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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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あなたのまちの身近な相談役
民生委員・児童委員

平成30年は東京の民生委員制度誕生100周年です

気軽
相談 に
し
て
ね
！
▲東京都民生委員・児童委員
キャラクター
「ミンジー」

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
～支えあう 住みよい社会 地域から～
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務
員で、ボランティアとして活動しています（台東区では208人）
。
民生委員は児童委員を兼ねており、担当区域をもっています。
委員の中には、子供を取り巻く問題を専門に担当している主任
児童委員もいます。

どんな活動をしているの？
高齢者や障害のある方、子育て中の方などの生活上の相談を受け、
必要に応じて区や関係機関を紹介し、適切な支援につなげていきます。
また、
関係機関と連携して、
高齢者への声掛けや見守りなども行っています。

こんなときにはご相談を

相談内容
等
守られま の秘密は
すので、
ご安心く
ださい。

お住まいの地域の担当委員については、
下記へお問合せください。
問合せ

福祉課福祉振興係☎（5246）1172

民生委員・児童委員を紹介します「活動パネル展」

5月7日㈪～11日㈮は生涯学習センター1階アトリウム
5月14日㈪～18日㈮は区役所1階ロビー

◀︎
民生委員・児童委員
古宇田延雄さん

▶︎
民生委員・児童委員
大場和子さん

身体の障害や高齢で、暮らし・生活に不安がある
● 福祉サービスの制度や窓口が分からない
● 育児や子供のしつけで悩んでいる
……など
●

私たち民生委員・児童委員は、
各地域で皆さんのそばに居ま
す。生活の中での悩み事など、
お気軽にご相談ください。

民生委員・児童委員は、高齢者の生活や子
育ての問題に関することなど、相談先が分
からない場合の、行政とのパイプ役です。
身近な私たちに、
まずは相談してみませんか。

民生委員・児童委員ってどんな人？

定
※給与所得は、原則として特別徴
収による納税となります。皆さ
んのご理解・ご協力をお願いし
ます。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５

年度住民税（特別区民
税・都 民 税 ）の課 税（ 非
課 税 ）証 明 書 の 発 行 を 開
始します
▽発行開始日
・住民税を給料から引かれている
方（特別徴収） ５月 日㈮
・銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収） ６月
８日㈮
※特別徴収の方でも、給与以外に
収入があり、普通徴収で課税さ
れている場合は、６月８日㈮か
らの発行となります。
※課税されていない方でも、
「収
入がなかった」
「扶養家族だっ
た」等の申告をしないと、非課
税証明書を発行できませんので
ご注意ください。
※申告期限後に申告すると、証明
書発行に日数がかかる場合があ
ります。
※本人以外の方が課税（非課税）
証明書の申請をする場合は委任
状等が必要です。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

の免除制度があります。納期限ま
でに申請してください（該当基準
等、詳しくは左記へ）
。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

「こども 番」にご協力く
ださい
区 で は、
子供を犯罪
から守るた
め、
「こども
番 」へ の

江戸時代に
創業した
区内事業所を
募集します

普段は自由に見ることができな
い施設で、見学・販売会等を行い
ます。入居しているクリエイター

永年にわたって区内産業に貢献
のある区内事業所を顕彰します。
また、顕彰事業所を、さまざ

まな媒体やイベント等を活用し
て広く国内外に情報発信します。

▽応募締切日 ５月 日㈭
月１日㈭・２日㈮
台東区は、江戸以来の産業や
▽顕彰式
開催の台東区産業フェア内で
文化が大いに発展し、江戸の技、
江戸の粋を有する事業所が多数
所在しています。
平成 年は、江戸から明治へ
と時代が変わり 年の節目の年

にあたります。
協力をお願
そこで、江戸時代に創業し、
いしていま
す。 こ の 事
業は、登下校時の通学路をはじめ、
区 内で開 業 する デ ザイナ
放課後の一般道・公園等で子供た
ー・ク リエイ タ ー の 方へ
ちが「知らない人からの声かけ」
～ 家 賃の一部 を 助 成 しま
「痴漢」
「つきまとい行為」などの
す～
被害に遭った・遭いそうになるな
ど、身の危険を感じた場合に、助 ▽対象 区内に事業所や店舗を開
設する、ファッション雑貨関連
けを求める緊急避難場所を地域に
産業のデザイナー・クリエイタ
設けるものです。ご家族で、ステ
ー
ッカーが貼ってある場所を確認し
▽助成件数 ５件
てください。
▽助成額 家賃の２分の１（上限
「こども 番」の協力者（緊急
月額５万円）
避難場所提供者）になっていただ
けるご家庭や店舗、事業所の方は、 ▽助成期間 ３年間
左記問合せ先へご連絡ください。 ▽募集期間 ５月 日㈪～６月
日㈪
▽問合せ 学務課
※申込方法や条件等、詳しくは区
☎（５２４６）１４１２
ホームページをご覧になるか左
台 東 デ ザイナーズビレッ
記へお問合せください。
ジ施設公開
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３

▲「こども110番」ステッカー

お知らせ
光化学スモッグにご注意

光化学スモッグは、自動車や工
場から排出された窒素酸化物や炭
化水素等が、太陽からの紫外線を
受けて化学反応を起こし発生しま
す。晴天で風が弱く、気温が高い
日に発生しやすいので、ご注意く
ださい。目がチカチカする・のど
が痛む等の症状が出たら室内に入
り、洗眼やうがいをし、症状が良
くならない場合は病院等で診察を
受けてください。
▽光化学スモッグ注意報 防災行
政無線等で放送
※午後５時以降は日差しが弱くな
り自然消滅するため、注意報解
除の放送はしません。
▽被害にあったときは
・台東保健所保健予防課（土・日
曜日・祝日を除く）
☎（３８４７）９４７１
・東京都保健医療情報センター
（自動音声による 時間医療機
関案内）
☎（５２７２）０３０３
▽光化学スモッグ情報
大気汚染情報テレホンサービス
☎（５６４０）６８８０
東京都環境局ホームページ
▽問合せ 台東区環境課
☎（５２４６）１２８３

軽自動車税の納期限は
５月 日㈭です

近 隣 型 商 店 街 に関 する 助
成

実施
※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 産業振興課
☎（５２４６）１４１５

１（上限 万円）
●空き店舗で開業する方へ～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
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
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
シ（区ホームページからダウン
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 産業振興課商店街担当
☎（５２４６）１１４２

特 別 整 理の た め 図 書 館 が
休館します

伊豆高原
☎０５５７（５１）４４００
・利用方法については、区民課区
民施設係
☎（５２４６）１１２３

▽予約開始日 利用日の３か月前
※利用料金等、詳しくは区ホーム
ページまたは、区民事務所等で
配布している案内チラシをご覧
になるか、左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ
・予約については、かんぽの宿

６月 日㈪～ 日㈭
☎（５２４６）５９１１
・中央図書館浅草橋分室
６月 日㈪～ 日㈬
※６月 日㈰は休館日
☎（３８６３）００８２
・中央図書館谷中分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８２４）４０４１

庫を含む）

自転車安全利用五則

31

指 定 保 養 施設「かんぽの
宿 伊豆 高原 」の「 小 人
・幼 児 」の利用 料 金を値
下げします

う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを使用した「住宅浸水
防止対策」なども行います。
▽日時 ５月 日㈬
午前９時 分～ 時 分
▽場所 隅田公園山谷堀広場
▽問合せ 道路管理課 占用担当

