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【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。

広報

など催しものなど催しもの など催しもの
友好都市南会津町より「東武特
急リバティ会津で行く南山の桜
と歴史めぐりウォークと南会津
が誇る和太鼓鑑賞ツアー」

日程 4月25日㈯～26日㈰　定員 80人（先
着順）　費用 1室3人は19,800円、1室2人
は21,800円（1泊4食・交通費含む、大人・
子供同額）※1人で申込みの場合は相部屋、
1人1室の利用は26,800円※詳しくは、区
HPか、区役所1階ロビー・9階①番都市交
流課、区民事務所・同分室等で配布するチ
ラシをご覧ください。　 申込締切日時 4月
11日㈯午後5時　 申込み・問合せ みなみ
あいづ観光（㈱みなみあいづ）
TEL 0120−915221
問合せ 南会津町商工観光課
TEL 0241（62）6200
台東区都市交流課 TEL （5246）1016

｢新成人を祝う会」
実行委員募集

令和3年1月11日㈷に開催する「新成人を
祝う会」の企画・司会進行・運営等を行う
実行委員を募集します。成人の日の思い出
に実行委員になってみませんか。
対象 区内在住の平成12年4月2日～13年4
月1日生まれの方　 企画内容 記念品の選
定、アトラクションの企画、式典運営等
会議日程 月1～2回程度（4月下旬開始予
定）　申込方法 住所・氏

ふりがな

名・生年月日・性別

・電話番号・メールアドレスを電話か
ファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 3月27日㈮
問合せ 子育て・若者支援課青少年担当
TEL （5246）1341
FAX（5246）1289

外国語ができなくても大丈夫！
「やさしい日本語」で外国人と話
しませんか

実際に外国人と話す時間もあります。
日時 4月18日㈯午前10時～正午、25日㈯
午前10時～午後0時30分　場所区役所10
階会議室　対象 区内在住か在勤（学）の
方または区内で日本語ボランティアをして
いる方　定員 40人（先着順）
申込み・問合せ 区民課
TEL （5246）1126（区HPから申込可）　

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

期間 3月15日㈰～4月10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445窟 北壁 弥勒浄土変相

（盛唐）」（左）鈴木恵麻氏 、（中央左）菊
地信治氏、（中央右）尾崎由紀奈氏、（右）
山下健一郎氏　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●常設展示内特集「ASAKURA ZOO」　
期間臨時休館後～6月14日㈰
●ギャラリートーク　日時 3月18日㈬午
後2時（30分程度）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料 一般500円、小中
高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）
場所・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

書道博物館から

●企画展「みんなが見たい優品展　パート
16 中村不折コレクションから 敦煌写本
の世界―蔵経洞のたからもの―」 　恒例の
リクエスト展です。　日時臨時休館後～6
月14日㈰
●ギャラリートーク　日時 4月26日㈰午前
11時　定員 20人（抽選）　 申込方法 往復
はがき（1人1通）に希望日時・住所・氏

ふりがな

名
・年齢・電話番号を書いて右記問合せ先へ　
申込締切日 4月17日㈮（必着）

●ワークショップ「敦煌写本を書いてみよ
う」　日時 4月26日㈰午前9時30分～午後
4時　費用 100円（別途入館料が必要）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　 入館料 一般500円、小中
高生250円　休館日 月曜日（祝休日の場合
は翌日）　 場所・問合せ 〒110−0003　
台東区根岸2−10−4　書道博物館
TEL （3872）2645

浅草芸能大賞区民審査委員募集

任期 4月1日～令和4年3月31日（2年間）　　
対象 4月1日現在、18歳以上の区内在住の
方　定員 50人（抽選）　 申込方法 はがき
に住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話番号を書
いて下記問合せ先へ※4月初旬に決定者に
のみ通知　 申込締切日 3月16日㈪（必着）　
問合せ 〒110−0004　台東区下谷1−2
−11　台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

