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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
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、区が所蔵する絵画など
を展示しています。　期間（予定）8月9日
㈰～9月11日㈮　場所 区役所1階台東アー
トギャラリー　展示作品 「法隆寺金堂壁画
3号壁 観音菩薩」武井好之氏、「法隆寺金
堂壁画5号壁 半跏菩薩」小田野尚之氏、

「法隆寺金堂壁画3号壁 観音菩薩」廣嶋敬
久氏　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 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

老人福祉センターの催し
●ことぶき教室　（後期）
期間（全10回）9月～3年3月　対象 令和2
年9月30日現在区内在住の60歳以上の方
定員各10人（抽選）　費用実費（教材費）
申込締切日 8月28日㈮

場所・問合せ 教室名 日時（※）

入谷老人福祉館
TEL（3873）9036

木目込み
人形

第1・3
木曜日

午前

午後

橋場老人福祉館
TEL（3876）2365

花とはな 第2・4
土曜日 午前

絵手紙 第1・3
金曜日 午後

スマート
フォン

第１・3
水曜日 午後

寄席演芸 第2・4
金曜日 午後

瞑想 第1・3
金曜日 午前

三筋老人福祉館
TEL（3866）2417

シャンソ
ン鑑賞

第1・3
水曜日 午後

瞑想 第1・3
金曜日 午後

※日時の午前は午前１1時～正午、午後は
午後1時～2時

●歌って脳トレ健康体操教室参加者募集　
日時（全10回）10月7日～12月9日の水
曜日午前11時～正午　場所 橋場老人福祉
館　対象区内在住の65歳以上の方
定員 10人（抽選）　 申込締切日 8月20日㈭　
問合せ 老人福祉センター
TEL （3833）6541

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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（1人1
教室・抽選）　必要な物 本人確認できる物

（老人福祉館施設利用登録証、健康保険証
等）、84円切手　

フリーマーケット出店者募集
日時 9月13日㈰午前9時～午後3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）20店　出店料 2,000円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

タイムマシーンカンパニー（午前10時～
午後5時） TEL 050（3616）3300
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291
●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21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）※小学生は無料
申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）8050

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「めだマン」

めだマンを再開します。当面は下記日時の
み実施します。新型コロナウイルス感染防
止対策により、一度に参加可能な人数や参
加方法等が変わっています。詳しくは、下
記問合せ先へご連絡ください。　日時金曜
日午後2時30分～3時、3時30分～4時※
未就学児は保護者同伴　場所・問合せ 環境
ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

工作教室「日時計」
日時 9月27日㈰午後1時30分～3時30分
場所生涯学習センター　対象区内在住か在
学（園）の満5歳～小学4年生　定員 11人

（抽選）※参加者1人につき付き添い1人ま
で　費用 300円（材料費・保険料）
申込締切日 8月31日㈪
申込み・問合せ 生涯学習課（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）
TEL （5246）5815

たいとうやまびこ塾
「体験！手相の味方」
日時（全3回）9月5日～19日の土曜日午後
2時～4時　場所生涯学習センター
対象区内在住か在勤（学）の15歳以上の方　
定員 10人（抽選）　講師若林晃氏
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　 申込締切日 8月21日㈮（必
着）　問合せ 〒111－8621　生涯学習セ
ンター生涯学習課 TEL （5246）5821

読書週間イベント
「台東区POPコンテスト2020」

応募用紙（区立図書館で配布、または図書
館HPからダウンロード可）に、おすすめ
したいところを、イラストや文字で表現し
てください。応募作品は、10月23日㈮か
ら中央図書館グリーンコーナーに展示、入
賞作品には図書カードを贈呈します。
対象 中学～高校生　 申込方法 応募用紙を
中央図書館2階カウンター・応募BOXへ
提出か郵送※詳しくは下記問合せ先へ
申込締切日 10月9日㈮　 問合せ 〒111－
8621　中央図書館 TEL （5246）5911

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

講演会（動画配信）「発達が気
になる子の子育てのコツ」

日程 9月1日㈫～7日㈪
対象 区内在住か在勤の
方で発達に心配のある
未就学の子供の保護者・
家族　講師 竹谷志保子

氏（うめだ・あけぼの学園発達支援部補佐
役〈臨床発達心理士〉）　申込方法 こども療
育室HPのメールフォームから申込み
申込締切日 8月24日㈪　 問合せ 松が谷福
祉会館 TEL （3842）2673

