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など催しものなど催しもの など催しもの
平和に関するパネル展

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など
のパネル展示を行います。　期間8月13
日㈫～19日㈪（最終日は午後4時まで）
場所区役所1階ロビー
問合せ総務課☎（5246）1052

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」

伝統工芸職人が出張し、匠の仕事の様子を
間近でご覧いただけます。
日程・在館者（業種）8月3日 ㈯・4日 ㈰・

木場良雄（江戸象牙）、10日㈯・11日㈷・
12日㉁・菊地之夫（江戸節句人形）、17日
㈯・18日㈰・田中耕太朗（江戸簾）、24日
㈯・25日㈰・高山金之助（草木染め）、31
日㈯・9月1日㈰・田中慎二（仏像彫刻）
時間午前11時～午後5時
場所・問合せ江戸たいとう伝統工芸館

☎（3842）1990
問合せ産業振興課☎（5246）1131

国立科学博物館「江戸・東京の
伝統工芸―職人の技

ワザ
―」

8月9日㈮～14日㈬に伝統工芸を紹介する
イベントを行います。伝統工芸職人による
実演やものづくり体験コーナーもありま
す。※要入館料
●実演コーナー　 出展者（実演）・業種 片
山晴夫・東京桐たんす、上川善嗣・東京銀
器、坂井智雄・看板彫刻（8月10日㈯を

除く）、櫻井悠子・江戸手描提灯、長尾次朗
・江戸木版画、宮川久美子・東京手植ブラシ
・江戸刷毛、良知義浩・ガラスペン、藤井
直行・袋物（8月9日㈮～11日㈷のみ）、星
野保・銅器（8月12日㉁～14日㈬のみ）
●体験コーナー「職人さんから学ぶ！伝統
工芸って何？すだれのティーマットを編ん
でみよう！」

出展者（講師）・業種田中耕太朗・江戸簾
時間（各日3回）午前10時～11時、午後1時
30分～2時30分、3時30分～4時30分
対象小学3年生以上の方　定員各回15人※
当日、整理券を配布。数がなくなり次第終
了。　費用材料費1,500円

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所国立科学博物館日本館1階企画展示室
問合せ産業振興課☎（5246）1131

台東アートギャラリーの
展示作品をご覧ください

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8月11日㈷～9
月13日㈮　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276
窟 北壁 説法図菩薩（隋）」松岡美樹子氏、

「敦煌莫高窟壁画第420窟 西壁 南側菩薩
（隋）」菊地武郎氏、「敦煌莫高窟壁画第

420窟 西壁 北側菩薩（隋）」山田素子氏
問合せ文化振興課☎（5246）1153

姉妹・友好都市の文化・観光施
設を割引料金で見学できます

期間令和2年3月31日㈫　対象都市宮城県
大崎市、長野県諏訪市、栃木県日光市、福
島県南会津町、大分県豊後大野市、山形県
村山市　対象区内在住の方※利用の際、
各施設に住所が確認できる証明書（運転免
許証・健康保険証等）を持参※割引対象施
設・観覧料等、詳しくは区ホームページを
ご覧になるか、下記へお問合せください。
問合せ都市交流課☎（5246）1016

身体障害者手帳をお持ちの方へ
～東京ディズニーシーへ出かけ
ませんか～

リフト付福祉観光バスで出かけます。現地
ではグループ行動です。　日時9月4日㈬
午前8時30分～午後5時頃　集合場所松が
谷福祉会館　対象区内在住で身体障害者
手帳をお持ちの方※介助の必要な方は、介
助者同伴　定員15人程度※車椅子は5台ま
で（先着順）　費用実費（入場料7,400円、
昼食代等）　申込方法氏名・電話番号を電
話かファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 8月23日㈮　問合せ 障害者自
立支援センター（松が谷福祉会館内）
☎（3842）2672　 FAX（3842）2674

リサイクル情報交換コーナー

環境ふれあい館ひまわり3階のリサイクル
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。ご利用
ください。
ゆずります　ロデオボーイ、スーツケース

（大）、ホームベーカリー、チャイルドシー
ト、学習机
ゆずってください　アコースティックギ
ター
※上記の情報は7月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
問合せ環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ☎（3866）8361

