用 1,000円

在学の方 定員 40人（先着順）

ター（江東区木場） 対象 区内在住か在勤

申込方法 電話で下記問合せ先へ（区ホー

の18歳以上の方 定員 30人（抽選・初め

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

ムページから申込可） 申込締切日 5月18

ての方を優先） 講師 台東区ゴルフ連盟講

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

日㈮

師団

所在地、会員の方は会員番号を書いて下記

サイドスポーツセンター、フジゴルフセン

問合せ 区民課協働・多文化共生係

☎（5246）1126

小さな子供と一緒に家族で入場できます。

ひとり親家庭「春の日帰りバス
ハイク」～東京サマーランド～

費用 10,000円（8回分）※練習場

のボール代は別途
ふりがな

申込方法 はがきに教室

日時 7月4日㈬午前10時30分開場、11時

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号、

開演（1時間程度） 場所 生涯学習センター

在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記

ミレニアムホール 出演 大森智子（ソプラ

問合せ先へ

日時 6月23日㈯午前8時区役所集合、午後

ノ）
、上原正敏（テノール）
、礒絵里子（バ

●初心者のためのスポーツ教室「卓球」

5時帰着予定※雨天決行、荒天時行先変更
の場合あり 対象 区内在住のひとり親家庭

イオリン）
、海野幹雄（チェロ）
、新居由佳

日時 6月1日～7月13日の金曜日（全7回）
午後7時～9時 場所 台東リバーサイドス

の子供（4～15歳）と保護者（親子で参加
できる方） 定員 18組（抽選） 費用 無料

チャールダーシュ（モンティ）
、トルコ行

（昼食代は自己負担）※台東区母子寡婦福

梨（ピアノ） 曲目 乾杯の歌（べルディ）
、
進曲（モーツァルト）ほか

申込締切日 5月25日㈮
（必着）

ポーツセンター第2競技場 対象 区内在住
か在勤・在学の高校生以上の方 定員 30

（勤労者サービスセンター会員は500円）

ふりがな

問合せ先へ

申込締切日 5月26日㈯
（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

高齢者施設ボランティア育成講
座
日時 5月25日㈮午前10時～午後3時45分

入場料（全席指定）大人2,000円、0歳～小

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室

場所 特別養護老人ホーム谷中

祉協議会（年会費500円）への入会をお

学生1,000円※大人のみの入場不可

内履き

ンティアや介護の仕事に関心のある方

願いしています。

入場券 イープラス、チケットペイ、生涯

申込期間 4月20日㈮〜5月29日㈫

申込方法 はがきに催
ふりがな

申込方法 電話で下記問合せ先へ

し名・参加者全員の住所・氏名・生年月日・

学習センター、下記財団事務局で販売

年齢・学年・電話番号（自宅と携帯）
・今

問合せ 台東区芸術文化財団

問合せ 〒111－0024

までのバスハイク参加回数を書いて郵送か

☎（5828）7591

10 台東リバーサイドスポーツセンター

直接下記問合せ先へ持参

申込締切日 5月

30日㈬（必着） 問合せ 〒110－8615
台東区役所子育て・若者支援課（区役所6
階⑦番）☎（5246）1237

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「弦楽」

◆以降、上記記事の共通項目 ◆
台東区今戸1－1－

☎（3872）3181

対象 ボラ

定員 10人（先着順）※演習・体験・試食

あり、動きやすい服装で参加
申込締切日 5月24日㈭
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

幼児のための水泳教室（第1期）

子犬のしつけ方教室

日時 5月17日㈭午後1時30分開場、2時開
演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

水慣れからクロールまでのレベル別グルー
プレッスンです。 日程 6月2日㈯・9日㈯

日時 5月17日㈭午後2時～3時30分

ル

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院
生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

