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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
ひとり親家庭
「秋の日帰りバスハイク」
～むさしの村～

日時11月14日㈯午前7時45分区役所集
合※雨天決行、荒天時行先変更の場合あり
行先むさしの村（埼玉県加須市）
対象区内在住のひとり親家庭の子供（4～
15歳）と保護者（親子で参加できる方）
定員18組（抽選）※過去の参加回数の少
ない方を優先　費用無料※台東区母子寡
婦福祉協議会（年会費500円）への入会
をお願いしています。　申込方法催し名・
参加者全員の住所・氏

ふりがな
名・生年月日・年齢

・学年・学校名・電話番号（自宅と携帯）・
今までのバスハイク参加回数をはがきか直
接下記問合せ先へ　申込締切日 10月2日
㈮（必着）
問合せ 〒110－8615　台東区役所子育
て・若者支援課（区役所6階⑥番）
TEL（5246）1237

江戸ルネサンス事業
パネル展

「江戸ルネサンス事業」として平成30年度、
令和元年度に実施した「講演会シリーズ

『江戸から学ぶ』」「北斎と川柳」のイベン
トで使われたパネルを展示します。会場で
は、講演会シリーズ「江戸から学ぶ」の内
容をまとめた「講演会シリーズ『江戸から
学ぶ』講演記録集 壱」も配布します。　
日程9月1日㈫～13日㈰　場所浅草文化観
光センター7階展示スペース　問合せ文化
振興課 TEL（5246）1153

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　日時①9
月20日㈰午前9時～午後4時　②21日㈷
午前8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①40店　②20店
出店料①2,000円※区民は会HPから予約

で1,500円　②1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時）※会HPか当日会場で申込み
TEL（3412）6857　②里彩くるカエル
倶楽部（午前8時～午後4時）
TEL 090（3068）3534
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「毛糸編みで
ボランティア体験」　日時9月26日㈯午後
2時～4時　場所谷中区民館第3集会室
定員10人（先着順）　 申込み・問合せ 環
境ふれあい館ひまわり
TEL（3866）8050
●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。
ゆずります　おしりふきウォーマー、大正
琴、バランスボール（55センチメート
ル）、水槽台（2段）、ベッド、キッチンフ
ライヤー、ハンドミキサー、犬猫用キャ
リーケース、ギター（アコースティック）、
パイプベット
ゆずってください　ミシン、子供用室内鉄
棒、将棋駒・駒台
※上記の情報は8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 TEL（3866）8361

第43回台東区美術展

区民の皆さんが制作した、絵画等の作品を
展示します。　期間9月11日㈮～16日㈬
午前10時～午後5時（最終日は3時まで）　
場所隅田公園リバーサイドギャラリー
問合せ生涯学習課 TEL（5246）5815

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・計算を
行います。　 日時（全20回）10月14日～
3年3月3日の水曜日午前中の40分程度
場所三筋老人福祉館　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（合計7,500円）
申込方法老人福祉センター・各老人福祉
館で配布する申込用紙に記入し提出
申込締切日 9月11日㈮　問合せ 老人福祉
センター TEL（3833）6541

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　時給1,100円※雇用期間終了後、
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

高齢者施設ボランティア育成講
座（入門講座）

高齢者介護に関する基礎知識の講座、施設

の食事体験を行います。
日時9月18日㈮午前10時～午後1時30分　
場所三ノ輪福祉センター　対象ボラン
ティアや介護の仕事に関心のある方
定員6人（先着順）※動きやすい服装で参加　
申込締切日 9月17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

就業支援セミナー
「新しい働き方のスタイルとコミ
ュニケーション」

日頃、人と接する上でも、仕事をする上で
も大切なポイントとなる「人との心地よい
関わり方」を学びます。　日時9月26日
㈯午後1時30分～4時30分　場所区役所
10階会議室※雇用保険受給中の方は、受
給資格者証を持参　定員50人（先着順）

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。

対象区内在住か在勤（学）で下表の「対象」に該当する方
申込方法往復はがき（1講座1枚）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話
番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番号を書いて、各会場へ（抽選）
申込締切日 9月17日㈭（必着）　問合せ各会場へ

子供から高齢者まで学べる 生涯学習ラーニングスクエア（第2期）
●小島社会教育館　〒111－0056　台東区小島1－5－2　 TEL（3861）5063

講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費
情報を正しく読み解く！は
じめての統計学
～日常のお買い物から人工
知能まで～

月 5 10月12日～11月9日
午後6時30分～8時30分

16歳
以上 15人 500円

●根岸社会教育館　〒110－0003　台東区根岸5－18－13　 TEL（3876）2103
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

基礎からの水彩画
～デッサンから着彩まで～ 金 8 9月25日～11月13日

午後2時～4時 16歳
以上

14人 1,500
円

千利休と茶道の歴史 木 8 10月15日～12月3日
午後2時～4時 12人 500円

●今戸社会教育館　〒111－0024　台東区今戸2－26－12　 TEL（3873）4140
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

