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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
平和に関するパネル展

▲「防空演習」　所蔵：台東区立下町風俗資料館

平和の尊さを伝え、平和への認識を高めて
もらうために、空襲や原爆被爆に関するパ
ネルや実物資料などの展示を行います。
期間 8月12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 TEL （5246）1052

書道博物館から
●企画展「中村不折の世界」　不折の作品
を中心に、交流のあった子規や漱石の作
品、不折が影響を受けた江戸の書画を交え
て、不折の魅力を紹介します。　期間12
月13日㈰まで　 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 書道博物館
TEL （3872）2645

朝倉彫塑館から
●常設展示内特集

「ASAKURA ZOO」
期間 9月9日㈬まで
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）　問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

期間 8月1日㈯～9月６
日㈰　時間 午前9時～
午後5時
・夜間プール開場
日時 8月1日㈯～20日
㈭午後6時30分～8時
30分（入場は7時30分
まで）※月曜日は閉場　
対象中学生以上の方
料金（1時間）大プールは一般200円、中
学生以下100円、小プールは100円※お
むつ使用の子供は利用不可※区内在住か在
勤の65歳以上の方は半額、障害者は料金
が免除されます（要件の確認できる物を持
参し、入場前に事務所で登録手続きが必
要）。※開場時間の変更や利用時の注意事
項等詳しくは、台東リバーサイドスポーツ
センターHPを確認してください。
場所・問合せ 台東リバーサイドスポーツセ
ンター TEL （3872）3181

介護予防教室参加者募集
日程（全10回）10～12月　時間①③午前
11時～正午　②④午後1時～2時

教室名（内容） 曜日 内容
お口元気度アップ（口の
健康度のチェックと体操） 火 ①橋場老人

福祉館

面白脳トレ（ゲーム、パ
ズルなどを通じて脳トレ）

月 ②入谷老人
福祉館

火 ③三筋老人
福祉館

セラバンドで筋力アップ
（筋力やバランス感覚を
整える体操）

月 ④老人福祉
センター

対象区内在住のおおむね65歳以上の方
定員 各10人（抽選）　費用 実費（教材費）　
持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設
使用登録証、健康保険証等）、84円切手
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 8月20日㈭　 問合せ 老人福祉
センター TEL （3833）6541

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。ご利用
ください。※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 TEL （3866）8361

第3回革小物　手作り教室「世
界にひとつのオリジナルブレス」

日時 9月12日㈯午後
1時30分～4時
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 丸山有紀子氏（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22日㈯（必着）
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

柳北スポーツプラザ屋内プール
がオープンします

期間 8月1日㈯～9
月30日㈬午前9時
～午後8時20分
※時間入れ替えあ
り。人数制限等詳
しくは、区HPを確認してください。
利用料金（1時間）大人（15歳以上）250円、
子供（14歳以下）100円
減額利用料金（1時間）高齢者（65歳以上）
120円、障害者は無料※初めて利用する
方は、身体障害者手帳・登録申請が必要
利用方法 1階受付の券売機で利用券を購入
※利用は個人のみ　 親子の時間 毎週土曜
日・8月20日までの毎週木曜日（水深60
センチメートル）・日曜
日・祝日（水深80セン
チメートル）の午前9時
～11時、正午～午後2時
※浮き輪等利用可

場所・問合せ 柳北スポーツプラザ
TEL （3865）2614　 問合せ スポーツ
振興課 TEL （5246）5853

第43回台東区美術展作品募集
日程 9月11日㈮～16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7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16日㈬午後3時～3時30分
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
TEL （5246）5815

図書館のこども室から
●ぬいぐるみおと
まり会　ぬいぐる
みを預かり、ぬい
ぐるみが読書や図
書館を探検する様
子をアルバムにします。また一人一人に合
わせた本の紹介をします。　日程ぬいぐる
み預かりは8月6日㈭～26日㈬、ぬいぐる
み・アルバムのお渡しは28日㈮午後１時か
ら1週間程度　ぬいぐるみ受取・受渡場所 中
央図書館こどもとしょしつ　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6日㈭午前９時　 申込み・問合せ 中央図
書館 TEL （5246）5911

介護職員　就業促進事業
介護の現場で働きながら、介護の資格を無
料で取得できます。　雇用期間 3年1月末
まで※最長6か月　対象介護の資格を持っ
ていない方（初任者の資格をお持ちの方を
含む）で、介護職員として働くことを希望

する方　勤務地 区内の高齢者施設
時給 1,100円※雇用終了後、合意の場合
は継続雇用可　 申込締切日 10月16日㈮
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

若手経営者サポートセミナー
（前期）
日程（全5回） 9月16日・30日、10月14

日・28日、11月11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 20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
HPからダウンロード可）に記入し、下記問
合せ先へ　 問合せ 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4124
FAX（5829）4127
Eメール keiei@taito-sangyo.jp

無料建築相談
日時 8月6日㈭、9月3日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

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（全2回）9月1日㈫・
2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12日㈬（必着）
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

区有施設等の利用時には、咳エチケッ
トの徹底やマスクの着用等、ご協力を
お願いします。

区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。

問合せ ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

臨時出店！「ふるさと交流ショップ 台東」に
千束通り商店街が出店します

　新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、ふるさと交流ショップ 台東は休業
状態が続いていましたが、千束通り商店街の協力で、各店舗の品を集結させ、8月
25日㈫（水曜日定休）まで営業を再開します。また、千束通り商店街と繋がりがあ
る全国各地の事業者が、特産物などを販売します。
▷時間　午前10時～午後7時
▷場所　浅草4－36－5（千束通り商店街内）
※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、

営業時間変更または休業になる場合があります。
※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

　毎月2回、5日と20日に発行している区の広報「たいとう」の内容を録音した、「声
の広報」（カセットテープ版・デイジー版）を作製し、郵送で貸出
しています。
▷対象　区内在住の視覚障害のある方
▷申込み・問合せ
　広報課（区役所３階⑧番） TEL （5246）1021

「声の広報」を貸出しています