・16日㈯・23日㈯（全4回） 時間 Aクラ

歳くらいまで）を飼っている・これから飼

スは午後2時～3時、Bクラスは3時～4時

いたいと思っている方※犬を連れての参加

期間 6月～31年3月の第2・4水曜日

時30分から販売、未就学児の入場不可

対象 3歳以上の未就学児

は不可 定員 50人（先着順） 講師 家庭犬

時間 午前10時～正午

しつけインストラクター（東京都動物愛護

「台東区観光ボランティアガイド」
養成講座

定員 各24人（抽

場所 台東保健所3階大会議室

対象 子犬
（1

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

選） 講師 野村不動産ライフ&スポーツ

センター 対象 区内または近隣区在住で台

往復はがきに「弦楽」
・希望人数（2人ま

費用 5,300円（4回分・保険料含む）

推進員） 申込み・問合せ 台東保健所生活

東区の歴史や文化に関心があり、全日程受

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

※レッスン前後の利用は延長料金が必要

衛生課☎（3847）9437

講可能で、講座終了後はボランティアガイ

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

申込方法 往復はがき（1人1クラス）に教

ドとして活動できる方 定員 30人程度

申込締切日 5月1日㈫（必着）

室名・希望クラス（AかB）
・住所・氏名・

内容 台東区の歴史・文化財などの講義、案

問合せ 〒110－0004

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

内の実地研修など※詳しくは6月13日㈬

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

先へ※往復はがき返信後、来館手続きあり

午前10時からの事前説明会でお知らせし

☎（5826）7125

申込締切日 5月14日㈪（必着）

日時 5月26日㈯午後1時30分

場所・問合せ 〒110－0015

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

場所 浅草文化観光

台東区下谷1－2

ます。 費用 無料（テキスト代別途）
ふりがな

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・

第22回朗読会「ゆく雲」

職業・電話番号・メールアドレス・応募動
機を書いて下記申込先へ

入館料のみでお楽しみいただけます。

申込締切日 5月25日㈮（必着）

日時 5月13日㈰午後1時30分（60分程度）

申込み・問合せ 〒111－0034

定員 60人（先着順）

台東区雷

門2－18－9 浅草文化観光センター内

講師 世弥きくよ氏（舞台俳優）

台東区観光ボランティアの会

入館料 一般300円、小中高生100円

☎（3842）5599

場所・問合せ 一葉記念館

問合せ 浅草文化観光

センター☎（3842）5501

☎（3873）0004

台東区東上

花とみどりの園芸講習会～玄関
先や店先を花で彩る～「夏にも
元気な花の寄せ植え作り」
場所 区役

野6－16－8 清島温水プール

学の方 定員 30人（抽選） 講師 樺澤智江

☎（3842）5353

氏（日本ハンギングバスケット協会公認講

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 ①5月26日㈯

②27日㈰午前11時

40分～午後0時30分 対象 区内在住か在

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。

師） 費用 2,000円（材料費） 申込方法 往
復はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名
・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可） 申込締切日 5月7日㈪
（必着） 問合せ 〒110－8615 台東区役
所環境課☎（5246）1323

広報

平成30（2018）年 4月20日
花とみどりの園芸講習会
「手軽にプランター菜園してみま
せんか」
日時 6月2日㈯午前10時

場所 区役所10

第 1203 号 （6）

ゆずります ヘアアイロン、シングルベッ

接下記問合せ先へ（区ホームページから申

申込締切日 5月16日㈬

ド、洋服ラック

込可） 申込期間 5月10日㈭～22日㈫

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

ゆずってください 三輪車、テーブルと椅

問合せ 日本堤子ども家庭支援センター

番）☎（5246）1468

子、子供用自転車20インチ

☎（5824）2535

※上記の情報は4月1日現在の内容です。

階会議室 対象 区内在住か在勤・在学の方

詳しくは、下記へお問合せください。

定員 25人（抽選） 講師 永井淳一氏（園芸
アドバイザー） 費用 2,000円（材料費）

ルショップ☎（3866）8361

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・住所・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）
の方は勤務先（学校）名・所在地を書いて