やさしいてまり作り 木 6 11月5日～12月10日
午前10時～正午

16歳
以上 10人 2,500

円
シニアライフセミナーくらし
基礎から学ぶスマートフォン
講座

金 10 9月25日～11月27日
午前10時～正午

55歳
以上 12人 無料

●社会教育センター　〒110－0015　台東区東上野6－16－8　 TEL（3842）5352
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

デジタルカメラ入門
～自分だけのポストカードを
作ろう！～

水 9
9月30日～11月25日
午後6時30分～8時30分
※11月4日は浅草周辺で撮影会 16歳

以上

15人 3,500
円

はじめての日本画 日 8 9月27日～11月15日
午前10時～正午 20人 1,000

円

●千束社会教育館　〒111－0032　台東区浅草4－24－13　 TEL（3874）5450
講座名 曜日 回数 日時 対象 定員 教材費

あまり糸で編むニット小物
～かわいい使える小物たち～ 月 8 9月28日～11月16日

午後2時～4時
16歳
以上

12人 500円

歌舞伎を知る 火 6
10月20日・27日、11月10日・
24日、12月1日・15日
午後6時30分～8時30分

22人 300円

普段の生活の中で簡単にできる運動の
ＤＶＤを配布しています

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不要不急の外出を控える生活が続き、運動
不足を感じていませんか。
介護予防・地域支援課では、普段の生活の中で簡単にできる運動を収録した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

　調理中の空いた時間
を使ってふくらはぎを
鍛えます。つまずきに
くくなったり、バラン
ス能力が鍛えられます。

調理をしながらの
運動

YouTube台東区公式チャンネルでも映像を公開しています！

「生活動作で『ながら』介護予防」

NEW

　階段などの段差を使ってお尻の筋肉を
鍛えます。

段差昇降

　窓ふきをし
ながら、肩甲
骨の可動域を
広げる運動で
す。窓も綺麗
になって一石
二鳥です。

大きく窓ふき

　太ももの筋肉を中心に鍛えます。１日
に何度も行くトイレは絶好の運動の機会
です。

トイレ終わりスクワット
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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。

内容新型コロナウイルス関連で生じるスト
レスや不安の解消、新しい生活様式や働き
方に対応したコミニュケーションのあり方
についての講義・実習など　講師林恭弘氏

（ビジネス心理カウンセラー）
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

無料建築相談
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月1回、実
務経験豊かな建築士が応じます。　日時9
月3日㈭・10月1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

耐震相談会
建築士による住宅の耐震化や建物全般に関
する相談会を行います。　日時9月1日㈫
午前10時～午後4時　場所区役所1階展示
コーナー　問合せ建築課
TEL（5246）1335

文化財講座
「寛永寺に葬られた大奥女性の
暮らしと信仰」

徳川将軍家御裏方霊廟の調査成果をもと
に、江戸時代の大奥の実態を学びます。　
日時10月3日㈯午後2時～4時　場所台東
一丁目区民館　定員30人（応募多数の場
合は区内在住の方優先の上、抽選）
講師今野春樹氏（東京藝術大学大学院文化
財保存学非常勤講師）　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）・参加者全員の氏

ふりがな
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 9月18日㈮（必着）
問合せ〒111－8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL（5246）5828

スマートフォン講座
（初心者向け）
スマートフォンを利用したことがない方
や、初心者の方向けの基礎知識や基本操作
が学べる講座です。　日時（全3回）10月
17日～31日の土曜日午後7時～9時
場所生涯学習センター　対象区内在住か
在勤の15歳以上（学生を除く）の方
講師NPO法人竹箒の会　定員12人（抽
選）　申込方法往復はがきに講座名・住所
・氏

ふりがな
名・年齢・電話番号、在勤の方は勤務

先名・所在地・電話番号を書いて下記問合
せ先へ　申込締切日 10月2日㈮（必着）
問合せ〒111－8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL（5246）5821

生涯学習センターパソコン講座
第2期

コース 日時（回数）
①初心者「イチか
らパソコンを学び
ます」

10月9日～11月13日の
金曜日午後2時～4時

（全6回）

②ワード「チラシ
を作ってみよう」

10月7日 ～11月4日 の
水曜日午前10時～正午

（全5回）

③エクセル「家計
簿を作ってみよう」

10月7日 ～11月4日 の
水曜日午後2時～4時

（全5回）

④パワーポイント
「初めての資料作り」

10月9日 ～11月6日 の
金曜日午後7時～9時

（全5回）

場所生涯学習センター　対象区内在住か
在勤の15歳以上（学生を除く）で①はパ
ソコンを使用した経験のない方、②③④は
初心者コースを受講済み、またはパソコン
の文字入力やマウス操作ができる方
定員各12人（抽選）　費用1,000円（教
材費）　申込方法講座名・コース（①～④）
・住所・氏

