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（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
令和3年 ｢新成人を祝う会｣
（成人式）

日時 3年1月11日㈷午前の部午前10時30
分（10時開場）、午後の部午後2時（1時
30分開場）　対象 平成12年4月2日～13
年4月1日までに生まれた方※区内在住の
方には12月初旬に案内はがきを送付。は
がきが届かない、または以前台東区に在住
していた方は、区ＨＰからの申請が必要。
※入場は新成人に限る（保護者の入場不
可、特別な配慮を必要とする方は下記問合
せ先へ）。※詳しくは、案内はがきか区HP
でご確認ください。　問合せ 子育て・若
者支援課 TEL （5246）1341

ともに楽しむ音楽会

障害の有無にかかわらず楽しめるコンサー
トです。会場には音響体感システムや手話
通訳者などを配置した鑑賞サポート席を設
けます。　日時 3年1月30日㈯午後2時
場所生涯学習センターミレニアムホール
定員 150人（抽選）
申込方法 電子申請（下記二次元コード）
から申込むか電話で下
記問合せ先へ
申込締切日 12月25日㈮
問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

くずし字解読講座「変体仮名で
触れる古典文学」（初級者向け）  

日時（全4回）3年2月13日・20日・27日、
3月6日の土曜日午後1時30分（2時間程
度）　定員 12人（抽選）　講師 山口恭子氏

（法政大学兼任講師）　費用 4,000円（4回
分・資料代含む）※当選後、事前に支払
い・初回のみ別途入館料が必要
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・年齢・電話番号を書いて下

記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき
でないものは無効　 申込締切日 3年1月23
日㈯（必着）　入館料 一般300円、小中高
生100円　場所・問合せ 〒110－0012
台東区竜泉3－18－4　一葉記念館
TEL （3873）0004

書道博物館から

●特別展　清朝書画コレクションの諸相　
18回目を迎える東京国立博物館との連携
企画では、中村不折をはじめ、近代日本に
おけるコレクターの収集品を通して、清朝
書画コレクションの形成や流転を紹介しま
す。　期間 3年1月5日㈫～2月28日㈰
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　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「時代を創った人物8 

思慕の人々～郷里大分～」　期間 12月13
日㈰まで
●特別展「Enjoy sports 朝倉文夫の1964
年」　期間 12月19日㈯～3年3月7日㈰　　

◆　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）※入館時は靴を脱ぎ、
靴下を着用　入館料 一般500円、小中高
生250円　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

旧東京音楽学校奏楽堂ニューイ
ヤーコンサート2021

日程 3年１月16日㈯　時間 午後1時30分
開場、2時30分開演　出演玉井菜採（ヴァ
イオリン）、河野文昭（チェロ）、野田清隆

（ピアノ）　曲目 ピアノ三重奏曲変ホ長調
「創作主題による14の変奏」、ピアノ三重
奏曲変ロ長調「街の歌」（ベートーヴェン）
ほか　 入場料（全席指定）2,000円※未就
学児入場不可　 チケット販売 チケットぴあ

（ TEL 0570－02－9999）、下記問合せ
先（窓口販売のみ）　発売日 12月15日㈫
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

奏楽堂130周年記念演奏会
～和の音が生まれる時～

日時 12月24日㈭午後2時開演　出演 萩岡
松韻、米川敏子（箏）、山本邦山、青木鈴
慕（尺八）、北爪道夫（解説）ほか
曲目螺旋（北爪道夫）、六斉念仏意想曲（今
藤政太郎）、五人の尺八奏者のための陰陽
句（初代山本邦山）ほか
入場料（全席指定）3,000円※未就学児入
場不可　 チケット販売 チケットぴあ（ TEL
0570－02－9999・Pコード189－771）、
下記問合せ先（窓口販売のみ）
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室から

環境学習室で人気のプログラムの「まわる
んピック2020」が再開しました。詳しく
は、下記へお問合せください。
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境
学習室 TEL （3866）2011