子育て応援プロジェクト「家庭
教育支援者養成講座（入門編）
」

女性創業者・メンター交流会
～わたしらしく働く「起業」とい
う選択肢～

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

第4回東京国際ヴィオラコンク
ール入賞記念コンサート

子育て中の方の身近な相談相手になれるよ
う、区が行っている子育て支援関連の情報

日時（全5回）6月9日㈯午後1時～3時、16

やさまざまな支援方法を学びます。子供を

日㈯・30日㈯午後1時～4時、7月7日㈯・

持つ親が安心して子育てができるよう、地

21日㈯午前10時～正午 場所 生涯学習セ

域で支援する一員になってみませんか。

下記問合せ先へ（電子申請可）

日時 6月3日㈰午後2時15分授賞式、3時

ンター

申込締切日 5月14日㈪（必着）

開演

して間もない女性経営者や個人事業主

日程
（全6回）

問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

☎（5246）1323

シニアライフ応援計画
軒先（ベランダ）園芸講座

場所 上野学園石橋メモリアルホー

ル（東上野4－24－12） 入場料 3,000円
（全席指定） 前売券 イープラスで販売

対象 創業に関心のある女性、創業

定員 10人程度（先着順）※託児あり（1歳

氏、黒田治子氏、西久保直美氏、市川貴
子氏、
髙木容子氏

レモンやブルーベ

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名を

氏名・電話番号を電話かファックスまたは

リーなどの実が食

書いて下記申込先へ

メールで下記問合せ先へ

べられる果樹に、

㈮（必着） 申込み・問合せ 〒150－0001

問合せ 台東区産業振興事業団

野菜や色とりどり

渋谷区神宮前5－53－67 ㈱テレビマン

☎（5829）4124

の草花を組み合わ

ユニオン内 東京国際ヴィオラコンクール

せて作る寄せ植え

運営事務局「入賞記念コンサート」係
※画像はイメージです

日時 5月30日㈬午後1時30分～3時30分
対象 区内在住か在勤でおおむね50歳以上

の方 定員 30人（抽選） 講師 永井淳一氏

☎（6418）8617

6月12日 新しいつながり合いの形（Ⅰ）
㈫
体験！「聴く」こととは

に要予約） 講師 白羽玲子氏、吉田彩衣子

はがき（1組1枚）に住所・氏名・電話番

講習会です。

6月5日 今どきの子育て家族を取り巻く
㈫
環境

以上の未就学児・各開催日の1週間前まで

区内在住か在勤（学）の方を抽選で30
組60人ご招待

申込締切日 5月11日

6月19日 新しいつながり合いの形（Ⅱ）
㈫
ファシリテーションを体験

申込方法 催し名・住所・

6月26日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－理論編－
7月3日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－実習編－