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」

小さな端布を利用してピンクッションをつ
くります。　日時8月24日㈯午後2時～4時　
場所清川区民館　対象小学3年生以上
定員7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

第42回台東区美術展作品募集

展示日程 9月6日㈮～11日㈬　場所隅田公
園リバーサイドギャラリー　対象区内在
住か在勤（学）の高校生以上の方
出品種目日本画・水墨画・洋画・版画・彫
刻　出品点数 1人1点（未発表の作品に限
る）　作品規格絵画は100号Fサイズ以内、
彫刻は高さ60×横幅40×奥行40センチ
メートル以内　搬入日時 9月2日㈪午前10
時～午後0時30分※出品の事前申込不要、

作品を搬入日に直接会場へ持参
搬出日時 9月11日㈬午後3時～4時
出品要項生涯学習センター、区民事務所・
同分室、地区センター、社会教育センター、
社会教育館で配布
問合せ生涯学習課☎（5246）5815

区民体育祭

●バスケットボール大会　日程 9月8日㈰
～10月19日㈯　場所台東リバーサイドス
ポーツセンター体育館　対象区内在住か
在勤（学）の方※申込方法等、詳しくは、
大会要項（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。　費用（1チーム）4,000円
申込締切日 8月15日㈭※台東区バスケッ
トボール協会への申込可　問合せスポー
ツ振興課☎（5246）5853

清島温水プール水泳教室

●第2期親子で幼児水泳教室　子供の水泳
能力を伸ばすとともに保護者がその指導法
を学ぶことができます。
日程（全3回）9月1日～15日の日曜日
時間Ａクラスは午前9時～10時、Ｂクラ
スは10時～11時　対象3～6歳までの未
就学児と保護者　定員各20組40人（抽選）
費用3,900円（3回分・保険料含む）
申込締切日 8月13日㈫（必着）
●第3期幼児のための水泳教室　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（全4回）9月7日～28日
の土曜日　時間Ａクラスは午後2時～3時、 
Ｂクラスは3時～4時　対象3～6歳の未就
学児　定員各24人（抽選）　費用5,500円

（4回分・保険料含む）　申込締切日 8月16
日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
※レッスン前後の利用は延長料金が必要
講師野村不動産ライフ＆スポーツ
申込方法 往復はがき（1人1枚1教室）に
教室名・希望クラス（ＡかＢ）・住所・氏名
・電話番号・泳力レベルを書いて下記問合
せ先へ※往復はがき返信後、来館手続きあ
り　 場所・問合せ〒110−0015　台東区
東上野6−16−8　清島温水プール
☎（3842）5353

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム　日時8月14
日㈬午前10時15分、11時　対象区内在
住の平成30年2月14日～31年2月13日生
まれの子供と保護者　定員各10組（先着
順）※子供1人につき1回まで、いずれの回
・会場とも同内容　申込方法中央図書館
こどもとしょしつで直接申込むか、電話で
下記問合せ先へ※申込みは保護者に限る
申込開始日 7月31日㈬
●ぬいぐるみおとまり会　おはなし会の
後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐるみ
が読書や図書館探検をする様子をアルバム
にします。　日時おはなし会・ぬいぐる
み預かりは8月22日㈭午後3時15分、ぬ
いぐるみ・アルバムお渡しは8月23日㈮
午後1時～5時　対象図書館利用登録のあ
る幼児～小学校低学年　定員10人(先着
順・ぬいぐるみは1人1体)※初めての方の
み参加可　申込開始日時 8月1日㈭午前9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センター4階和室さくら
問合せ中央図書館☎（5246）5911

池波正太郎記念文庫講座
「座右の正太郎」

池波正太郎をこよなく愛する文藝評論家、

　暑い夏、児童館では乳幼児～高校生世代を対象としたさまざまな行事を企
画していますので、ぜひ遊びに来てください。行事のほか、工作・手芸・読書・
ボードゲームなどはいつでも楽しめます。遊戯室では、
ドッジボールや卓球などの運動もできます。また、親
子でのんびりと楽しめる占有スペースや遊具・絵本な
どがあります。
▷開館時間　午前9時30分～午後6時
※台東・今戸児童館は月～金曜日の午後6時～7時を