産業研修センターの催し

●工作機械等個別技術講習　靴、バッグ、
ベルトなどを製作するための工作機械等の
技術講習です。　日時毎週日曜日午後1時
30分～4時30分、第2・4水曜日午後6時
～9時　対象 区内在住か在勤で一定の経験
がある方　定員各12人（先着順）
講師 稲川實氏（皮革産業資料館副館長）　
費用 1回600円　申込方法 電話で下記問合
せ先へ※随時登録受付
●中国語教室（初級）　 日時（全20回）4月
22日～7月3日の水・金曜日午後6時30分
～8時30分　対象区内在住か在勤（学）の
方　定員 20人（抽選）　費用 6,000円（20
回分）※教材費別途　 申込方法 往復はが
きに教室名・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 4月1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
TEL （3872）6780

老人福祉センターの催し

●ゆとり教養講座「知らず知らずのうちに
認知症にならない生活」　日時 4月9日㈭午
後1時30分～3時　対象 区内在住の60歳
以上の方※当日直接会場へ　定員 40人（先
着順）　講師諏訪兼久氏
●脳の健康教室　東北大学の川島隆太教授

の研究成果を活用した教室です。簡単な読
み・書き・計算などを行います。
日時（全20回）4月15日～9月9日の水曜日
午前中の40分程度　対象 区内在住のおお
むね65歳以上で、毎日10分程度の自宅学
習が可能な方　定員 30人（抽選）
費用 月額1,500円　 申込方法 老人福祉セ
ンター・老人福祉館で配布する申込用紙に
記入し提出　 申込締切日 4月3日㈮　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 入谷老人福祉館　問合せ 老人福祉セ
ンター TEL （3833）6541

フリーマーケット出店者募集　

日時 ①4月12日㈰午前10時～午後4時　
②19日㈰午前9時～午後4時　場所花川戸
公園※車での来場不可、天候により中止の
場合あり　 出店数（予定）①②30店
出店料 ①2,000円※区民は1,500円　②
2,000円※区民は会HPから予約で1,500
円

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後6時） TEL 050（3616）3300
②リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時） TEL （3412）6857※会HPか
当日会場で申込み
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

環境ふれあい館ひまわりの催し

●環境ふれあい館ひまわり環境学習室　
「初めてのお友だち 紹介キャンペーン」
学習室に来るのが初めての友達と一緒にプ
ログラムに参加すると、学習室のスタン
プカードにスタンプを1つプレゼントしま
す。　期間 4月30日㈭まで
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）2011
●「リサイクル活動室」春のエコまつり

（要申込）　日程・内容 ①3月25日㈬・パッ
チワークをやってみよう　②29日㈰・指
編みで簡単アクリルたわしをつくろう！
③31日㈫・さき布織り体験　時間 午後2
時～4時　場所 環境ふれあい館ひまわり2
階リサイクル活動室　対象 ①②小学3年～
高校生　③小学4年～高校生
定員（先着順）①②7人　③3人
申込方法 電話か直接下記問合せ先へ
問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）8050
リサイクル活動室
TEL （3866）8094

新型コロナウイルス感染防止のため、
「催しもの・講座・相談会など」掲載
の事業が中止・延期される場合があり
ます。開催が中止・延期される場合
は、区HPに掲載し
ます。右記二次元コ
ードをご覧いただ
くか、各問合せ先
へご確認ください。

令和元年度の指定管理者施設管理評価の結果を
お知らせします

〈表2〉評価委員会の評価結果

評価対象施設名

評価の観点 総合
評価

（110点中）
管理の
適正性

事業の
運営

施設の
維持管理

サービス
向上の
取組み

収入
支出

優れた
取組み

校外施設
台東区立少年
自然の家「霧ヶ
峰学園」

20点 16点 18点 17点 17点 5点 良好
 （93点）

社会教育
施設

台東区立社会
教育センター
台東区立社会
教育館（４館）

17点 15点 20点 18点 16点 7点 良好
 （93点）

【評価の観点における評価区分】
20点…水準を全て満たしている（年間通じて問題がなかった）
19～14点…水準の範囲内である（一部軽微な課題あり）
13～12点…水準をやや下回った
11点以下…水準を大きく下回った
※優れた取組みによる加点あり（上限10点）