FAX （5829）4127

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

7月10日 台東区だからこそ！やってみた
㈫
い支援のカタチを考える

地域福祉権利擁護事業
「生活支援員」募集説明会

問合せ 台東区生涯学

習課☎（5246）5815

図書館のこども室から

テーマ

時間 午前10時～正午

場所 生涯学習セン

ター 対象 区内在住か在勤で、さまざまな

生活支援員は、福祉サービスの利用や、公

スキルを子育て支援に役立てたい・子育て

共料金の支払いなどを自分で行うのが困難

支援に関心のある方※原則全日程受講でき

（園芸アドバイザー） 申込方法 住所・氏

●あかちゃんえほんタイム

日時 5月12

日㈯午前11時～11時30分

場所 根岸社

な方を支援します。 日時 5月11日㈮午
前10時30分～正午 対象 福祉活動に対し

る方 定員 15人※託児あり（先着順）

名・年代・電話番号を電話かはがきで下記

ター

問合せ先へ

申込締切日 5月16日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課☎（5246）5821

リサイクル

会教育館和室 対象 区内在住の平成28年

て情熱と理解のある方 内容 地域福祉権利

11月12日～29年11月11日生まれの子供

擁護事業とは、生活支援員の活動※生活支

申込方法 電話で下記問合せ先へ（電
子申請可） 申込締切日 5月29

と保護者 定員 10組（先着順）※子供1人

援員希望者は面接（5月17日㈭午前10時）

日㈫

につき1回まで

あり

教育担当☎（5246）5821

申込開始日 4月28日㈯

※申込みは本人に限る。中央図書館では受

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

付しません。

出店者募集

館☎（3876）2101

日時 ①6月17日㈰

㈰午前10時～午後2時

②24日

出店数 各23店

（抽選）※区内在住の方優先

し名・希望日（①か②）
・住所・氏名・年齢

時～7時30分 場所 生涯学習センター504

・電話番号・子供の年齢をメールか直接下

教育研修室

記問合せ先へ※電話での申込不可、営業関

活動を始めたい・始める予定の初心者で全

係の方の出店不可

日程参加できる方※以前同講習会に参加し

問合せ 生涯学習課社会

無料建築相談室

●読み聞かせ講習会（夜間・初級）
日時 5月22日㈫・29日㈫（全2回）午後6

場所・申込み・問合せ 台東区社会福

祉協議会☎（5828）7507

申込み・問合せ 根岸図書

申込方法 催

申込締切日時 ①5月7

講師 NPO法人子ども家庭リソースセン

<5月>

日時 5月10日㈭・6月7日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

5日

☎（5246）1468

対象 これから読み聞かせの

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）

宝の舞（浅草寺境内）

11～13日

下谷神社大祭（下谷神社）

12・13日

浅草橋紅白マロニエまつり

18～20日

三社祭（浅草神社）
、小野照崎

神社大祭（小野照崎神社）

日㈪ ②14日㈪午後6時※出店決定者の

た方・子供を連れての参加は不可

み出店票を送付

定員 20人（先着順） 講師 児玉ひろ美（中

日時 5月19日㈯午後1時30分～4時15分

公園噴水前広場）

あい館ひまわりリサイクル活動室

央図書館非常勤司書・JPIC読書アドバイ

対象 区内のマンション所有者

25日

☎（3866）8094

ザー） 申込方法 中央図書館こどもとしょ

定員 6組（1組45分程度、先着順）

26・27日

しつで配布する申込用紙で申込むか電話で

相談員 弁護士か一級建築士

社周辺）

場所・問合せ 環境ふれ

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

●リサイクル活動室出前講座「手ぬぐいを

下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

利用したミニトートづくり」
（要申込）

申込開始日 5月2日㈬

日時 5月12日㈯午後2時～4時

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

場所 谷中

区民館第1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
●フリーマーケット出店者募集 日時 ①5
月26日㈯午前9時～午後4時 ②5月27日