フリーマーケット出店者募集

日程 ①3年1月2日㈯　②10日㈰　時間 ①
午前9時～午後4時　②午前10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）①40店　②20店
出店料 ①2,000円※区民は会HPから予約
で1,500円　②2,000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） TEL （3412）6857　②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

たいとうやまびこ塾

●ミュージックベル　 日程（全3回）3年1
月10日～24日の日曜日　時間午前10時～
11時30分　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 8人（抽選）　講師森岡昌子氏
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 12月25日㈮（必
着）　問合せ 〒111－8621　生涯学習セ
ンター生涯学習課 TEL （5246）5821

工作教室「木製ブックラック」

日時 3年1月31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）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名
・住所・氏

ふりがな
名・電話番号・学校（園）名・

学年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 12月25日㈮（必着）
問合せ 〒111－8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

清島温水プール休場について
老朽化したプールのろ過機をメンテナンス
するため、下記の期間休場します。ご理解
とご協力をお願いします。
期間（予定） 12月20日㈰午前11時～3年
1月22日㈮　問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

都立浅草高校温水プールの区民
開放

期間（予定）3年3月21日㈰までの月・水
・土・日曜日※年末年始、学校行事で使用
する場合は開放中止　時間午前11時30分
～午後9時　対象区内在住か在勤（学）の
方　 利用料金（1時間）15歳以上は250
円、小学生～14歳は100円※65歳以上の
事前登録者は120円、障害者は無料
場所・問合せ 都立浅草高校（今戸1－8－
13） TEL （3874）3019　 問合せ 台東
区スポーツ振興課 TEL （5246）5853

みんなのボッチャひろば

日程 ①12月9日・16日・３年1月13日・
20日の水曜日　②12月11日・18日の金
曜日　 時間 午後7時30分～8時30分（7
時15分受付）　場所①田原小学校3階体育
室　②大正小学校地下体育館※エレベー
ター利用可、車椅子での入場可　対象 区
内在住か在勤（学）の方※小学生以下は、
保護者同伴・送迎が必要　持ち物 運動で
きる服装、室内用運動靴、飲み物、タオル　
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

シニアボッチャ体験会

日時 3年2月6日㈯午前9時30分～11時
30分　場所 台東リバーサイドスポーツセ
ンター体育館　対象 区内在住か在勤の60
歳以上の方※障害の有無を問いません。介
助が必要な方は介助者同伴の上、ご参加く
ださい。　持ち物 運動できる服装、室内
用運動靴　 申込締切日 1月29日㈮
申込み・問合せ スポーツ振興課（生涯学習
センター5階、土・日曜日・祝日を除く午
前9時～午後5時） TEL （5246）5853

企画展
「台東区の大名屋敷と大名庭園」

期間 12月18日㈮～3年3月14日㈰
●専門員によるギャラリー・トーク
日時 12月20日㈰午後4時15分～5時
定員 5人（先着順）　 申込方法 電話か直接
右記問合せ先で申込み　場所・問合せ 中央
図書館 TEL （5246）5911

老人福祉センターの催し

●歌って脳トレ健康体操教室
日時（全10回）3年1月～3月の月曜日午前
11時～正午　場所老人福祉センター
対象区内在住のおおむね65歳以上の方
定員 15人（抽選）　 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　 必要な物 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　 申込締切日 12月28日㈪
TEL （3833）6541
●ほのぼの寄席　日時 3年1月29日㈮午後
1時30分～3時　場所生涯学習センターミ
レニアムホール　出演 神田すみれ、三遊
亭朝橘、丸一菊仙、神田こなぎ　対象 区
内在住の60歳以上の方　定員 150人
申込方法 往復はがきに催し名・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 1月15日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ 〒110－0015　台東区東上野2－
25－14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

人権講座「多文化共生社会を考
える」（動画配信中）

講師枦木典子氏（NPO多文化共生センター
東京代表理事）　 視聴方法 YouTube台東
区公式チャンネルで「多文化共生社会を考
える」を検索（下記二次元コードよりPart
①閲覧可）※11月1日から配信している