中高生専用時間（中高生タイム）として開館
▷休館日　第2日曜日、祝日

幼児用プールで水遊びを楽しむことができます。　期間7月末～8月末　時間午
前10時30分～11時30分　場所各児童館　対象0～5歳の子供　持ち物水着、タオ
ル、帽子、飲み物など※雨天中止 ※水不足により節水が必要な場合は中止 ※猛暑
日は中止になる場合あり ※各児童館で実施日時・内容が異なります。詳しくは、各
児童館までお問合せください。

夏の水遊び・プール（乳幼児親子事業）

夏休みは児童館で遊ぼう！

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

児童館・問合せ 催し名 日時 内容
千束児童館

（千束3−20−6）
☎（3874）1714

じどうかんま
つり

8月24日㈯
午後1時30分～
5時

子供たちが考えたゲーム・たべ
もの・あそびのコーナーがあり
ます。

玉姫児童館
（清川2−22−13）
☎（3874）6571

たま☆シアター 8月9日㈮
午後2時～4時

大きなスクリーンで映画を上映
します。

台東児童館
（台東1−11−5）
☎（3832）8493

ヨーヨースペ
シャルイベント

8月21日㈬
午後3時30分～
4時30分

ヨーヨー名人によるスペシャル
ショーを開催します。いろいろな
ヨーヨーの技も教えてもらえます。

池之端児童館
（池之端2−3−3）
☎（3823）6644

池カップ
8月28日㈬・29
日㈭
午後2時～4時

子供たちが考えた遊びをした
り、好きなこと得意なことを発
表します。

松が谷児童館
（松が谷4−15−11）
☎（3841）6734

まつフェス
8月23日㈮
午後3時30分～
5時

子供たちが自分たちの得意な
ことを発表します。

今戸児童館
（今戸1−3−6）
☎（3876）1656

いまじまつり
（児童館まつり）

8月9日㈮
午後1時30分～
4時30分

子供たちと一緒に考えたおまつ
りを行います。

寿児童館
（寿1−4−5）　
☎（3844）8602

パネルシアター
8月21日㈬
午後2時～2時
45分

大学生による、暗くなっても光
る不思議なパネルシアターです。

谷中児童館
（谷中5−6−5）
☎（3824）4043　

おばけやしき 7月31日㈬
午後2時～4時

子供たちが考えたおばけやしき
が体験できます。
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里中哲彦氏による講座です。　日時8月
17日㈯午後2時～4時　場所生涯学習セン
ター　内容第一部「師弟というもの」、第
二部「池波小説の斬新」　定員100人（抽
選）　講師里中哲彦氏（文藝評論家）
申込方法往復はがき（１人１枚）に、講座
名・住所・氏

ふりがな

名・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 8月6日㈫（必着）
問合せ〒111−8621　中央図書館池波正
太郎記念文庫☎（5246）5915

台東区ジュニアオーケストラ
第39回定期演奏会

日時9月1日㈰午後1時開場、1時30分開演　
場所浅草公会堂※入場整理券を7月25日
㈭より生涯学習センター1階受付（第1・3
・5月曜日休館）、区役所6階⑨番庶務課、
各区民事務所・同分室、地区センターで配
布　曲目歌劇「シチリア島の夕べの祈り」
序曲／ヴェルディ、歌劇「ファウスト」よ
りバレエ音楽（抜粋）／グノー、抒情組曲
／グリーグ、交響曲第5番ハ短調「運命」
作品67／ベートーヴェン　問合せ生涯学
習課☎（5246）5851

初心者のためのスポーツ教室
「ソフトテニス」

期間（全6回）8月21日～9月5日の水・木
曜日　時間午後7時～9時　場所台東リバー
サイドスポーツセンター庭球場　対象区内
在住か在勤（学）で高校生以上の方
定員30人（先着順）  持ち物運動できる服
装、靴　受付期間 7月20日㈯～8月18日㈰　
申込み・問合せ台東リバーサイドスポーツ
センター☎（3872）3181

日帰りバスツアー「秋の柿狩り
としょうゆ工場見学の旅」

日時10月27日㈰午前8時区役所前出発、
午後5時30分頃帰着予定（雨天決行）
行先安田果樹園（柿狩り）、筑波ハム、つく
ば山水亭（湯葉豆腐会席）、つくばエキスポ
センター（見学）、キッコーマンもの知りしょ
うゆ館（工場見学）　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