５月の水防月間に合わせ、区と
区内三消防署の合同で、水防訓練
を実施します。
消防署・消防団による「積土の

水防訓練の見学者募集

21

問合せ 交通対策課（区役所5階②番）☎（5246）1288

▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～ 日㈭
☎（３８７６）０８５４
・根岸図書館
６月４日㈪～７日㈭
※６月３日㈰は休館日
☎（３８７６）２１０１

13

☎（５２４６）１３０２

30

11
●店舗兼住宅の所有者の方へ～店
舗部分貸出しのための改修費の一
部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の店舗
兼住宅の所有者
▽助成件数 ４件
※予定件数に達し次第終了
▽助成額 店舗と住宅の共用部分

27

11

23

110

がどんな仕事をしているのか、直
接交流しながらご覧ください。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ（モノづくりをテーマにした
イベント「第 回モノマチ」同
時開催）
▽問合せ 産業振興課

18

～交通ルールを守り、安全に走行しましょう～

・中央図書館（池波正太郎記念文

10 11

150

14

11

区で保養施設として指定してい
る「かんぽの宿 伊豆高原」の「小
人・幼児」の料金を、夏季の期間
限定で値下げします。
▽期間 ７月 日㈯～８月 日㈮
のうち指定する日

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行 ③歩道は歩行
者優先で、車道寄りを徐行 ④安全
ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・
並進の禁止、夜間はライト点灯、交
差点での信号遵守と一時停止、安全
確認） ⑤子供はヘルメットを着用
●自転車走行空間の整備 自転車を
安全に利用できる環境を整えるた
め、区道の金杉通り、千束通り、地
方橋通り、奥浅草寺町通りに自転車

30

11

ナビマーク・ナビラインによる自転
車走行空間の整備を進めていきます。
●TSマークの取得費用助成 TSマ
ークとは自転車安全整備士が点検・
整備した安全な自転車に貼るシール
で、1年間有効な賠償責任保険・傷
害保険が付帯されています。
対象 区内のTSマーク取得助成事業協
力店で、TSマークを取得した区内
在住の方で取得後1年以内
助成額 取得費用の全額
（上限2,000円、
新車は1,000円） 申請方法 TSマーク
付帯保険加入書、申請書、請求書、
領収書、印鑑を上記問合せ先へ持参
※審査後、銀行口座へ振込み
※協力店等、詳しくは区ホームペー
ジをご覧になるか、上記へお問合せ
ください。

昨年台東区内の交通事故発生件数
は、 一 昨 年 よ り44件 増 加 し、702
件でした。うち自転車が関係する事
故は305件と全体の4割を超えてい
ます。

31

25

5月は自転車月間

28

30

の分離に必要な改修費の２分の

31

110

☎（５２４６）１１４３

27

100

14

年度住民税（特別区民
税・都民 税 ）の納 税 通 知
書等を発送します

31

軽自動車税は、４月１日現在、
軽自動車やバイクなどを所有して
いる方に課税されます。
５月１日に納税通知書を送付し
ましたので、お近くの金融機関、
コンビニエンスストア（通知書裏
面記載）
、区役所、区民事務所・
同分室で、５月 日㈭までに納め
てください。
障害のある方には、軽自動車税

10

31

24

税通知書を６月８日㈮に発送予

11

110

25

10

30

・住民税を給料から引かれている
方（特別徴収） 決定通知書を５
月 日㈮に発送
・銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収）および
年金から差し引かれている方 納
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【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〉
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年６月１日現在で工業統計調
査を実施します。この調査は、国

工 業 統 計 調 査 にご 協 力 く
ださい
な人道的事業に使われています。
皆さんのご理解とご協力をお願

十字ボランティアの育成・支援、
看護師等の育成、献血等の血液事
業、社会福祉事業など、さまざま
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３

真のあるマイナンバーカード）
か、通知カードおよび本人確認
できる顔写真付きの物（運転免

身体障害者手帳か愛の手帳（障
害のある方、診断書が必要な場
合あり） ⑤個人番号カード
（写

③印鑑（朱肉で押せる物） ④

への登録制）の隊員を募集して
います。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。

現に向けてご協力をお願いします。
※大江戸清掃隊（ボランティアで
まちの清掃を行っている方、区

ごみのない、きれいなまちの実

▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２９２

高 齢 者ふれあい入 浴 券の
新規申込みを受付けます

▽対象 ４月１日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年４月１日
以前生まれ）で、次のいずれか

に該当する方（特別養護老人ホ
ーム入所者は除く） ①ひとり
暮らし ②世帯全員が 歳以上
③自宅に風呂がない
▽配付枚数 年間 枚
▽配付時期・方法 ６月下旬・簡

28

易書留郵便で送付
▽利用方法 区内の公衆浴場で１
回につき、ふれあい入浴券１枚
と 円を支払い
▽利用期間 ７月１日㈰～ 年３
月 日㈰
▽申込方法

20

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
許証等）の２種類
※この他、住民票や民生委員の証
明書などが必要になる場合があ

福祉
（高齢・障害）

が非課税の世帯
▽内容 家具転倒防止器具を無料
で１世帯３点まで給付・取り付
け（１回限り）

▽申込方法 本人確認書類（介護
保険被保険者証等）
、印鑑、家
主の承諾書（賃貸住宅の場合の
み）を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
階⑤番高齢者総合相談窓口）
☎（５２４６）１２２２

●昨年度
「高齢者ふれあい入浴券」

を受け取った方
申込みの必要はありません。

●初めて申込む方（次のいずれか
の方法で申込み）
①申請用はがき（区民事務所・同
分室、地区センター、地域包括

支援センター、老人福祉センタ
ー、老人福祉館、公衆浴場で配

布）に記入し、 円切手を貼っ
て左記問合せ先へ郵送

②左記問合せ先へ本人確認書類
（保険証等）を持参のうえ、直
接申込み
▽申込締切日 ５月 日㈪（消印
有効）
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
階⑤番高齢者総合相談窓口）
☎（５２４６）１２２２
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ります。
※戸籍関係の証明書は発行後１か
月以内、その他の証明書は発行
後３か月以内の物

介 護 相 談員 を派 遣してい
ます

専門の研修を受けた介護相談員
を区内の介護施設（現在 か所）
に派遣しています。介護相談員は
利用者や家族の日常的な疑問や不
安などに耳を傾け、相談に応じて
います。
介護サービスを利用する方の身
近な相談者として、気軽にご相談
ください。
▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４４

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の
方 ① 歳以上の高齢者のみの
世帯 ② 歳以上の高齢者が在
宅で生活し、世帯全員の住民税