【総合評価における評価区分】
極めて良好（101～110点）…協定等の水準を一部超える適正な管理運営が行われている。
良好（91～100点）…協定等の水準を満たす適正な管理運営が行われている。ただし、軽微な課
題については必要な改善を図っていく。
適正（70～90点）…協定等の水準を満たす管理運営が行われているが、一部に課題があることか
ら、区と指定管理者とで課題を共有し、解消に向けた協議を行った上で、改善に取り組む必要が
ある。
改善指示（69点以下）…協定等の水準を満たしていない事項が複数あることから、区から改善指
示を行うもの。なお、改善結果が不十分な場合は、指定の取消しの可能性もある。

・評価の目的　公の施設としての目的を果
たしつつ、サービスの向上や管理運営の効
率化等、制度の目的を達成しているかを毎
年度評価しています。
・評価の手順　平成31年4月1日時点にお
いて、指定管理者制度を適用する施設（57
施設）のうち、指定期間の初年度と最終年
度を除いた28施設（指定管理者が継続指
定されている場合は、指定期間の1年目に
あたる施設も含む）を対象に、各施設の所
管課が評価シートを作成し、全体的な視点
から事務局がヒアリングを行い、区の評価
として確定します。また、区が選定した施
設を対象に、学識経験者や区民等で構成す
る「指定管理者施設管理評価委員会」によ
り評価を実施し、報告書としてまとめてい
ます。
・評価の結果　施設ごとに、「管理の適正

性」「事業の運営」「施設の維持管理」「サー
ビス向上の取組み」「収入支出」「優れた取
組み」の6つの観点から評価し、これらを
踏まえて総合評価を行います。令和元年度
の区および評価委員会の評価結果は、表
1・2のとおりです。また、区民の皆さん
から活発なご意見をいただき、今後の施設
運営に活

い

かしていくため、評価の結果を区
役所3階⑦番区政情報コーナー、中央図書
館のほか、区HPで公表しています。　
問合せ 経営改革担当
TEL （5246）1013

〈表1〉区の評価結果
総合評価 施設数

極めて良好 2施設
良好 19施設
適正 1施設

改善指示 0施設

※台東リバーサイド
スポーツセンター
は、7施設を一括
して評価
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台東区上野の森ジュニア合唱団
創立30周年演奏会

日時4月26日㈰午後1時30分開場、2時開
演　場所浅草公会堂　出演西山琴恵（司
会）、ロベルト・ディ・カンディド・小黒久
美子・竹内恵子（独唱）、川上彌榮子（指揮）、
杉山直子・寺﨑明日香・小浜有里子・荒木
裕子・宮村香賀子（ピアノ）、台東区上野
の森ジュニア合唱団・OB　曲目美しく碧
きドナウ、タンホイザー大行進曲ほか
入場整理券 生涯学習センター1階受付、区

役所6階⑨番庶務課、区民事務所・同分室、
地区センターで3月13日㈮より配布予定
問合せ生涯学習課 TEL（5246）5851

第23回津軽三味線コンクール
全国大会

日時4月12日㈰午前9時30分開場、10時
開演　場所浅草公会堂
入場券指定席3,500円、自由席3,000円

区内在住か在勤・在学の方を抽選で10
組20人ご招待

往復はがき（1組1通）に住所・氏名・電
話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）
名を書いて下記申込先へ
申込締切日 3月18日㈬（必着）
申込み・問合せ 〒140－0004　品川区南
品川6－8－20　（公財）日本民謡協会「津
軽三味線コンクール全国大会」係
TEL（3471）8888　問合せ台東区生涯
学習課 TEL（5246）5815

図書館から

●企画展「台東区の橋」　期間3月20日㈷
～6月14日㈰　
●歴史散歩①北部エリア　日時4月19日
㈰午後2時～4時　定員20人（抽選）
講師台東区観光ボランティアの会
費用100円（保険料）
散歩コース（一部省略）花川戸交番横（集

合）～吾妻橋～山の宿の渡し跡の碑～言問
橋～竹屋の渡し跡の碑～桜橋～山谷堀公園
～今戸橋～浅草寺仁天門（解散）
申込方法往復はがき（1人1枚）に催し名
・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書いて下
記問合せ先へ※詳しくは区HPをご覧くだ
さい。
申込締切日時 4月8日㈬午後5時（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ〒111－8621　中央図書館郷土担
当 TEL（5246）5911

