▽講師 白井裕一郎（今戸焼 白
井 ６代）
▽費用
円

俳 句

岩崎恒雄
加藤昭子
工藤真澄
鈴木千恵
田口幸子
野中昌子
星民子
森田昌宏
吉田進
内藤潮南

台東区俳句同好会

笙の音の流るる方や春野立ち
白梅や手押し車に歩を運ぶ
東風吹くや頂き隠す富士の雲
三月の橙色の月夜かな
初午や若き宮司の硬き所作
反物を広げて五日雪晒
みちのくのふるさと偲ぶ春炬燵
かじかみし手は懐に春寒し
真青なる残りし月と雪だるま
青春の夢は無限や春立ちぬ

石川昭子
石川カヨ子
菊地ミネ
佐藤初江
諏訪員巨
田渕伊佐子
長山園子
西村倶子
見月美知代
山本玲子

・書類作成セミナー ６月６日
㈬・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ６月 日
㈬・ 日㈬午前 時
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
以下で全日程参加できる方）
６月 日㈪・ 日㈫・ 日㈬
（全３回）午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎（３８４７）８６０９

命毛に墨の香のせて春便り
春愁やシネマの果ての街灯り
土佐の海土佐の青空土佐みづき
弾丸の跡残る山門花吹雪
春めくやカルチエラタンの風の色
待ちに待つ旅は北都や桜咲く
古への硯洗ふや月朧
落日や岩をつたひて春深む
行く春を谷中巡りて惜しみけり
パンジーをこよなく愛でし人偲ぶ
▽問合せ 台東区俳句同好会
北島宏吉☎（３８７２）４６１４

▽問合せ 関東総合通信局
・不法無線局による混乱・妨害は

☎（６２３８）１９３９
・テレビ・ラジオの受信障害は
☎（６２３８）１９４５
・地上デジタルテレビ放送の受信
相談は
☎（６２３８）１９４４
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
▽講座名・日時

【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。

時～午後７時（パレードは午
、６月３日
後１時 分～４時）
㈰午前 時～午後５時（パレー
ドは午後０時 分～３時）
▽場所 盛岡城跡公園ほか

かちどき

皆で電波のルールを守りましょ

総務省では、電波を正しく利用
してもらうための周知・啓発およ
び不法無線局の取り締まりを強化
します。
電波は暮らしの中で欠かせない
ものです。
う。
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▽場所・申込み・問合せ 今戸社
会教育館
☎（３８７３）４１４０
●第 回隅田川クリーン大作戦
▽日時 ６月 日㈯午前９時～正
午（午前８時 分集合・小雨決
行）

●手相サークル
▽日時 月２回（月・木曜日を除

く）午後１時～２時 分または
午後３時～４時 分
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 １回３千円
▽問合せ 若林
☎０９０（３４０６）３３６８

災課
☎（５３２０）５１６４
●６月１日～ 日は「電波利用環
境保護周知啓発強化期間」です

●降雨・水位情報を提供していま
す
都では、都内に設置している雨
量計・河川水位計の観測情報およ
び河川監視カメラの映像を、イン
ターネットでリアルタイム（５分
単位の静止画）に情報提供してい
ます。
※詳しくは、建設局ホームページ
の「降雨・河川水位情報」から
ご覧ください。
▽問合せ 東京都建設局河川部防

30

▽場所 ①勝鬨橋 ②桜橋（台東
区側） ③石川島公園（中央区
佃２） ④桜橋（墨田区側）
▽内容 隅田川テラス等の清掃
（参加者には記念品を贈呈しま
す）
▽申込方法 希望清掃場所（①～
④）
・団体名・代表者の氏名・
参加者全員の住所・氏名・電話
番号をはがきかファックスで左
記問合せ先へ
（個人での参加可）
▽申込締切日 ６月９日㈯（必着）
００３６ 台東
▽問合せ 〒
３ 藤原
区松が谷４
☎・ （３８４１）０６７７
●第 回台東書道展
▽日時 ７月 日㈮～８月３日㈮
午前９時 分～午後５時 分
（最終日の入場は２時まで）
▽場所 東京都美術館２階第３展
）
示室（上野公園８
▽作品搬入日時・場所 ７月 日
㈪午前 時～正午・東京都美術
館搬入口
▽問合せ 伊藤鳳峻
☎（３８７２）５８０９

会 員 募 集
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※詳しくは、東北絆まつりホーム
ページをご覧ください。
▽問合せ 盛岡市商工観光部観光