～ 地震に備えて～ 家具 転
倒 防 止器 具の 給 付・取 り
付けをします
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●第1回ペットコミュニティエリア適正利用講 申込方法 区ホームページから申込むか、電話で
習会 ペットコミュニティエリアを利用するに 下記問合せ先へ 申込期間 5月7日㈪～21日㈪
は事前に講習会の受講が必要です。 日時 5月 ●犬のしつけ方教室～褒めるしつけで楽しい
27日㈰午前9時30分～正午 対象 次の全てを ドッグライフ♪～ 「玄関のベルが鳴るたび
「散歩中に引っ張る」など愛犬の
満たすこと①飼い主が区内在住で、台東区で に吠える」
問題行動に悩んでいませんか。愛犬も飼い主
登録をしている小・中型犬（背中～地面まで
約40センチメートル以内） ②今年度の狂犬 も楽しく学べる「褒めるしつけ方」を学びます。
病予防注射および原則1年以内に混合ワクチン 愛犬と共にご参加ください。 日時 6月3日～
を接種している ③犬の健康状態に問題なく 24日の日曜日（全4回）初回は午後1時～3時
（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかってい 30分、2回目以降は午前9時30分～午後2時
ない）
、他の人や犬に対して過剰に吠えたり、 30分のうち1時間 対象 台東区で登録済の狂
威嚇したり、咬傷事故を起こしたことがない
犬病予防注射・混合ワクチンを接種している
④エリアを利用する家族全員で参加できる
健康な犬を飼っていて、全日程参加できる方
定員 15頭分（先着順） 内容 エリア内でのマナ （2回目から犬を連れての参加） 定員 30頭分
ーや知識の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬 （先着順） 講師 家庭犬訓練士 費用 2,000円
練習
（講習中は施設内で愛犬をお預かりします） （4回分） 申込方法 電話で下記問合せ先へ
受講中の注意 ①中学生以下は保護者同伴 ②3
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭 場所 DOGLY愛犬E－SCHOOL（根岸3－1－
につき1人以上の犬を制御できる飼い主が参加 10） 問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動物
（1人で複数頭連れてくることはできません）
管理担当☎（3847）9437

31

愛犬のための講習会

▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

ふたごちゃん、みつごちゃ
ん集まれ！～交流会～
▽日時 ５月 日㈪
午前 時～正午
▽場所 台東保健所
▽対象 区内在住の就学前の多胎
児と保護者、多胎児を妊娠して
いる方とその家族
組（先着順）
▽定員
▽申込開始日時 ５月７日㈪
午前９時
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７

環境
リサイクル
区内一斉清掃にご協力を
お願いします
区では、ポイ捨て行為の防止に
関する条例で、５月 日を「環境
美化の日」と定めています。そこ
で、５月 日㈰に区内一斉清掃を
実施します。皆さんも住居や店舗
・会社の周りを掃除して、きれい
にしましょう。
また、大江戸清掃隊による、ま
ちの美化啓発を呼びかけるキャン
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ペーンも行います。

30

28年度

10

内の製造業に属する事業所の実態
を明らかにするため、経済産業省
が毎年実施するものです。

20,000

子育て・教育

※社会保険料相当額（8万円）を加算済

いします。
▽申込場所 区民事務所・同分室
・地区センターか左記問合せ先
▽問合せ 区民課区民係（区役所

482万4千円未満

３階③番）
☎（５２４６）１１２２

3人

調査対象の製造事業所には、５
月中旬以降に東京都知事から任命
された調査員が伺いますので、ご

20,000

15

27

40,000

30,000

児 童育 成 手 当をご存じで
すか

444万4千円未満

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

2人

18

4人目以降 1人につき38万円ずつ加算

・育成手当
父または母が、離婚・死亡・行
方不明（１年以上）
・裁判所か
らＤＶ保護命令を受けた・重度
の障害などの状態にある、 歳
到達後最初の年度末までの児童
を養育している方に支給します。
▽手当月額 児童１人につき１万
３千 円
・障害手当
歳未満で心身に障害のある児
童を養育している方に支給しま
す。
▽障害の程度 身体障害者手帳
１・２級程度、愛の手帳１～３
度程度、脳性マヒ、進行性筋萎
縮症
▽手当月額 児童１人につき１万
５千 円
※育成手当、障害手当とも所得制
限があります。

406万4千円未満

▽必要な物 ①申請者 （保護者）
および児童の戸籍謄本 ②申請
者名義の預金口座の分かる物

1人

協力をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

60,000

500

368万4千円未満

５月 は 赤 十 字 会 員 増 強 運
動月間です

90,000

61,310

60,000

51,194

27年度

単位：kg
28年度
27年度

単位：kg
28年度
27年度

500

0人

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 ５月 日㈬午前 時頃

123,941

20

平成29年中の所得

５月は赤十字会員と活動資金の
募集運動が実施されています。
寄せられた募金は、災害救護事
業、講習普及事業、国際活動、赤

10,000
30,000

51,194
50,000
120,000

52,952

61,310

台東環境マネジメントシステム
（Ｔ Ｅ-ＭＳ）
の平成 年度実績報告をします

実績値 ※目標値は、T-EMS環境負荷低減目標一覧表で年度目標を設定。
目標値

区の環境マネジメントシステ
現を目指していくものです。
ム（Ｔ‐ＥＭＳ）では、ＩＳＯ
▽問合せ 環境課庶務担当
１４００１の運用実績を生かし、
☎（５２４６）１２８４
区の職員が一丸となった環境へ
の取り組みを推進しています。
全ての区の事業で、環境配慮を
実施し、区の温室効果ガス排出
量の削減や省エネルギー化を進
め、環境保全・低炭素社会の実

ガス使用量

28年度
0

0

単位：㎥

2,000,000

80,000

用紙類使用量
60,000
150,000

1,922,388
10,000

60,716

40,000

93,508
94,453

0

0

1,000,000
5,000

1,958,509 1,938,924
14,008

27年度

単位：kWh
28年度
0

27年度

単位：㎥

3,000,000
20,000

ごみ排出量

28

14,389
14,950
15,000

扶養人数

11

30

電気使用量
4,000,000

水道使用量
25,000

所得制限額（申請者本人）

16

第 1204 号
（3） 平成30（2018）年 5月5日

【クールビズ】区役所・区施設では5月1日㈫～10月31日㈬の期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解・ご協力をお願
いします。
〈台東区環境課☎5246−1284〉

広報

・うんどう教室の問合せは介護予
防・地域支援課
☎（５２４６）１２９５

開催日時・場所（※）

奇数月（要予約）
オレンジカフェ ※5月は29日㈫午後3時～4時30分・
（永寿総合病院） 永寿総合病院多目的ホール
（東上野2−23−16）

喫茶Y・O・U
（台東病院）

毎月第3土曜日
※5月は19日㈯午後2時～3時30分・
台東病院

問合せ
永寿総合病院認知症疾患医療セ
ンター☎（3833）8381㈹
たいとう地域包括支援センター
☎（5846）4510
まつがや地域包括支援センター
☎（3845）6505
台東病院 ☎（3876）1001㈹
あさくさ地域包括支援センター
☎（3873）8088
みのわ地域包括支援センター
☎（3874）9861

偶数月
やなか地域包括支援センター
※6月は13日㈬午後2時～3時30分・
☎（3822）1556
谷中防災コミュニティセンター
奇数月の第4土曜日
ほうらい地域包括支援センター
あさがおカフェ
※5月は26日㈯午後2時30分～4時30分・
☎（5824）5626
（浅草病院）
浅草病院（今戸2−26−15）
毎月第3水曜日
くらまえカフェ
くらまえ地域包括支援センター
（東京トータルラ ※5月は16日㈬午後1時30分～3時30分・
☎（3862）2175
イフクリニック） くらまえ地域包括支援センター
（※）開催日時・場所は変更の場合あり。事前に各地域包括支援センターへお問合せください。
カフェやなか
（土田病院）