子育て支援プログラム
「ノーバディズ・パーフェクト」
話し合いながら進める参加型プログラムで

※車での来場不可、天候により中止の場合

す。

出店数（予定）①40店

②15店

日時 6月14日～7月19日の木曜日

（全6回）午後2時～4時 場所 谷中区民館

出店料 ①2,000円（区内在住の方がリサ

対象 6月14日現在6か月以上3歳未満の子

イクル推進友の会ホームページから申込み

供がいる保護者で、全日程参加できる方

で1,500円） ②1,500円

定員 12組
（抽選） 講師 ノーバディズ・パー

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

フェクト認定ファシリテーター

①リサイクル推進友の会（午前9時～午後

申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号、託

4時）☎（3412）6857※ホームページ

児希望の方は子供の氏名・年齢を電話か直

か当日会場で申込み ②里彩くるカエル倶
楽部（午前8時～午後4時）
☎090（3068）3534

問合せ 台東区清

掃リサイクル課☎（5246）1291
●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。

「初めての資産形成編」

講 座・相 談 会 など

㈰午前8時～午後4時 場所 花川戸公園
あり

くらしに役立つ講座

23～28日

問合せ

さつきフェスティバル（上野

五條天神社例大祭（五條天神社）
お富士さんの植木市（浅間神

くらしの相談課☎（5246）1144
FAX （5246）1139

●私にもできるかな? NISA、iDeCo～制

6時30分～8時 場所 生涯学習センター①

度のポイント、お得な税制優遇とは～

4階407研修室 ②3階301研修室

各制度のしくみ、特色や留意点、税制優遇制

対象 区内在住か在勤・在学の方

度の違いなどを学びます。 日時 5月28日

40人（先着順）※①のみ託児あり（1歳以

㈪①午前10時～11時30分 ②午後6時30
分～8時 場所 生涯学習センター①4階407

と証券を学習する会

研修室 ②3階301研修室 対象 区内在住
か在勤・在学の方 定員 各40人（先着順）

申込方法 講座名・希望時間（①か②）
・住

※①のみ託児あり（1歳以上の未就学児・6人）

所・氏名・電話番号・ファックス番号、在

講師 NPO法人金融と証券を学習する会

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

●NISA、iDeCoを利用するための投資信

地、①のみ託児希望の方は子供の氏名・

託とは?～そのしくみと留意点～ 投資信

年齢・性別を電話かファックスで上記問合

託の基礎知識などを学びます。 日時 5月

せ先へ（電子申請可）

31日㈭①午前10時～11時30分 ②午後

定員 各

上の未就学児・6人） 講師 NPO法人金融
◆以降、上記記事の共通項目 ◆

託児の申込締切日 各開催日の1週間前

子ども家庭支援センターの催し
催し名
親子で体育遊び
１. ２. ３！

日時
5月28日㈪
①午前10時15分～11時
②午前11時15分～正午

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①1歳4か月
各15組
日本堤子ども家庭支援センター「に
～2歳4か月の子供 ②
4月27日㈮
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535
2歳5か月～3歳の子供

パパママベビータ 5月19日㈯
区内在住の11か月まで 10組
台東子ども家庭支援センター「わ
4月27日㈮
イム
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577
おしゃべりタイム

5月28日㈪
午後2時～2時45分

区内在住の6か月～11
5組
寿子ども家庭支援センター「のび
4月27日㈮
か月の子供
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631

【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

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が４月５日に開催され、

話入門講座
▽日程（全８回） ５月 日～７
月 日の金曜日
▽時間 ①午後６時 ②７時 分
（各 分程度）
▽場所 台東区民会館
▽定員 各 人
▽内容 見て聞いて話す、外国人
講師と楽しく学ぶ
▽費用 ８千円（８回分、教材費
含む）
▽申込み・問合せ 国際文化交流
協会前田（月～金曜日午前 時
～６時）
☎０９０（６４８９）２８０３

●家庭教育勉強会
▽日程・内容 ①５月８日㈫・ほ
め方・叱り方
②７月 日㈫・ピンチをチャン
スにする心
③９月 日㈫・失敗する力
④ 月 日㈫・言葉の力
▽時間 午前 時 分～正午
▽場所 生涯学習センターほか
▽費用 各 円
▽問合せ 台東家庭教育研究所
☎（３８７１）１８７５
●ボーイスカウト「台東７団」入
隊説明会
▽日時 ５月 日㈰、６月３日㈰
（いずれか１日）午後４時
▽場所 浅草寺スカウト会館（浅
草２ ３ １）
、
▽対象 小学２年生男子（ 人）
小学３年生男子（若干名）
※説明会は保護者対象です（子供
の出席も可）
。
▽問合せ 山下
☎０９０（１６１４）２９８３
●おはなしおばさん「藤田浩子さ
ん」講演会
▽日時 ５月 日㈪
午前 時～正午
▽場所 生涯学習センター
人（先着順）
▽定員
▽内容 小道具等を使ったおはな
し会の実演・講習
▽費用 １千円
▽申込締切日 ５月 日㈮
▽申込み・問合せ おはなしはら
っぱ清水
☎（３８４４）４９２０
メール

月生まれ ② 年４月～ 年３
月生まれの子供と保護者
▽会費 月額３千 円
入会金２千円
※無料体験会を、５月 日㈭に実
施
▽問合せ 渡辺
☎０９０（５８０４）３１９６
●運命学（東洋占星術で自分や子
供の運勢・能力・才能）を学びま
せんか
▽日時 月１～２回
午前 時～ 時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額５千円
▽問合せ 結希
☎０９０（２７６１）７９１７
●マジック同好会「カッター」
（初心者からのテーブルマジック）
▽日時 第２ ４木曜日
午後６時 分〜８時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額２千円
入会金１千円
▽問合せ 小倉
☎０９０（４７４３）３２７８
●カラオケ「はまなす会」
▽日時 火曜日（月３回）
午後６時 分～９時
▽場所 清川区民館ほか
▽会費 月額３千 円
▽問合せ 北島
☎（３８７４）６３８４
●コーラス「せせらぎ」
（男女・
年齢不問）
▽日時 第２ ４水曜日
午後６時～８時