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

「インターネットの活用」9月7日㈪・10日
㈭・14日㈪　②「LINEの活用」9月8日㈫
・11日㈮・18日㈮　時間午前10時～正午　
定員 各６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 9月
15日㈫・25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 8月21日㈮（必着）※募集数に
達しない場合、8月24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 9月8日㈫（労務）、16日㈬（法律）、
25日㈮（会計・税務）午後2時～4時
対象地域で活動する非営利活動団体
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

再就職準備セミナー
「60代からの仕事探し・働き方
とライフプラン」

日時 9月5日㈯午後1時～5時　場所区役所
10階会議室　対象おおむね55歳以上の方　
定員 30人（先着順）　内容高齢者の再就職
準備・年金に関すること　講師柴田秀孝氏

（キャリア・コンサルタント＆ファイナン
シャルプランナー）、馬見塚仁氏（社会保
険労務士・年金アドバイザー）※雇用保険
受給中の方は、受給資格者証を持参
申込方法 講座名・住所・氏名・年齢・電話
番号・雇用保険受給の有無・就業状況を電
話かファックスで下記問合せ先へ（区HP
から申込可）　 問合せ 産業振興課
TEL （5246）1152
FAX（5246）1139

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ
「総合相談窓口」
日程①8月18日㈫　②9月15日㈫
時間 午後1時～4時（受付は3時まで）　
場所 ①区役所6階603会議室　②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）

住まい探しにお困りの方へ住宅探しのお手
伝いをします。　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

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

内容 研修日 時間

講義・
演習

10月1日㈭～12月
24日㈭のうち44
日間

午後6時30分～9
時40分（午後8時
30分の日もあり）

実習
11月30日㈪～12
月11日㈮のうち
指定する1日間

午前8時30分～
午後5時30分

修了式 12月24日㈭ 午後6時30分～7
時30分

詳しくは、事業団HPをご覧になるか下記
問合せ先へ　時間 午後6時30分～9時40
分（8時30分までの日もあり）
期間 10月1日(木)～12月24日(木)
場所三ノ輪福祉センター　対象全日程通学
可能な方※区内在住・在勤の方優先
定員 12人（先着順）　費用 79,100円（テ
キスト代含む）　申込方法 電話で申込書を
下記問合せ先へ請求し、本人確認できる物

（運転免許証・健康保険証などの写し）と
共に郵送か持参　 申込締切日 9月18日㈮

（必着）　 問合せ 〒110－0011　台東区三
ノ輪１－27－11　台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

第2回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

ペットコミュニティエリアを利用するには
事前に講習会の受講が必要です。　日時 9
月12日㈯午前9時30分～正午
場所 DOGLY愛犬 E–SCHOOL（根岸3－
1－10）　対象 次の全てを満たすこと①飼
い主が区内在住で、台東区で登録をしてい
る小・中型犬（背中～地面まで約40セン
チメートル以内）　②今年度の狂犬病予防
注射および原則1年以内に混合ワクチンを
接種している　③犬の健康状態に問題なく

（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっ
ていない）、他の人や犬に対して過剰に吠
えたり、威嚇したり、咬傷事故を起こした
ことがない　④エリアを家族で利用する家
族全員で参加できる　定員 15頭分（先着
順）　内容 エリア内でのマナーや知識の講
習、愛犬と一緒にエリア利用の模擬練習

（講習中は施設内で愛犬をお預かりします）　
受講上の注意 ①中学生以下は保護者同伴　

②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可　③
犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼
い主が参加（1人で複数頭連れてくること
はできません）　申込方法 区HPから申込む
か、電話で下記問合せ先へ　申込締切日 9
月3日㈭　 申込み・問合せ 台東保健所生活
衛生課 TEL （3847）9437

無料建替え相談会（清川区民館）
浅草北部地区の防災性向上のため、一級建
築士、ファイナンシャルプランナー等によ
る建替え相談会を実施します。
日時 8月25日㈫午後4時～8時（1人30分
程度、原則予約制、最終受付7時30分）
場所清川区民館　対象次の地区に木造建築
物を所有している方　竜泉3丁目、浅草5丁
目、千束3・4丁目、今戸2丁目、東浅草1

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。
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・2丁目、橋場1・2丁目、清川１・2丁目、
日本堤１・2丁目　申込み・問合せ 地域整
備第二課 TEL（5246）1366

第2回CADステップアップ講座
入門講座程度の操作ができる方を対象にし
た実践的なＣＡＤ操作講座です。
日時（全2回）9月29日㈫・30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）　講師渡辺豊氏　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 9月8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