（学）の方　定員80人（抽選）　費用9,000
円※食事・座席が不要な2歳以下は無料、
勤労者サービスセンター会員とその家族は
別料金　申込方法はがきにツアー名・参加
者全員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・
氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学
校）名、会員の方は会員番号を書いて下記
申込先へ　申込締切日 8月30日㈮（必着）
申込み・問合せ〒107−8507　港区元赤
坂2−2−23（明治記念館内）セラントラ
ベル東京支店 台東区勤労者サービスセン
ターバスツアー申込係☎（6715）7755
問合せ台東区勤労者サービスセンター
☎（5829）4123

第3回革小物手作り教室
「本革コインケース」

日時9月14日㈯午後1時30分～3時30分
対象区内在住か在勤（学）の小学5年生以
上の方※小学生は保護者同伴　定員10人

（抽選）　講師倉田shose倉田哲也氏（もの
づくり工房）　費用１,000円（勤労者サー
ビスセンター会員は500円）　申込方法往
復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな

名・年代・電話
番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名
・所在地、会員は会員番号を書いて下記問
合せ先へ　申込締切日 8月24日㈯（必着）
問合せ〒111−0023　台東区橋場1−36
−2　産業研修センター☎（3872）6780

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

日本語学習支援ボランティアの
養成（経験者向け）

●ゼロ初級の学習者への対応　全く日本語
が話せない、文字も分からない学習者への
対応の仕方について、グループワークを交
えながら学びます。　日時8月10日㈯午
後1時30分～3時30分　場所区役所10階
会議室　対象区内でボランティアとして
日本語学習支援活動を行っている方
定員40人（先着順）
申込み・問合せ区民課☎（5246）1126

（区ホームページから申込可）

外国人旅行者接遇研修会「おも
てなし講座（LGBTツーリズム）」

東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会を前に、LGBT
を対象にした観光が注目されて
います。LGBTの方々が快適に
旅行できるための環境を整えるポイントを
学びます。観光産業に従事する方はもちろ
ん、どなたでも参加できます。　日時8月
17日㈯午後2時～4時　場所区役所10階
会議室　定員100人（先着順）　内容①講
演「LGBTツーリズムとは」　②英会話講習

「LGBT客向け接客ならびに英語講座」
講師①小泉伸太郎氏（㈱アウト・ジャパン
代表取締役社長）　②Joe Futatsuya氏
問合せ観光課☎（5246）1447

若者と女性のための就業支援

働くために必要な基礎的研修と中小企業で
の職場実習を行い、正規雇用を目指します。
研修期間中は給与（時給1,300円）を支給

します。　研修期間 8月28日㈬～12月27
日㈮　対象区内在住のおおむね39歳以下
で、学校卒業後求職中または非正規雇用か
ら正規雇用を目指す方、結婚や出産等の理
由により離職し再度就職を希望する方
定員15人（選考）　申込方法住所・氏名・
年齢・電話番号・メールアドレスを電話か
メールで下記申込先へ　 申込締切日 8月
23日㈮　 申込み・問合せヒューマンアカ
デミー㈱☎（5348）2039
Eメール taitohuman@gmail.com
問合せ産業振興課☎（5246）1152

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

日程①8月20日㈫　②9月17日㈫
時間午後1時～4時（受付は3時まで）
場所①区役所10階1005会議室　②区役
所4階401会議室　対象区内に空き家を所
有している方　定員各3組（1組60分程度
・先着順・予約優先）※予約に空きがあれ
ば当日受付可　相談員宅地建物取引士・
建築士ほか　申込み・問合せ住宅課
☎（5246）1468

無料建築相談室

安全で安心して住み続けられるよう、耐震
診断・家の建替えやリフォーム・建物の共
同化など、建築に関する相談に、実務経験
豊かな建築士が応じます。　日時8月1日
㈭・9月5日㈭午後1時～4時
場所・問合せ住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

若手経営者サポートセミナー
「経営計画書」作成コース

日程（全5回）9月4日・18日、10月2日・16
日・30日の水曜日　時間午後7時～9時

場所台東区中小企業振興センター会議室
対象企業の後継者や、事業を始めたばかり
の新人経営者等　定員30人（先着順）
講師中小企業診断士等　費用5,000円（5
回分）　申込方法申請書（台東区産業振興
事業団ホームページからダウンロード可）
に記入し、ファックスかメールで下記問合
せ先へ
問合せ台東区産業振興事業団
☎（5829）4124　 FAX（5829）4127
Eメール kigyo@taito-sangyo.jp