日時 5月22日㈫午後1時
30分 場所 台東保健所
3階大会議室 講師 藤
関雅嗣氏（浅草歯科医
師会）

歯の無料健康相談
日時 6月2日㈯・3日㈰午前10時～午後5

時 場所・担当 ①浅草公会堂・浅草歯科
医師会☎（3844）7491（当日のみ） ②
台東区歯科医師会館（根岸4−1−28）
・
台東区歯科医師会☎（3874）6433
内容 歯の健診・相談、歯みがき指導
図2 かかりつけ歯科医の有無

※9020は90歳で
自分の歯が
20本以上あること
平成29年度台東区8020・9020達成者審査
平成29年度台東区8020・9020達成者審査

ほぼ満足
40%

・⑨番窓口 住民票（委任状・第
三者請求）
・戸籍の証明等の請

ある
88%

やや不満
または
不自由や
苦痛を
感じている
60%

31

自動交付機の稼働が終了します

歯の講演会「健康長寿を達成するた
めに知っておきたい噛めることの大
切さ」～オーラルフレイル、
フレイルっ
てご存知ですか？～

区役所本庁舎の自動交付機は、５ ては、台東区マイナンバーコー
求受付
月 日㈭をもって稼働を終了します。 ルセンターへお問合せください。・⑩番窓口 ⑧⑨番窓口で受付し
稼働終了後の住民票の写し、印鑑登 ▽区役所１階窓口の変更
た証明書交付

台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449

ない
12%

ほぼ満足
ほぼ満足
90%
90%

高齢者等住宅支援

平成29年度区民意識調査

やや不満
やや不満
または
または
不自由や
不自由や
苦痛を
苦痛を
感じている
感じている
10%
10%

●高齢者等家賃等債務保証
保証人がいないため、民間賃貸

ほぼ満足
ほぼ満足
40%
40%

図1-2 歯と口の満足度
（8020、9020 達成者）

名称（連携医療機関）

ター
☎０１２０‐００２３５１

やや不満
やや不満
または
または
不自由や
不自由や
苦痛を
苦痛を
感じている
感じている
60%
60%

・目指せ8020（ハチマルニイマル）
8020運動とは、80歳で自分の歯を20
本以上保とうという運動です。自分の歯が
20本以上あるとほとんどのものがおいし
く食べられると言われています。平成29
年の区民意識調査によると、自分の歯と
口についてほぼ満足している方は4割です
が、8020達成者の方は9割が自分の歯と
口に満足しています。
（図1－1・図1－2）
また、8020を達成した方の8割以上がか
かりつけ歯科医を持っています。
（図2）
健康な口で8020を目指すためにも、毎日
の口のケアと、かかりつけ歯科医で定期的
なチェックを受けましょう。

医療機関と地域包括支援センターで連携した認知症カフェを、区内5か所で開催します。
認知症の方と家族・認知症に関心のある方など、誰でも参加でき、専門家や同じ立場の方と
気軽に話ができます。※詳しくは地域包括支援センターへ。内容により実費負担あり。
▷申込方法 電話で下記問合せ先へ

録証明書の取得場所は左記①②のと ・⑦番窓口 マイナンバーカード ▽問合せ 戸籍住民サービス課
おりです。
交付（事前予約優先、③番窓口
☎（５２４６）１１６４
①区役所、区民事務所・同分室の窓口 から変更）
台東区マイナンバーコールセン

図1-1 歯と口の満足度
（台東区民）

問合せ

認知症カフェに参加しませんか

②全国の主なコンビニエンスストア ・⑧番窓口 住民票（本人・同一
（マイナンバーカード使用）
世帯）
・印鑑登録証明書の請求
※マイナンバーカードの取得につい 受付

区民の歯と口の健康情報
毎年6月4～10日は「歯と口の健康週間」
です。口の健康は全身の健康と大きく関
わっています。他の病気と異なり、大きな
症状がないと後回しにされがちです。健康
的な生活を送るためにも、この機会に歯と
口の健康を見直してみませんか。
・歯周病が国民病と呼ばれる理由
歯周病は成人の約8割がかかっていると
いわれる病気です。最近では若年者にも
増加しています。最初は歯ぐきから出血
するなどの症状がありますが、放ってお
くと口臭や膿が出たり、さらに悪化する
と歯がぐらぐらして抜けてしまう病気で
す。気付いた時にはかなり進行している
ことが多いため、早めに適切なケアをす
ることが大切です。

すための住宅リフォームに対して、
工事費用の一部を助成します。

▽対象 前年（５～６月に申請す
る場合は前々年）の世帯の総所
得金額の合計が 万円以下であ

り、小学生以下の子供または、
出産前で母子健康手帳の交付を
受けた方がいる世帯等
▽助成対象工事 対象世帯が居住
する区内の住宅（マンション等

の共同住宅の場合は専有部分の
み）の、手すりの取り付け・段
差の解消、滑り防止の床材への

変更等
▽助成額 助成対象工事費（消費

税等を除く）の３分の１（上限

万円）
※工事着手前に申込みが必要です。
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩

番）☎（５２４６）１３６７

800

住宅に入居することが困難な方に、
区と協定を結んだ賃貸保証機構が
住まい探しをサポートします。賃

25

三世 代 住 宅をお考えの方
へ 金 利の 優 遇 が 受 けら
れます

三世代住宅助成（要件あり）を
使う方がフラット を利用する場
合は、金利引き下げの優遇が受け
られるようになりました。
▽対象 親と子と孫が同居する一
戸建て住宅を建築する方
▽金利 当初５年間０・ ％の引
き下げ

※住宅条件により、さらに優遇あ
り
▽受付開始日 ５月７日㈪

※申込方法等、詳しくは左記へお
問合せください
▽問合せ 地区整備課
☎（５２４６）１３６５

子 育て世 帯 住 宅リフォー
ム支援

子供や妊娠中の方が安全に過ご

35

貸保証機構に加盟する保証会社を
利用した場合、支払った初回保証
料の一部を助成します。

▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世
帯のいずれか ②区内に継続し
て３年以上居住している ③生
活保護を受給していない ④区
内転居であり、転居先に継続し
て居住する ⑤保証人がおらず、
緊急連絡先がある ほか
▽助成額 支払った初回保証料の
２分の１（上限２万円）
●高齢者等住み替え居住支援（転
居前に申込み）
取り壊しや家主の都合による契
約更新拒否により立ち退きを受け
ている方に対して、転居に要する
費用を助成します（区内の民間賃
貸住宅から、区内の別の民間賃貸
住宅に転居する場合に限る）
。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世
帯のいずれか ②区内に継続し

15

て３年以上居住している ③前

年の総所得金額が単身世帯は
万８千円以下、２人以上の世

番）☎（５２４６）１３６７

帯は世帯員が１人増えるごとに
万円を加算した額以下 ほか
▽助成額 礼金、仲介手数料、引
越し費用の合計額（上限 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか区ホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩

256

住宅
まちづくり

−

第 1204 号 （4）

山 谷 堀 公園（地方 橋～山
谷 堀 橋間 ）とトイレをリ
ニューアルしました

−

３か年かけて行う工事のうち、
一部が完了しました。ぜひご利用

−
45

38

20

ください。

▽所在地 公園は東浅草２ ７～
東浅草１ ４、トイレは浅草６
（吉野橋際）
▽主な施設 複合遊具、広場、健

☎（５２４６）１３２１

康遊具、トイレ
※健康遊具を使用して、
「うんど
う教室」を行います。体力が向
上するだけでなく、心身のリフ
レッシュにもなります。
▽問合せ
・公園に関する問合せは公園課