ふりがな
名・年齢・電話番号、在勤の方

は勤務先名・所在地・電話番号をはがきか
ファックスまたはメールで下記申込先へ
※受講時は返信される受講票を必ず持参
申込締切日 9月28日㈪（必着）
申込み・問合せ 〒111－0032
台東区浅草2－2－1森田ビル2階　㈲フォ
ーティ TEL・ FAX（3842）6453
Eメール taito@fortynet.co.jp
問合せ台東区生涯学習課
TEL（5246）5821

第5回CAD入門講座
「Root Pro CAD」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）10月6日㈫・
7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 9月16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

<9月>
23日　巳成金大祭（不忍池弁天堂）
25日　人形供養（清水観音堂）

新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、あそびひろばの利用は予約制とし、時
間を区切り、各時間の入れ替え制とします。当面の間、利用は区民の方に限らせてい
ただきます。小学生以上の方を伴う利用はご遠慮ください。
※当面の間、下記の定員で実施します。
日程月～土曜日　時間午前10時～正午、午後1時30分～3時30分　定員各5組（谷
中分室は3組）※各家庭、大人1名
※各家庭、月～土曜日の間で、週２回まで（キャンセルの場合1回利用となります）
予約方法利用希望日の前日（月曜日を希望する際は土曜日）の午前9時30分～午後5
時まで予約を受付けます。当日の予約も空き状況によって受付けます。利用を希望す
る子ども家庭支援センターに電話で予約をしてください。
申込み・問合せ
・日本堤子ども家庭支援センター TEL（5824）2535
・台東子ども家庭支援センター TEL（3834）4577
・寿子ども家庭支援センター TEL（3841）4631
・日本堤子ども家庭支援センター谷中分室 TEL（3824）5532

子ども家庭支援センター
あそびひろばの利用について

種類 主な配信情報
たいとう安全・安心電子飛脚便 区内の犯罪発生情報、警察からのニュース
たいとう子育てメールマガジン 育児相談、予防接種、子ども家庭支援センターの行事
たいとう食の安全通信 食中毒発生状況、食中毒予防、食品衛生最新情報、講習会等の案内
たいとう催し物情報 区内で開催されるイベントやお祭り、区主催の事業などの催し物
たいとう区議会メールマガジン 会議日程、質問予定議員と通告内容、議決結果
はばたき21メールマガジン 男女平等に関する講座募集の案内、男女平等推進フォーラムの案内、相談事業の案内
消費生活情報メールマガジン 悪質商法など相談の多い消費者トラブルの注意情報、消費生活関連の講座やイベントの案内
たいとう環境メールマガジン 区が主催する環境関連イベント、環境関連事業の案内、エコライフ情報
たいとうヘルスケアニュース 各種健診・検診の案内、健康に関する相談、健康に役立つ情報

高齢者見守りメールマガジン 高齢者等が行方不明になった際の捜索協力依頼情報、高齢者の見守りや認知症に関するイベントの
案内

たいとうライブラリーニュース 区立図書館のイベント、特集、休館日のお知らせ
たいとうマンション通信 マンションに関するセミナー、相談会、各種支援制度などの案内

パソコンやスマートフォン・携帯電話などのメールアドレスを登録することで、区の情報をメールで受け取ること
ができます。　登録方法パソコンかスマートフォン・携帯電話（右記二次元コード）から、メールアドレスを登
録（区HPからも登録可）※登録は無料、通信費は利用者の負担　問合せ広報課 TEL（5246）1021

「たいとうメールマガジン」を配信しています

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

出店再開！「ふるさと交流ショップ 台東」
8月・9月出店自治体をご紹介します！

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、各自治体の出店を休止していましたが、
8月27日㈭より再開します。新鮮で珍しい
特産品がそろい、懐かしいふるさとの魅力に
出会えます。
▷時間　午前10時～午後7時（水曜日定休）
▷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状況により、出店

の中止または営業時間が変更になる場合
があります。

※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

8月27日㈭～
9月1日㈫ 秋田県秋田市

9月3日㈭～
8日㈫ 休業

9月10日㈭～
15日㈫ 山梨県甲斐市

9月17日㈭～
22日㈷ 青森県青森市

●配信内容
　区の取り組みやイベント等の区政情報や危機管理などの
情報を発信します。
●配信方法　・原則、平日日中に不定期に発信します。
　　　　　　・個別のコメント等に対する回答はしません。

●利用について
・LINEについて
　無料通話やチャット（トーク）を
行うことができる、スマートフォン
やパソコン等向けの、コミュニケー
ションアプリです。ご利用にはス
マートフォン等にLINEアプリをダウ
ンロードする必要があります。
・登録について
　台東区公式LINEの
メッセージを受信す
るためには登録が必
要です。
　右記の登録用コー
ドを読み取れば登録
できます。

登録用コード

台東区公式LINEで情報を発信しています！

画面イメージ

メッセージ

リッチ
メニュー
※各公式ペ
　ージにア
クセスで
きます。

問合せ 広報課
TEL（5246）1021
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