令和3年4月に中学生になる皆さんへ ―学校選択制度のご案内―

中学校名・問合せ 入学可能者数 学校公開 学校説明会 見学のできる学校行事（※）

御徒町台東
（台東4－13－16）
TEL（3831）3787

148人
 （4学級）

9月14日㈪～19日㈯
午前8時30分～午後5時30分
※19日は午後4時まで

9月19日㈯
午後2時～2時45分

土曜公開授業（9月19日〈午後4時まで〉、10月3日・31日、11月
21日、12月5日・19日、3年1月16日・30日、2月6日、3月6日 の
土曜日午前8時30分～正午）、立志のつどい（3年2月６日㈯午前8時
30分～正午）

柏葉
（下谷3－1－29）
TEL（3876）3341

148人 
（4学級）

9月18日㈮・19日㈯・23日㈬・24日㈭
午前8時40分～午後5時
※19日は午後0時30分まで
※23日は午後2時30分まで

9月19日㈯
午前11時45分～午後0時30分
※午前10時40分から部活動見学可

土曜公開授業（9月5日・19日、10月3日、12月5日、3年1月16日、
2月6日・20日、3月6日の土曜日午前8時40分～11時30分）、立志
式（3年1月16日㈯午前8時40分～11時30分）

上野
（ 上 野 桜 木1－14－
55）
TEL（3828）5458

148人
 （4学級）

9月17日㈭～19日㈯
午前8時40分～午後3時10分
※19日は午前11時30分まで
※17日～19日は部活動見学可

9月17日㈭・18日㈮
午後3時20分～4時
9月19日㈯
午前11時40分～午後0時20分

土曜公開授業（9月19日、10月3日、11月7日、12月5日、3年1月
16日、2月6日・20日の土曜日午前8時40分～11時30分）、上中音
楽祭（10月23日㈮午前10時30分～午後4時〈浅草公会堂〉）、立志式

（3年2月6日㈯午前9時40分～11時30分）

忍岡
（上野公園18－20）
TEL（3828）7241

148人
 （4学級）

9月5日㈯・7日㈪～11日㈮･19日㈯･27日㈰
午前9時～午後3時20分
※5日・19日は午前11時35分まで
※9日は午後2時40分まで
※部活動見学可

9月5日㈯･19日㈯
午前10時45分～11時35分
9月10日㈭･11日㈮
午後3時40分～4時20分
9月27日㈰
午前9時45分～10時35分

土曜公開授業（9月5日・19日、10月17日、11月21日、12月5日、
3年1月9日、2月6日の土曜日午前9時～11時35分）、日曜授業参観（9
月27日㈰午前7時55分～午後3時20分）、学習発表会（3年3月6日㈯
午前9時～11時35分）

浅草
（蔵前1－3－4）
TEL（3866）5169

185人
 （5学級）

9月17日㈭～19日㈯・23日㈬
17日・18日は午前9時～午後5時
※19日は正午まで
※23日は午後3時まで
※17日～19日は部活動見学可

9月17日㈭･18日㈮
午後4時～4時30分
9月19日㈯
午前9時45分～10時30分
9月23日㈬
午後2時30分～3時

土曜公開授業（10月3日・24日、11月7日、12月5日、3年1月16日・
30日、2月20日の土曜日午前8時45分～11時35分）、合唱コンクー
ル（3年3月11日㈭午前9時10分～午後0時20分）

桜橋
（今戸2－1－8）
TEL（3876）2277

148人
 （4学級）

9月14日㈪～19日㈯
午前8時50分～午後3時25分
※16日は午後2時25分まで
※19日は午後0時25分まで
※部活動見学を希望の方はご連絡ください。

9月19日㈯
午後1時～2時

土曜公開授業（9月19日〈午後0時25分まで〉、10月3日、11月7日・
21日、12月5日、3年1月16日、2月6日〈午前9時25分まで〉の土
曜日午前8時35分～11時25分）

駒形
（北上野2－15－1）
TEL（3844）2089

148人
 （4学級）

9月17日㈭～19日㈯
午前9時～午後5時
※18日・19日は部活動見学可

9月18日㈮
午後4時～4時30分
9月19日㈯
午後1時30分～2時

土曜公開授業（9月5日、10月3日、11月7日、3年2月13日の土曜日
午前8時45分～11時35分）、立志式（12月5日㈯午前9時45分～11
時35分）、学習展覧会（3年1月16日㈯午前8時45分～午後4時）、学
習発表会（3年3月6日㈯午前8時45分～11時35分）