平成30（2018）年 5月5日

やや不満
または
不自由や
苦痛を
感じている
10%

【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

☎（3833）8381

診療対象

小児科（15歳以下の子供） ※小児科医が診療を行います。

診療日
受付時間

月～土曜日午後6時45分～9時45分、
日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分

調剤薬局

車坂薬局

東上野3－11－3

（3827）8401

日
５月 日

20

上野桜木1－10－11

（5842）1454

内科 加藤メディカルクリニック

浅草7－3－8

（5824）9090

内科 谷口内科

竜泉1－10－6

（3872）1369

歯科 大出歯科医院

清川1－19－8

（3872）1979

薬局 アトム調剤薬局

浅草7－3－6
タテマツビル1階

（6802）3673

薬局 Smile調剤

竜泉1－10－2

（6458）1616

内科 曽谷村医院

鳥越1－7－1

（3851）2384

内科 上野くろもんクリニック

上野1－9－2

27

1階

（6803）0115

日本堤1－6－11

（3876）1718

上野桜木1－10－11
地下1階

（3827）8401

10 歯科 太田歯科医院

清川2－7－14

（3872）5956

薬局 モリタ薬局

日本堤1－5－8

（3871）4107

薬局 オーラム薬局

上野桜木1－10－11

（5842）1454

内科 桜木内科クリニック

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療時間などを診療
科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
☎（5272）0303 URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

24

25

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

19日午後1時～1時45分
☎ (3847) 9447
12 ･ 26日（個別）午前9時～
10時30分、28日（集団）午前 20日（個別）
発達相談（予約制）
午前9時30分～10時30分
9時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
歯科衛生相談
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
※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日午
こころの健康相談
4 ･ 18日午後1時15分～2時45分
20日午前9
区内在住・在勤の方 前10時30分～正午、
28日午前9時45分～正午
(予約制・前日までに) 時30分～11時☎ (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
HIV即日検査
13 ･ 27日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
☎ (3843) 5751
1･25日午前10時～午後3時30
栄養相談（予約制） 分、12日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは区のホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎え
ハローベビー学級
る方へ」をご覧になるか右記へ 台東保健所☎（3847）9447
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター☎（3844）8171

20

▽対象 気管支ぜん息等呼吸器疾

40

31

患のある区内在住の小・中学生
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 参加申込書（電話で

FAX

左記申込先へ請求）を郵送かフ
ァックスで左記申込先へ
▽申込締切日 ５月 日㈭（必着）
▽申込み・問合せ

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

10

台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４９２
（３８４１）４３２５

台東保健所

10

乳がん検診

事業名
3・4か月児健康診査
（平成30年2月生）
1歳6か月児健康診査
（平成28年11月生）
２歳児歯科健康診査
（予約制）
３歳児健康診査
（平成27年5月生）

30

10

6月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

6月の保健所・保健相談センターの事業案内
実施会場

10

今年度、偶数年齢になる 歳以
上で４～ 月生まれの女性に、受
診チケットを送付しました。
▽検診内容 問診、マンモグラフ
ィ
▽受診場所 上野くろもんクリニ
ック、永寿総合健診・予防医療
センター、鶯谷健診センター、
浅草病院、検診車（台東区役所
正面玄関前、台東リバーサイド
スポーツセンター）
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４８１

20

子宮頸がん検診

今年度、偶数年齢になる 歳以
上で４～ 月生まれの女性に、受
診チケットを送付しました。

▽検診内容 問診・視診・内診・
頸部細胞診
▽受診場所 区内 医療機関
▽申込方法 受診チケット裏面記
載の医療機関へ電話で申込み
※詳しくは、受診チケット裏面を
ご覧ください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４８１
11

10

10

足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定およびその結果説明と
助言

（3874）6433

内科 椿診療所
６月 日

歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28

18

12

▽申込開始日時 ５月 日㈮
午前 時
▽申込み・問合せ 国民健康保険

６月３日

入谷薬局

30 30

50

▽定員 各６人 先(着順）
▽内容 血圧、握力、骨密度（素

（3874）6433 11

薬局 オーラム薬局
５月 日

歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28

※返済期間は金額により異なる

内科 桜木内科クリニック

上野桜木1－10－11
地下1階

40

▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 台東区の国民健康保険か

（3864）8998

▽出演 新山ひでや・やすこ、キ
ープランニング

蔵前1－8－6

後期高齢者医療制度の加入者

内科 蔵前内科クリニック

50

▽場所・申込み・問合せ 千束健

（6231）7680

30

康増進センター
☎（５６０３）００８５

北上野1－1－11

▽利率
年度契約利率１％（本
人負担０・ ％、区負担０・
％）
▽申込期限 工事着手１か月前

薬局 竹内薬局上野店

看護の日イベント

（5829）8941

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか、区ホーム

蔵前3－4－9

台東病院の看護師が、健康測定
や健康相談などを行います。
▽日時 ５月 日㈮

薬局 薬局日本メディカル

30

280

ページをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１２１７

（3874）7447

13

健康

歯科 真木歯科医院

今戸1－3－13
さくらコーポ101

28

午前９時～正午
課☎（５２４６）１２５１
▽場所 生涯学習センター１階ア
ぜん息児サマーキャンプ
トリウム
参加者募集
▽問合せ 台東病院
家庭を離れ、医師や看護師によ
☎（３８７６）１００１㈹
る服薬指導、理学療法士による正
あなたの体の健康度、
しい腹式呼吸指導、指導員による
チェックしてみませんか
運動プログラム等を通じて自己管
（予約制）
理方法を学びます。
▽日時 ６月 日㈫・７月 日㈫
▽日程 ８月 日㈮
午前９時 分、 時、 時 分、 ▽行先 ふなばしアンデルセン公
時（各 分程度）
園

（5828）3007

笑って元気教室
「漫才と体操」

５月

北上野1－9－13
高松ビル1階

75

80

▽日時 ６月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（先着順）
▽定員

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
蔵前3－4－9
内科 蔵前かとう内科クリニック
（5809）2416
蔵ビル3階

13

20

500

☎（5812）2067

ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日分の処方です。
あたって 翌日には「かかりつけ医」の診療を受けてください。

内科 上野なかのクリニック

10

台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

東上野２－23－16

第 1204 号

区が住宅リフォーム資金の融資
を指定の金融機関にあっせんし、

永寿総合病院内

利子の一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が
居住するための住宅で、居住部
分の床面積が 平方メートル以

場所

下（賃貸住宅や店舗、事務所を
除く）

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内（☎5246−1277）で
お確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/

▽主な申込資格 ①区内に１年以
上住所を有する 歳以上の方で、
返済完了時の年齢が 歳未満
②世帯全員が住民税を滞納して

5・6月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

いない ③融資金の返済および
利子の支払いに十分な能力があ
り、金融機関の定める保証を受
ける（保証料は申込者負担）
④現在この制度で融資を受け返
済していない
▽融資あっせん額 工事費の ％
以内で、 万円以上 万円以内

（5） 平成30（2018）年 5月5日

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全5回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全5回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全5回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全5回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操
20人 金曜ボディーバランス
15人 土曜パワーアップスリム
20人 たのしいヨガ
20人 熟年体操
35人 日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
20人 気体操

日時

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全5回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全5回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全5回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～正午