第4回CAD入門講座

「Root PrｏCAD」ソフトを使って、靴・鞄
・帽子等の設計を効率的に行うための、入
門講座です。　日時9月3日㈫・4日㈬午後
6時15分～8時45分　対象区内在住か在勤

（学）で全日程受講可能な方　定員4人（抽
選）　講師清水直人氏　費用3,000円（2
回分）　申込方法往復はがきに講座名・住
所・氏

ふりがな

名・年代・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　申込締切日 8月14日㈬（必
着）　問合せ〒111−0023　台東区橋場1
−36−2　産業研修センター
☎（3872）6780

<8月>
12日まで　うえの夏まつり（不忍池周辺）
1～31日　谷中圓朝まつり（全生庵）
3日 　UENO JAZZ INN’19（上野公園

水上音楽堂）
10日　隅田川とうろう流し（隅田公園親水
テラス）
31日　浅草サンバカーニバル（馬道通り～
雷門通り）

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

パパママズンバ
でYeah！

8月24日㈯
①午前10時15分～11時
②午前11時15分～正午 

区内在住の①3歳ま
での子供と母　②3
歳までの子供と父

各15組
（先着順）

7月29日
㈪

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」
☎（5824）2535

等身大人形劇
～赤ずきんちゃ
ん～

8月22日㈭
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

100組
(先着順)

7月29日
㈪

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」
☎（3834）4577

子どもと楽しむ
絵本の世界

8月24日㈯
午前11時～11時45分

区内在住の3歳まで
の子供

30組
(先着順)

7月29日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
☎（3841）4631

おはなしポップ
コーン

8月20日㈫
午前10時30分～11時 （日本語）
午前11時15分～11時45分（英語） 

区内在住の3歳まで
の子供

日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室「ぽかぽかひろば」
☎（3824）5532

講演会シリーズ
連続講座

定員各250人（抽選）　申込方法電子申請（区ホームページから申込可）か往復はがき（1講演1枚）に希望講演回・演題・住所・
氏
ふりがな

名・参加人数（同伴者1人まで・同伴者名）・電話番号、託児（1歳以上の未就学児）希望の方はその旨を書いて下記問合せ先へ※開
催日の10日前までに、参加券を送付　問合せ〒110−8615　台東区役所文化振興課☎（5246）1153

講演回 演題 日時 会場 講師 申込締切日

第10回 隅田川の水辺空間史 10月6日㈰
午後2時 生涯学習センター

ミレニアムホール

陣内秀信氏（法政大学特任
教授）

8月30日
㈮

第11回
※

描かれた上野・浅草・隅
田川

10月27日㈰
午後2時

小澤弘氏（江戸東京博物館
名誉研究員）

9月20日
㈮

第12回 幕末の新名所・浅草花や
しき

令和2年1月25日㈯
午後1時

浅草花劇場
（浅草花やしき内）

小沢詠美子氏（成城大学民
俗学研究所研究員）

12月11日
㈬

第13回 江戸の富くじ興行 令和2年3月15日㈰
午後2時

生涯学習センター
ミレニアムホール

滝口正哉氏（成城大学非常
勤講師）

令和2年1月31日
㈮

番外編
第1回

江戸の音を観る 谷中編　
①谷中五重塔の話　②語り

「五重塔」（幸田露伴作より、
平野啓子脚本）

11月10日㈰
午後2時

生涯学習センター
ミレニアムホール

①浦井正明氏（寛永寺長臈）　
②平野啓子氏（語り部・か
たりすと、元NHKキャスタ
ー）

10月4日
㈮

番外編
第2回

江戸の音を観る 奥浅草編　
①奥浅草における江戸の
文化の歩み　②現

い ま

在に息
づく江戸の音

令和2年2月23日㈷
午後2時

①佐野陽子氏（慶応義塾大
学名誉教授）　②望月太左
衛氏（重要無形文化財 長唄

〈総合認定〉保持者）

12月27日
㈮

※広報「たいとう」7月5日号掲載の内容と講師が変更になりました。
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