（※）行事の詳細および日程変更等については各校へお問合せください。

対象区内に住民登録を有し、3年4月
に中学校へ入学する児童とその保護者
選択できる学校 区立中学校全7校
入学可能者数および学校公開等行事の日程　
下表のとおり※このほか、見学会や学
校説明会を開催する場合があります。
詳しくは各校へ。
選択方法 10月上旬に対象の方へ「学
校選択票」を郵送します。選択票に希
望する中学校名等を記入し、返送して
ください。※入学予定者数が入学可能
者数を上回る見込みの学校は、12月
上旬に抽選を実施します。抽選の有無

は教育委員会で決定し、該当者には個
別に案内を郵送します。
選択状況中間選択状況は11月上旬、
最終選択状況は11月中旬に小学校を
通じて通知します。また、区HPや上
記問合せ先で公表します。
希望校の変更 11月上旬～中旬の期間
内に限り変更可。以降の変更はできま
せん。
学校案内冊子の配布 7月下旬に各小学
校で配布済み（区立小学校以外の方は、
区HPをご覧になるか上記へ）

学校公開時の新型コロナウイルスに関する対策について
①来校前に、必ず検温を行い、発熱等の風邪症状がみられる場合、参加の自粛をお願いします。
②マスク着用のうえ、参加いただきますようお願いします。
③入口に消毒液を配備しますので、手指消毒を必ず行ってください。
④授業の様子は教室の外から見学してください。
⑤部活動の体験はできません（見学は可能です）。
⑥学校説明会を広いスペース（体育館等）で行います。
⑦必要に応じて、注意喚起を行います。
※上記以外の対応については、各中学校HPに情報を掲載します。
※新型コロナウイルス等の影響により、中止・変更となる場合があります。

中学校紹介番組の放映　CATVにて中学校紹介番組を放映します。
放送局 Jcom台東11.ch　放送日 8月16日㈰～22日㈯
放送時間午前9時20分～9時40分、午後1時20分～1時40分、5時20分～5時40分、9時
20分～9時40分

お口のマッサージや体操の
ＤＶＤを配布しています

若いときと比べ、食べ物が食べにくい、むせやすい、滑舌が悪いなど感じることはあり
ませんか？体と同様に、お口も鍛えないと衰えてしまいます。介護予防・地域支援課では、
お口の健康に欠かせない、マッサージや体操を紹介したＤＶＤを配布しています。ご希
望の方は、上記または各地域包括支援センターにお問合せください。

問合せ 介護予防・地域支援課 TEL（5246）1295

　口の健康に欠かせない「だ液」を増や
すマッサージを紹介しています。

お口の健康　だ液腺マッサージ

①「お口の健康　だ液腺マッサージ編」 ②「お口の体操　パタカラ体操編」

YouTube台東区公式チャンネルでも映像を公開しています！

NEW

お口の体操　パタカラ体操
　舌や唇など、お口の筋力向上のため
の体操です。

プール熱は、正式には「咽頭（いんとう）結膜熱」と呼ばれています。プールを介し
て流行することが多く、数種類のアデノウイルスによって引き起こされる感染症です。
小児（特に5歳以下）に多くみられます。
●どんな症状がでるの？　39℃前後の発熱やのどの痛み・目の痛みやかゆみ、目や
に等が3～5日程度続きます。目の症状は片側から始まり、その後もう片方にも出現
します。
●どうやって感染するの？　ウイルスが口、鼻の中やのどの粘膜、眼の結膜から体の
中に入り込んで感染します。通常は飛沫(ひまつ)感染や、手指を介した接触により感
染しますが、患者とのタオルの共用やプールを利用した場合に眼の結膜から感染する
こともあります。
●予防するには　
・普段の生活では、手洗い、うがいをし、タオルの共用はやめる。
・プール利用時は、入る前に腰洗槽で消毒し、シャワーで体を洗う。自分のタオルを
使う。
・入った後にはよくうがいや洗眼をし、シャワーを浴びる。
※体調がすぐれない時は、プールに入るのを控えてください。また、プールに入った
後で体調に異常があったら、早めに医師の診察を受けてください。
▷問合せ　台東保健所保健予防課 TEL（3847）9476　
　台東保健所生活衛生課 TEL（3847）9455

プールを楽しく利用するために
～プール熱にご注意ください～

問合せ 学務課学事係（区役所6階②番）
TEL（5246）1412
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