定員

10人
10人
10人
15人
10人
15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①6月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、5月18日㈮（必着）までに各センターへ（1人1
15人 教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【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。

広報

（7） 平成30（2018）年 5月5日

催 し も の など
男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

第 1204 号
をお楽しみください。 日程 6月20日㈬〜
24日㈰ 入場料 7,000円（全席指定）
前売券 チケットスペース（☎3234-9999）
、
下記問合せ先で販売

場所・問合せ 浅草

公会堂☎（3844）7491

歌舞伎文字「勘亭流」書道を体
験できます

日時 6月23日㈯午前10時30分〜11時50

書道博物館ワークショップ
｢書に親しもう！｣

初心者ゴルフ教室
日時 6月7日〜7月5日の月・木曜日（6月

お手本を見ながら、書に挑戦します。

28日を除く・全8回）午後6時30分〜8時

期間 5月30日㈬〜6月5日㈫ 時間 午前10
時〜午後4時 場所 松坂屋上野店本館7階

ンター、
フジゴルフセンター（江東区木場）

｢上野が、すき。ギャラリー｣（上野3−29

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方

−5） 講師 書道博物館学芸員ほか

定員 30人（抽選・初めての方優先）

30分 場所 台東リバーサイドスポーツセ

分 場所 生涯学習センター4階こども室

江戸の伝統文化である歌

費用 100円（材料費） 問合せ 書道博物館

講師 台東区ゴルフ連盟講師団

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

舞伎文字「勘亭流」書道

☎（3872）2645

費用 10,000円（8回分）※練習場のボー

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

の実演体験を毎月実施し

そびなど※女性保護者向けのワークショッ

ます。書いた文字はポス

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・

トカードとして持ち帰る

玉姫児童館職員

ことができます。

●スマートフォン講習会

日時 毎月第2・4水曜日午後1時〜4時

〜6月26日の火曜日（6月12日を除く・

問合せ 〒111−0024

※実施日時は変更の場合あり

全4回）午前10時〜正午

10 台東リバーサイドスポーツセンター

記問合せ先へ

申込方法 電話か直接下

申込開始日 5月11日㈮

問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

ル代は別途

老人福祉センターの催し

☎（3842）5501

一葉記念館から

・消費者月間パネル展

つむ

「ゆく雲」の世界と一葉の紡いだ手紙〜一
樋口一葉の名作「ゆく雲」を紹介します。

②納豆パックでフレーム作り

や実際に友人・知人と交わした手紙と併せ

申込方法 当

一葉の紡いだ言葉を「ゆく雲」の作品世界

日会場で受付※材料が無くなり次第終了

て味わいお楽しみください。

問合せ くらしの相談課消費者担当

24日㈰まで

☎（5246）1144

30分（入館は4時まで） 休館日 月曜日（祝

台東区長賞・区長奨励賞受賞作
品を展示しています

●介護予防教室参加者募集 日程 7〜9月
（各全10回） 時間 ①午前10時〜11時
②③④午前10時〜11時30分

②
27日㈰午後1時〜4時 内容 ①根付け作り

日時 ①5月26日㈯

必要な物 本人確認でき

証等） 申込締切日 5月19日㈯

葉名作シリーズPart.5〜

5月27日㈰
・手作りコーナー

たけぼうき

る物（老人福祉施設使用登録証、健康保険

●下谷龍泉寺町転居125年記念企画展
期間 5月22日㈫〜

日時 5月29日

定員 16人
（抽選） 講師 NPO法人竹箒の会

果を発表します。 場所 生涯学習センター
１階アトリウム

住所・氏名・年齢・性別・電話番号、在勤

場所 橋場老人
福祉館 対象 区内在住の60歳以上の方
持ち物 筆記用具

区内の消費者団体が日頃の活動や研究の成

申込方法 はがきに教室名・

の方は勤務先名・所在地を書いて下記問合

場所・問合せ 浅草文化観光センター

5月は消費者月間です

ふりがな

期間 6月

開館時間 午前9時〜午後4時

日の場合は翌日）
●文化カレッジ1 米沢ゆかりの大橋乙羽
（編集者・作家）と樋口一葉について考え

教室名（内容）

申込締切日 5月25日㈮（必着）

台東区今戸1−1−

☎（3872）3181

第13回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ「大人の体力テスト」
日時 6月17日㈰午前9時15分〜午後1時
場所 柳北スポーツプラザ

対象 区内在住

か在勤・在学の20歳以上の方※当日の健

曜日

場所

お口元気度アップ（口の
①老人福祉
火
健康度のチェックと体操）
センター
②入谷老人
福祉館

面白脳トレ（ゲーム、文
水
学などを通じて脳トレ）
③三筋老人
福祉館
セラバンドで筋力アップ
④橋場老人
（筋力やバランス感覚を 水
福祉館
整える体操）

康状態チェックやADL（日常生活活動テス
ト）の結果により、参加できない種目あり
定員 100人（先着順） 内容 体力テスト、

講習会「頑張らない運動で動きやすい身体
作り」 講師 杉山市朗氏

持ち物 運動でき

る服装、屋内用・屋外用運動靴、飲み物、
タオル

申込期間 5月14日㈪〜6月8日㈮

申込み・問合せ スポーツ振興課（生涯学習

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

センター5階、土・日曜日・祝日を除く午

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

前9時〜午後5時）☎（5246）5853

東京藝術大学の学生により制作された台東

てみましょう。

区長賞・奨励賞作品を展示しています。

30分（2時間程度） 定員 60人（抽選）

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

●区役所1階台東アートギャラリー（台東

講師 千葉正昭氏（山形県立米沢女子短期

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

区長賞作品） 期間 6月8日㈮まで

大学教授） 費用 1,000円※当日支払、別

申込締切日 6月16日㈯

日時 6月23日㈯午後1時

せ先へ

区民体育祭「水泳大会」
日時 6月24日㈰午前9時受付開始

場所 清

展示作品 小田川史弥氏「白とビードロ（日

途入館料が必要

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

島温水プール 対象 区内在住か在勤・在学

本画）
」
、木村美帆氏「水の都と向こうの世

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

の高校生以上の方※学生スポーツ団体に登

界（油画）
」

住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記

配布する申込用紙に記入し提出

●上野中央通り地下歩道（C4出口付近）

問合せ先へ※複数名の記入、往復はがきで

問合せ 老人福祉センター

録している大学生は不可 費用 一般1,000
円、高校・大学生500円 種別 男子は高校

内（台東区長奨励賞展示作品） 期間 31年

ない物は無効

☎（3833）6541

2月頃まで 展示作品 北林加奈子氏「肌（彫

印有効）

ふりがな

申込締切日 5月31日㈭（消

生の部・一般1部（30歳以下）
・一般2部

●ほのぼの寄席 日時 5月30日㈬午後1時

（31〜40歳）
・一般3部（41歳以上）
、女

30分〜3時 出演 神田すみれ、三遊亭朝橘、

子は高校生の部・一般の部 種目 50メー

沛沛氏「
「わく」と「いく」−サボテンの

入館料 一般300円、小中高生100円

丸一菊仙、神田こなぎ

トル背泳、50メートルバタフライ、50・

生き方（工芸）
」
、渡邉葉月氏「The nine

場所・問合せ 〒110−0012

筋老人福祉館☎（3866）2417

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

刻）
」
、小林百代氏「いい夢を（彫刻）
」
、李

phase diagram（工芸）
」
、堀田さくら氏
「女勲（デザイン）
」
、鷲野愛未氏「宝納華煌

3−18−4 一葉記念館
☎（3873）0004

（デザイン）
」

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「邦楽」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