図書館のこども室から

●中央図書館　春の工作会　日程3月24
日㈫　 時間・内容 午前10時～11時・かっ
こよく着地、午後3時～4時・ぎんいろの
たまご　対象5歳～小学生※未就学児は保
護者同伴　 場所・問合せ中央図書館
TEL（5246）5911
●根岸図書館人形劇「おおきなかぶ」
日時3月25日㈬午前10時30分～11時20
分、午後2時30分～3時20分※各15分前
から入場開始　場所根岸社会教育館
対象幼児～小学校低学年と保護者
定員各60人※3月11日㈬から根岸図書館
でチケット配布（先着順・家族単位で配布）
問合せ根岸図書館 TEL（3876）2101

スポーツひろば

●田原小・歌謡ダンス教室
日時（全5回）4月15日 ～5月27日（4月

29日、5月6日を除く）の水曜日午後7時
15分～8時30分（7時受付）　場所田原小
学校3階体育室　講師梅本麻子氏

費用1,250円（5回分・保険料含む）
申込方法費用を添えて次の①か②の日程
で下記問合せ先へ　①3月18日㈬午後7
時15分～8時15分　②3月19日㈭～4月
10日㈮午前9時～午後5時
●大正小・姿勢矯正でボディメーク
日時（全4回）5月8日 ～6月5日（5月29

日を除く）の金曜日午後7時15分～8時30
分（7時受付）　場所大正小学校地下体育
館　講師土田秀徳氏　費用1,000円
申込方法費用を添えて次の①か②の日程
で下記問合せ先へ　①3月18日㈬午後7
時15分～8時15分　②3月19日㈭～4月
30日㈭午前9時～午後5時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住か在勤（学）の中学生以上
の方　定員各30人（先着順）　持ち物運
動できる服装、室内履き、飲み物、タオル
※子供を連れての参加不可、学校行事等に
より変更・中止の場合あり　問合せスポー
ツ振興課（生涯学習センター5階、土・日
曜日・祝日を除く）
TEL（5246）5853

子供のための水泳ワンポイント
レッスン

日時（全10回）4月5日～6月7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　対象区内在住か在学の3
歳～小学3年生※未就学児は保護者同伴　
定員各30人（先着順）　講師野村不動産ラ
イフ＆スポーツ㈱　費用プール利用料
申込方法開始20分前より現地で申込み
場所・問合せ清島温水プール
TEL（3842）5353

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

違いを認め合うこと～言語・文
化・慣習の違いを理解し、共に
生きるために～

日時3月28日㈯午前10時30分～正午

場所生涯学習センター　対象区内在住か
在勤（学）の方　定員100人（先着順）
講師枦木典子氏（NPO法人多文化共生セ
ンター東京代表理事）　問合せ人権・男女
共同参画課 TEL（5246）1116
FAX（5246）1139　 Eメール jinkenky
oudou@city.taito.tokyo.jp

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　 内容・日程（全3回）①「初
めてのワード」4月6日㈪・9日㈭・13日㈪　
②「初めてのエクセル」4月17日㈮・21
日㈫・24日㈮　時間午前10時～正午
定員各9人（抽選）　費用各3,000円（3回
分）　申込方法往復はがき（1人1枚）に講
座名（①か②）・住所・氏名・年齢・電話
番号を書いて下記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」
日時4月10日㈮・30日㈭午前10時～11
時、11時～正午　定員各5人（抽選）
申込方法往復はがき（1人1枚）に講座名
・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・
相談内容を書いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住の原則60歳以上の方
申込締切日 3月19日㈭（必着）※募集数
に達しない場合、23日㈪以降に電話で受付　
場所・問合せ〒111－0056　台東区小島

1－5－5　台東区シルバー人材センター
TEL（3864）3338

NPOのための個別相談

日時労務は4月14日㈫、法律は4月15日
㈬、会計・税務は4月24日㈮　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）　申込方法希望日・
団体名・参加者全員の氏名・電話番号を電
話かファックスまたはメールで下記問合せ
先へ　申込締切日各開催日の1週間前
場所・問合せ台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7012
FAX（3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

日時3月17日㈫、4月21日㈫午後1時～4
時（受付は3時まで）　場所区役所4階401
会議室　対象区内に空き家等を所有して
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
TEL（5246）1468