30

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。
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交流課（土・日曜日・祝日を除
く午前９時～午後５時）
☎ ０１９（６１３）７５３９
●浴衣の着付けを楽しみませんか

45

11

30

▽問合
 せ 台東区役所広報課
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

30

30
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▽場所 浅間神社周辺

30

13

68

●花芸・安達流「活け花サロン四
季」
▽日程 隔週水・金・土曜日
※時間は随時
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 月額５千円（花材費込）
▽問合せ 秋山光瞳
☎（３８７４）０５５８
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▽問合せ 浅草観光連盟
～基本の帯結びに、工夫を加えて
☎（３８４４）１２２１
結びます～（初心者歓迎）
●台東スカウトフェスティバル
▽日時 ６月７日㈭・ 日㈭（全
２回）午後１時 分～３時 分
（当日受付・無料・参加賞あり）
▽日時 ５月 日㈰午前８時 分 ▽場所 社会教育センター
～ 時 分（小雨決行）
▽費用 ３千円（２回分）
▽場所 入谷南公園
▽申込み・問合せ 学びの市場
▽内容 園児・小学生対象の、か
☎（５８２７）４６５１
っぱ橋周辺ポイントラリー
●婚活イベント！
▽問合せ 台東区ボーイ・ガール
～上野動物園散策 パーティー～
スカウト協議会 岡本
▽日時 ６月 日㈰
午前 時～午後５時
☎（３８４１）７７７１
▽集合場所 上野動物園
●永寿総合病院 認知症疾患医療
センターから
～ 歳で独身の方
▽対象
・物忘れ相談室
人（先着順）
▽定員
▽日時 土・日曜日・祝日を除く ▽費用 男性７千 円、女性４千
円（入園料・パーティー費用込）
午前９時～正午、
午後１時～４時
▽場所 永寿総合病院２階認知症 ▽申込方法 「参加希望」
・氏名・
疾患医療センター（東上野）
年齢を電話かメールで左記問合
せ先へ
・オレンジカフェ「シナプソロジ
ーの講義と実践」
（認知症カフェ、 ▽申込締切日 ５月 日㈭
※詳しくは、
「ご縁チャンネル」
要申込）
ホームページをご覧になるか左
▽日時 ５月 日㈫
午後３時～４時 分
記へ
▽場所 永寿総合病院３階多目的 ▽問合せ ＮＰＯ法人ソラノワ
ホール
☎（５８０７）５９５２
▽講師 國枝洋太氏（東京都済生
メール
soranowa@cp.em
会中央病院 理学療法士）
-net.ne.jp
人（先着順）
▽定員
●今戸社会教育館指定管理者主催
◆以降、右記記事の共通項目◆
たいとう再発見スタンプラリー
▽申込み・問合せ 永寿総合病院 「地域の魅力を再発見！今戸焼ま
認知症疾患医療センター
る分かりツアー」
☎（３８３３）８３８１㈹
▽日時 ６月 日㈪
午後２時～４時
●東北絆まつり盛岡～多彩な東北
歳以上の方
▽対象
が、熱い絆でひとつになる。～
人（先着順）
▽定員
▽日時（予定） ６月２日㈯午前
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●知的障害者が育てたさつき販売
▽日時 ５月 日㈬～ 日㈪
午前９時～午後５時（最終日は
３時まで）
▽場所 上野公園噴水広場
▽問合せ 小竹茂文
☎（３８４４）５１３１
●第 回 モノマチ「モノづくりの
マチづくり」
アトリエショップや普段は小売
りをしていないメーカー・問屋等
が、工場見学や制作実演・ワーク
ショップ等を行います。
▽期間 ５月 日㈮～ 日㈰
▽場所 台東区南部地域一帯
※「台東デザイナーズビレッジ施
設公開」も同時開催
▽問合せ 台東モノづくりのマチ
づくり協会

による前立腺がん・腎がん手術～
▽日時 ５月 日㈯午後２時～３
時（受付けは１時 分から）
▽講師 榎本裕（がん診療センタ
ー副部長）
▽場所・問合せ 三井記念病院
（千代田区神田和泉町１）
☎（３８６２）９１１１㈹
●お富士さんの植木市
▽日程 ５月 日㈯・ 日㈰、６
月 日㈯、７月１日㈰
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☎０７０（５５４１）２０１１
●からだにやさしい がん治療
～手術支援ロボット「ダヴィンチ」

平成30（2018）年 5月5日
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