鼓童特別公演2018「道」
（台
東区後援事業）のチケットを販
売しています

台東区竜泉

日時 6月21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
ル

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

生ほか 入場料 500円※当日会場で午後1
時30分から販売、未就学児の入場不可
区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

引き継がれる伝統と、心を打つ太鼓の響き

グリーン・リーダーが育てたあ
さがおの苗を無料配布します

100メートル自由形、50・100メートル平
泳、200メートルメドレーリレー、200メー
トルリレー

申込方法 申込書（下記問合せ

先で配布、区ホームページからダウンロー

夏の暑さ対策として、みどりのカーテンを

ド可）に記入し、台東区水泳協会事務局か

作りましょう。 日時 5月27日㈰午後2時
※苗が無くなり次第終了 場所 区役所正面

下記問合せ先へ

玄関前

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時〜

定員 200人（先着順）※1人2株

（苗の生育状況に応じて配布数の変更あり）
問合せ 環境課☎（5246）1323

リサイクル

申込締切日 6月14日㈭

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

午後5時）☎（5246）5853

スポーツひろば
●大正小・楽しいボッチャひろば

日時 6

往復はがきに「邦楽」
・希望人数（2人ま

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

月8日㈮午後7時15分〜8時30分（7時開

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

クをやってみよう」 日時 6月9日㈯午後2

場） 場所 大正小学校地下体育館※エレベ

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

時〜4時

ーター利用可、車いす入場可 対象 区内在

申込締切日 5月21日㈪（必着）

定員 10人（先着順）

問合せ 〒110−0004

場所 清川区民館第3集会室
申込み・問合せ 環

住か在勤・在学の方※小学生以下は保護者

境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

同伴・送迎が必要

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

●富士小・バドミントン初心者教室

☎（5826）7125

月3日㈰ ②6月10日㈰

時間 午前10時
〜午後3時 場所 花川戸公園※車での来場

日時 6月7日〜28日の木曜日（全4回）午後
7時〜9時（6時50分開場） 場所 富士小学

不可、天候により中止の場合あり

校3階体育館 対象 区内在住か在勤・在学
の中学生以上の初心者 定員 20人
（先着順）

台東区下谷1−2−

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」連続講座 第1回
上野の山から江戸がみえるー町づくりと大工棟梁ー

江戸の町は、都市計画から建築まで、すべて京都をモデルとしましたが、やがて江戸
独自の文化や建築を作り上げました。ここではその展開を解き明かします。
日時 7月1日㈰午後2時〜4時

場所・問合せ 三

場所 上野区民館

定員 100人（抽選） 講師 波多野純

氏（日本工業大学名誉教授） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・希望人数（2
ふりがな

人まで）
・参加者全員の氏名・代表者の住所・電話番号を書いて下記問合せ先へ（区ホー
ムページから申込可） 申込締切日 6月13日㈬（必着） 問合せ 〒110−8615 台東
区役所文化振興課「江戸から学ぶ」担当☎（5246）1153

出店数（予定）①30店

②20店

出店料 各2,000円

申込期間 5月14日㈪〜6月1日㈮

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

前9時〜午後6時）☎048（268）8711

※学校行事等により、受付･日程変更・中止

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

の場合あり 持ち物 運動できる服装、室内

〜午後5時）☎050（3616）3300

履き、
飲み物、
タオル※バドミントンはラケッ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

ト（貸出しあり）※更衣室なし、保険は各

☎（5246）1291

自任意で加入 問合せ スポーツ振興課（生

【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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涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を除
く午前9時～午後5時）☎（5246）5853

工作教室「革製の小物入れ」

通のみ、受講時は返信される受講票を必ず

㈭・11日㈪ ②「写真の取込みと整理」
・6
月8日㈮・12日㈫・19日㈫ 時間 午前10時

若者のための就活応援セミナー
日時 6月9日㈯午後1時30分～4時30分

持参してください。

～正午 定員 各9人（抽選） 費用 各3,000

申込締切日 6月6日㈬（必着）

円（3回分） 申込方法 往復はがき（1人1

申込み・問合せ 〒111－0032

台東区浅

日時 6月24日㈰午後1時30分～3時30分

場所 区役所10階1004会議室

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

むね30歳までの方

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4
年生 定員 20人（抽選） 費用 500円（材

内容 自己分析、ビジネスマナー（身だしな

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

Eメール taito@fortynet.co.jp

み）
、模擬面接等

月5日㈫・15日㈮午前10時～11時、11

問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

対象 おお

定員 10人（先着順）

申込方法 催し名・住所・

枚）に講座名（①か②）
・住所・氏名・年齢

草2－2－1 森田ビル2階㈲フォーティ

・電話番号を書いて下記問合せ先へ

☎・ FAX （3842）6453

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「6

氏名・年齢・電話番号・就業状況を電話か

時～正午 定員 各5人（抽選）

月工作教室」
・住所・氏名・電話番号・学

ファックスで下記問合せ先へ（区ホームペ

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

校（園）名・学年を書いて下記問合せ先へ

ージから申込可）※雇用保険受給中の方は

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

申込締切日 5月31日㈭（必着）

受給資格者証を持参 問合せ 産業振興課

相談内容を書いて下記問合せ先へ

問合せ 〒111－8621

☎（5246）1152

ふりがな

生涯学習センター

まちかど就職面接会

たいとうやまびこ塾

ねんぶついん

はっしゅうろくじみょうごう

「念佛院の『髪繍六字名号』－
ちゅうじょうひめ

江戸時代の中将姫信仰－」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

FAX （5246）1139

生涯学習課☎（5246）5815

文化財講座

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

念佛院の秘仏である「髪繍六字名号」は、

申込締切日 5月21日㈪（必着）※募集数に

髪の毛で刺繍された名号で、29年度に台

達しない場合、5月22日㈫以降に電話で受

東区の文化財となりました。その成り立ち

正社員中心の求人で、区内企業約５社が参

付

台東区

と背景にある信仰を読み解きます。当日は

加します。 日時 5月23日㈬午後１時30分
～４時（受付は1時～3時30分） 場所 区役

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

「髪繍六字名号」
の特別参観も実施します。

講師 高橋礼子氏（学習支援ボランティア）

ター☎（3864）3338

申込締切日 5月18日㈮（必着）
●ピラティス 日時 6月16日㈯・23日㈯・

書・職務経歴書

30日㈯（全3回）午前10時～11時30分

☎（3847）8609 31#

●太極拳

日時 6月1日㈮・8日㈮・15日

㈮（全3回）午前10時～11時30分

講師 宮本早奈恵氏（学習支援ボランティ

所10階会議室

持ち物 面接希望数の履歴
問合せ ハローワーク上野

台東区産業振興課☎（5246）1152

ア） 申込締切日 5月26日㈯（必着）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の

方 定員 各15人（抽選） 費用 各100円（3

NPOのための個別相談
日程（内容）6月18日㈪（会計・税務）
、6

回分・保険料） 持ち物 動きやすい服装、

月19日㈫（法律）
、6月20日㈬（労務）

タオル、飲み物

時間 午後2時～4時 対象 地域で活動する
非営利団体 定員 各2組（先着順）

申込方法 往復はがきに

ふりがな

催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を書
いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒111－0056