「性の多様性と人権」の
講座も合わせてご覧くだ
さい。　 問合せ 人権・
男女共同参画課
TEL （5246）1116

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」3年1月7日㈭・14日㈭
・18日㈪　②「初めてのエクセル」1月
12日㈫・19日㈫・22日㈮　時間 午前10
時～正午　定員 各6人　費用 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 1
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60歳以上の方
申込締切日 12月18日㈮※募集数に達しな
い場合、21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

講演会「発達障害を学ぶ」
（動画配信）
日程 3年1月21日㈭～2月1日㈪　対象 発
達に心配のある子供の保護者・家族・関係
者、発達障害に関心のある方　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 区HP（右記二
次元コード）から申込み　

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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申込締切日 1月20日㈬　問合せ 松が谷福
祉会館 TEL（3842）2673

区内で活動する方々のための専
門相談

日程12月9日㈬（労務）、18日㈮（会計・
税務）、21日㈪（法律）　時間午後2時～4
時　対象区内で活動している団体
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

第4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3年1月16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、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、咬傷事故をおこした
ことがない　④家族でエリアを利用する場
合は、利用する家族全員で参加できる
定員10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　申込期間 12月7日㈪～3年1
月7日㈭　申込み・問合せ 台東保健所生活
衛生課愛護動物管理担当
TEL（3847）9437

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談窓口」
日程①12月15日㈫　②3年1月19日㈫
時間午後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

生涯学習センターパソコン講座
第3期募集

コース 日時（回数）
①初心者「イチか
らパソコンを学び
ます」

3年1月20日 ～2月24
日の水曜日午前10時～
正午（全6回）

②ワード「チラシ
を作ってみよう」

1月20日～2月17日の
水曜日午後2時～4時

（全5回）

③エクセル「家計
簿を作ってみよう」

1月24日～2月21日の
日曜日午前10時～正午

（全5回）

④パワーポイント
「初めての資料作り」

1月24日～2月21日の
日曜日午後2時～4時

（全5回）

場所生涯学習センター　対象区内在住か

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

ベビーマッサージ 3年1月14日㈭
午前10時45分～11時30分

区内在住の5か月ま
での子供

5組
（先着順）

12月28日
㈪

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL（5824）2535

箏コンサート 1月9日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

25組
（先着順）

12月21日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL（3834）4577

のびのびタイム
「お正月遊び」

1月12日㈫①午前10時15分
～10時45分　 ②11時～11
時30分　③午後1時45分～
2時15分　④2時30分～3時

区内在住の3歳まで
の子供①1～3歳　②
11か月まで　③11か
月まで　④1～3歳　

各7組
（先着順）

12月28日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
TEL（3841）4631

Happy 100 days
～こんにちはあかちゃん～

1月15日㈮
午前11時～11時30分

区内在住の2～4か月
の子供

5組
（先着順）

12月21日
㈪

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」 TEL（3824）5532

子ども家庭支援センターの催し

在勤の15歳以上で、②～④はパソコンの
基本操作ができる方（学生を除く）
定員各12人（抽選）　費用１,000円（教
材費）　申込方法 講座名（①～④）・住所・
氏
ふりがな

名・年代・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
返信する受講票を持参　申込締切日 1月8
日㈮（必着）　申込み・問合せ 〒111－00
32　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

生涯学習センタースマートフォン
講座
日時（全3回）3年1月19日～2月2日の火
曜日午前9時30分～11時30分　場所生
涯学習センター　対象区内在住か在勤の
15歳以上でスマートフォンを利用したこ
とがない方または初心者（学生を除く）
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・年代・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 1月
8日㈮（必着）　問合せ 〒111－8621　
生涯学習課 TEL（5246）5821

保育園対象家庭教育学級「子供
の幸せな自立をサポートするた
めに」（オンライン開催）
日時3年1月11日㈷午前10時～正午※受
講者にはURLとパスワードを送ります（通
信料は各自負担）　対象区内の保育園に通