▽会費 月額２千円
▽問合せ 宮地
☎（３８３１）２４３９

年会費５千円
▽問合せ 田村
☎０９０（８９４４）９３１８
●着付サークル「つづれ会」
▽日時 月１～２回
午後１時 分～３時 分
▽場所 東上野区民館ほか

▽会費 月額１千円
▽問合せ 本多
☎０９０（４６１５）５４４７

●ＦＵＮ‐ＮＯＴＥＳ（①はじめ
てのジャズ ②ポピュラーソング）
▽日時 木曜日（月２回）

午後１時～５時・６時～９時の
内の 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 １回２千 円
※①②で別に活動しています
▽問合せ 小林
☎０９０（４３７７）６３４４
ば や し
●祭囃子「北上野お囃子会」
（初心者可）
▽日時 毎週日曜日
午後５時～６時
▽場所 台東第二福祉作業所４階
（北上野２）ほか
▽会費 月額大人３千円
高校生以下２千円
▽問合せ 飯島
☎０９０（３４７３）７９５２
●おおぞらハイキングクラブ（初
・中級者歓迎、 歳までの方）
▽日程 土・日曜日・休日で月２
～３回
▽場所 都内または都近県
▽会費 月額 円
▽問合せ 宮﨑

☎０８０（３０２５）１９３３
●社交ダンスサークル「朝顔ダン
ススクール」
（初心者 ・ 高齢者歓迎）
▽日時 毎週水曜日
午後６時～９時

さかいり

▽場所 浅草橋区民館ほか
▽会費 月額３千円
入会金２千円

【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。

29

harappa.ehon@g ▽場所 平成小学校ほか
※平成小学校改修工事中は、小島
社会教育館

会 員 募 集

●台東短歌会
▽日時 第１土曜日
午後１時～４時

▽問合せ 坂入
☎０８０（３２７７）７６０１

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。

10

30

30

500

30

700

▽場所 金杉区民館ほか
▽会費 月額１千円

500

70

28

11

・

10

●音色「親子リトミック」
▽日時 木曜日（月３回）①２・
３歳児は午前 時 ②１ ２歳
児は 時 分
▽対象 ①平成 年４月～ 年３

90

10

30

500

30

13 11

mail.com

12

・

28

25

30

18

FAX

15

10

27

28

10

27

13

5月27日～6月2日
B
●今戸焼の歴史（14分）
●旧作品 ふれあいコンサート おとあそび♪ ●平成30年度 台東区の伝統工芸①（6分）
C
親子音楽会（20分）
午前9時34分
●旧作品
矢先稲荷神社大祭（平成28年度）
（14
5月13日～6月2日
C
分）
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
●旧作品 第66回 東京藝術大学卒業・修了作品
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から 台東区長賞・台東区長奨励賞授与式（6分）
午前9時54分
のお知らせ
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●旧作品 東京都・台東区合同帰宅困難者対策
訓練（6分）
午前9時54分
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◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

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。
たいとう音頭ダンスコンテスト
審査委員の推薦について ほか４
件
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5月20～26日
●第36回 浅草流鏑馬（20分）
●旧作品 シニアボッチャ体験会（14分）
5月6～12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
B
●第30回 桜橋花まつり（20分）

○放送時間のご案内
A 午前9時 B 午前9時20分 C 午前9時
40分《再放送》同じ日のそれぞれ午後1
時台と午後5時台と午後9時台
5月13～19日
B
●第10回 モノマチ（20分）
●旧作品 地域の人と人をつなぐ～台東区社会
C
福祉協議会の取り組み～（20分）

催しものなど
5・6月の区役所制作番組案内

●大人のための①韓国語・②英会

平成30（2018）年 4月20日
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