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口（予約制）

不動産関係団体と協力して住宅探しの相談
を受付けます。　日時毎週金曜日午後1時
30分～4時30分　対象区内在住の高齢者、
障害者、ひとり親世帯の方など
場所・申込み・問合せ住宅課（区役所5階
⑩番） TEL（5246）1468

下谷青年学級

●下谷青年学級に参加してみませんか　知
的障害のある方が、学習講座やバスハイク
・スポーツなどの活動を通して交流や生活
に必要な学習を行います。　活動期間 4月
～令和3年3月　活動日時日曜日（月1回）
午前9時～午後4時※クラブ活動（希望者
のみ）を午前中に実施　場所柏葉中学校　
対象次のいずれかに該当する高校生以上
で知的障害がある方　①区内在住か在勤

（学）　②台東区立中学校特別支援学級の卒
業生　費用年間1,500円（教材費）、500
円（クラブ活動費・希望者のみ）※活動内
容により、別途（施設入場料・交通費等）
実費負担あり
●活動を支援するボランティアを募集して
います　教員を目指す学生や、知的障害の
ある方の支援について学びたい方等、一緒
に活動してみませんか。詳しくは下記問合
せ先へ　申込締切日 3月31日㈫
申込み・問合せ生涯学習課
TEL（5246）5821

一部休止するサービス一覧
No サービス内容 施設名 電話番号
1 展示室・ホールの見学 旧東京音楽学校奏楽堂 （3824）1988

2 トレーニングルームの利用

台東一丁目区民館 （3834）4408
上野区民館 （5815）8612
金杉区民館 （3876）2653
谷中区民館 （3828）9292
浅草橋区民館 （3851）4646
寿区民館 （3842）8654
雷門区民館 （3843）9492
生涯学習センター （5246）5853
台東リバーサイドスポーツセンター （3872）3181

3 体育施設の個人利用

台東リバーサイドスポーツセンター
体育館・陸上競技場・少年野球場 （3872）3181

たなかスポーツプラザ　グラウンド
開放 （5808）7410

各小中学校スポーツひろば （5246）5853
4 学校開放 各小中学校体育館、校庭、会議室等 （5246）1421

5
マルチメディアルーム、学
習室(個人利用の部屋)、こ
ども室の利用

生涯学習センター （5246）5815

6
図書館の予約資料の受け取
り・返却のみ実施し、その
他のサービスは休止

中央図書館 （5246）5911
中央図書館浅草橋分室 （3863）0082
中央図書館谷中分室 （3824）4041
根岸図書館 （3876）2101
石浜図書館 （3876）0854
すこやかとしょしつ （3847）3087

7 活動交流コーナー、情報コー
ナー、資料作成室の利用 男女平等推進プラザ （5246）5816

休館する施設一覧
No 施設名 電話番号
1 朝倉彫塑館 （3821）4549
2 下町風俗資料館 （3823）7451

3 下町風俗資料館付設展示場
（旧吉田屋酒店） （3823）4408

4 一葉記念館※研修室除く （3873）0004
5 書道博物館 （3872）2645
6 江戸たいとう伝統工芸館 （3842）1990

7
老人福祉センター
※団体利用・うえの高齢者
在宅サービスセンター除く

（3833）6541

8 入谷老人福祉館
※団体利用除く （3873）9036

9 橋場老人福祉館
※団体利用除く （3876）2365

10 三筋老人福祉館
※団体利用除く （3866）2417

11 上野健康増進センター （3847）9475

12 千束健康増進センター
※集会室除く （5603）0085

13 環境ふれあい館ひまわり
※集会室除く （3866）8098

14 清島温水プール （3842）5353
15 都立浅草高校温水プール （5246）5853
16 少年自然の家霧ケ峰学園 0266（52）0257

17 くらまえオレンジ図書館
※ブックポストは利用可

（5246）5911
（中央図書館）

18 池波正太郎記念文庫 （5246）5915

19 児童館（千束・玉姫・台東・
池之端・松が谷・今戸・寿・谷中）（5603）2229

区立施設の休館および一部サービスの休止について
　区では、新型コロナウイルス感染防止のため、3月16日㈪まで、一部施設の休館およびトレーニング室な
どを休止します。休館および休止するサービスは下記の通りです（2月28日時点）。なお、新型コロナウイル
スの状況によって、期間の延長や施設等の追加の可能性があります。
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