う子供の保護者、区内在住の保育園児の保
護者　定員50人（抽選）　講師菅原裕子氏

（NPO法人ハートフルコミュニケーショ
ン代表理事）　申込方法 区HP（下記二次
元コード）から申込み　
申込締切日 1月3日㈰
問合せ 台東区生涯学習
課
TEL（5246）5821

社会教育関係団体の登録更新に
ついて

「社会教育関係団体登録証」の有効期限は　
3年3月31日㈬です。登録団体には12月
中に更新の案内を郵送しますので、内容を
確認し、更新手続きを行ってください。
12月中に案内が届かない団体や、新たに
登録を希望する団体は、下記へお問合せく
ださい。　問合せ 生涯学習課　
TEL（5246）5821

CAD応用講座

日時（全2回）3年1月26日㈫・27日㈬午
後6時15分～8時45分　対象区内在住か
在勤（学）でステップアップ講座を受講済
または、同程度の操作ができる方　定員4
人（抽選）　講師渡辺豊氏　費用3,000円
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 1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

対象おおむね６か月以上寝たきり状態の方の
おむつ代
所得税・住民税の申告時に必要な書類 ①医療

費控除の明細書　②医師が発行した「おむつ
使用証明書」(継続して2年目以降控除を受け
る方は、介護保険課が発行する「確認書」〈要
介護認定時の主治医意見書の内容を区が確認
したもの〉でも可）※確認書の交付は下記へ
お申込みください。条件に該当しない場合、

「確認書」を発行できない場合があります。
問合せ「確認書」の交付は
介護保険課介護認定担当（区役所２階④番）
TEL（5246）1245
おむつ使用証明書の用紙交付は
高齢福祉課給付担当（区役所２階⑥番）
TEL（5246）1222
住民税に関する問合せは
税務課課税係（区役所３階⑪～⑬番）
TEL（5246）1102～05

おむつ代も医療費控除の
対象となります

福　祉
  （高齢・障害等）

区で実施している総合健康診査やがん検診などを受けていな
い方は、期限までに受診をお願いします。※対象の方には受
診票を送付しています。
受診期限 ①総合健康診査3年1月31日㈰　②がん検診3月
31日㈬　申込方法 案内に記載の医療機関一覧から選択し電
話で申込み※受診票の再発行は、下記問合せ先へご連絡くだ
さい。　問合せ 台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9481

健診（検診）を受けていない方は
受診期限にご注意ください

日時3年1月13日㈬午後2時～3時10分　対象区内在住か在
勤の40歳以上の方　定員11人（抽選）　出演バイバイ、た
ぬきごはん　申込方法 往復はがきに「１月の笑って元気教
室希望」・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 12月25日㈮（必着）
場所・問合せ 〒111－0031　台東区千束3－28－13　千
束健康増進センター TEL（5603）0085

笑って元気教室「漫才と体操」

日時3年1月18日㈪午後2時～4時（1人20分程度）　場所
台東保健所４階　対象区内在住か在勤の女性で、更年期や
月経障害・不妊などでお悩みの方　申込み・問合せ 台東保
健所保健サービス課 TEL（3847）9497

女性医師による女性のための
健康相談「婦人科」(予約制)

日時12月25日㈮午後1時30分～4時（1人30分）　場所台
東保健所3階大会議室　対象区内在住の方　定員6人（先着
順）　講師アレルギー専門医　申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課 TEL（3847）9492

専門医によるぜん息や
アトピー等のアレルギー相談

妊産婦や乳幼児を介助する方がいない家庭に対し、ヘルパー
を派遣し支援する「あったかハンド」で利用できる事業者が
増えました。詳しくは区ＨＰをご覧ください。
問合せ 浅草保健相談センター TEL（3844）8171

産前産後支援ヘルパー「あったかハンド」
の派遣事業者を追加しました

健　康