日時 6月30日㈯午後2時～4時

区民館第3集会室、念佛院（清川1－2－5）

生涯学習センターパソコン講座
第1期
コース
①初心者～マウス
・文字入力からは
じめよう～
②ワード～チラシ
を作ってみよう～
※
③エクセル～家計
簿を作ってみよう
～※
※託児あり

※徒歩で移動 定員 30人（抽選）※区内
在住の方優先

日時
6月20日～7月18日の
水曜日（全5回）
午後2時～4時
6月20日～7月18日の
水曜日（全5回）
午前10時～正午
6月21日～7月19日の
木曜日（全5回）
午前10時～正午

講師 日沖敦子氏（文教大

学専任講師）
、伊藤宏之氏（台東区文化財
保護調査員） 申込方法 往復はがき（1人1
枚）に講座名・希望人数（2人まで）
・参
ふりがな

加者全員の氏名・年齢・代表者の住所・電
話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 6月15日㈮（必着） 問合せ 〒

111－8621 生涯学習センター生涯学習
課文化財担当☎（5246）5852

場所・問合せ 〒111

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

場所 生涯学習センター

－8621 生涯学習センター生涯学習課学

名・電話番号を電話かファックスまたは

在勤の方15歳以上（学生を除く）で①パ

習館☎（5246）5812

メールで下記問合せ先へ

申込締切日 各開

ソコンを使用した経験のない方 ②③初心

場所・問合せ 台東区社会

者コースを受講済み、またはパソコンの文

日時 6月2日㈯午後2時～4時

催日の1週間前

図書館のこども室から

場所 清川

対象 区内在住か

池波正太郎記念文庫講座
ひもと

「鬼平犯科帳を繙く」
場所 生涯学

福祉協議会☎（3847）7065

字入力やマウス操作ができる方

習センター301研修室 定員 80人（抽選）

●あかちゃんえほんタイム 日時 6月4日

FAX （3847）0190

定員 各18人（抽選） 費用 各1,000円（教

講師 鶴松房治（池波正太郎記念文庫指導員）

㈪午前10時15分、11時（各30分）

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

材費） 申込方法 講座名・コース・住所・

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

氏名・年代・電話番号、在勤の方は勤務先

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

名・所在地・電話番号、②③で託児希望の

先へ

対象 区内在住の平成28年12月4日～29年

12月3日生まれの子供と保護者

定員 各

10組※子供1人につき1回まで、いずれの
回・会場とも同内容

申込方法 電話か直

求職者向け説明会＆施設めぐり
ん
高齢施設、児童施設で従事する職員を募集

接下記問合せ先へ※中央図書館では受付し

します。 日時 採用説明会は6月1日㈮午

ません、申込みは保護者に限る

前10時～11時30分、施設見学会は6月9

受付開始日 5月20日 ㈰

日㈯午前10時～11時30分※採用試験を2

場所・問合せ 台

ふりがな

ふりがな

申込締切日 5月23日㈬（必着）

方は人数と月齢を往復はがきかファックス

問合せ 〒111－8621

またはメールで右記申込先へ※各コース1

太郎記念文庫☎（5246）5915

第2期

中央図書館池波正

硬式テニス教室

東子ども家庭支援センター

週間以内に実施予定

☎（3834）4577

31年4月1日採用の新卒者

●根岸図書館えいがとおはなし会「げんき

日・氏名・電話番号を電話かメールで下記

初級① 午前9時10分～10時40分

げんきノンタン いたいのとんでけ～」

問合せ先へ

初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円 経験者不可） 持ち物 運動

日時 5月23日㈬午前10時45分～11時30

分、午後3時30分～4時15分
社会教育館ホール

場所 根岸

対象 幼児～小学生

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

☎（3876）2101

対象 中途採用者、
申込方法 希望

申込締切日 各開催日の2日前

場所・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228
Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp

成年後見制度無料相談会

木曜

●石浜図書館えいがとおはなし会「ぼくは

日時 6月9日㈯午前9時30分～午後4時（1

王さま にせものばんざい」ほか 日時 5

組90分程度） 対象 区内在住か在勤・在学

月16日㈬午前10時30分～11時、午後3

の方 定員 10組（要予約）

時30分～4時

対象 幼児～小学校低学年

（親子で入場可） 定員 各60人（先着順）
場所・問合せ 石浜図書館

☎（3876）0854

講 座・相 談 会 など
区内10士業「よろず相談会」
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政
書士・宅地建物取引士・税理士・社会保険
労務士・建築士・中小企業診断士・不動産
鑑定士による無料相談会です。 日時 6月7
日㈭午前10時～午後4時（受付は3時まで）
場所 区役所1階ロビー

申込期間 5月7日㈪

～31日㈭※当日受付可

申込み・問合せ く

らしの相談課（土・日曜日・祝日を除く午
前10時～午後4時）☎（5246）1025

曜日 クラス

時間

定員

受講料

15人

初級③ 午後1時30分～3時

15人

着、シューズ、ラケット

初級④ 午後5時55分～7時25分

15人 15,000円

申込方法 往復はがき（1人

中級A 午前9時30分～11時

30人

中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人

ふりがな

12,000円

中級D 午後3時15分～4時45分

30人

申込締切日 5月31日㈭

中級E 午後5時55分～7時25分

15人

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

中級F 午後7時30分～9時

30人 15,000円

会☎（5828）7507

中級G 午後5時55分～7時25分

15人

●パソコン講座

内容・日程（全3回）①
「賢

いインターネット検索」
・6月4日㈪・7日

上級

1枚）に教室名・希望クラ
ス・住所・氏名・年齢・電

15人

シルバー人材センターの催し

㈭ 対象 区内在住か在勤・
在学で高校生以上の方（未

中級C 午後1時30分～3時

水曜

期間 7月4日㈬～9月13日

話番号、在勤の方は勤務先
（学校）名・所在地・電話
番号を書いて下記問合せ先
へ（抽選）※重複申込・記
入漏れ無効

申込締切日 5

月21日㈪（必着）
場所・問合せ 〒111−0024

15人 17,000円 台東区今戸1−1−10

午後7時30分～9時

台

※上級クラスを初めて受講する方は、6月20日㈬午後7時のレベ 東リバーサイドスポーツセ
ルチェックが必要
ンター☎（3872）3181

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

エアフュージョン 6月18日㈪
コンサート
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳までの子 60組 5月28日 日本堤子ども家庭支援センター
「に
供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535

あつまれ！元気っこ 6月7日㈭
体操
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳6か月～3 25組 5月21日 台東子ども家庭支援センター「わ
歳までの子供
（先着順） ㈪
くわくひろば」☎（3834）4577

パパとママのスタ
6月9日㈯
ディタイム「赤ちゃ
午前10時30分～11時30分
んのリズム体操」
ピラティス

区内在住の12か月まで 17組
の子供
（先着順）
5月21日 寿子ども家庭支援センター「のび
㈪
のびひろば」☎（3841）4631
6月7日㈭
区内在住の
各15組
①午前10時15分～10時45分 ①1歳2か月～1歳11か月
（先着順）
②11時～11時30分
②2～3歳までの子供

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。

▽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。

13

▽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

30
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−
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30

※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。

14

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

10

▽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

10

27

29

催しものなど

11

10

E

FAX

▽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

10

●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」
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