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地域の身近な施設で、転倒予防体操や健康ミニ講座など、健康に過ごすために役立つ
教室を実施しています。　対象区内在住のおおむね65歳以上の方　申込方法 下記問
合せ先かお近くの地域包括支援センターに直接申込むか、はがきに希望会場名（第三
希望まで）・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ※会場が決定後、
郵送でお知らせします。　申込締切日 3月20日㈷（消印有効）　問合せ 〒110－
8615　台東区役所介護予防・地域支援課（区役所2階⑤番） TEL（5246）1295

場所 日時 定員

台東区民会館 4月9日㈮、5月18日㈫、6月11日㈮、7月9
日㈮、9月10日㈮午後1時30分～3時 25人

環境ふれあい館ひまわり 4月15日㈭、5月20日㈭、6月17日㈭、7月
15日㈭、9月16日㈭午後1時30分～3時 13人

生涯学習センター 4月13日㈫、5月25日㈫、6月23日㈬、7月
27日㈫、9月14日㈫午後2時～3時30分 13人

たなかスポーツプラザ 4月19日㈪、5月17日㈪、6月21日㈪、7月
12日㈪、9月13日㈪午後1時30分～3時 25人

谷中区民館 4月16日㈮、5月21日㈮、6月18日㈮、7月
16日㈮、9月17日㈮午後1時30分～3時 18人

老人福祉センター 4月14日㈬、5月12日㈬、6月9日㈬、7月
14日㈬、9月8日㈬午後1時30分～3時 13人

リバーサイドスポーツセ
ンター

4月23日㈮、5月28日㈮、6月22日㈫、7月
30日㈮、9月24日㈮午後1時30分～3時 18人

※定員を超えた場合は抽選
問合せ ふるさと交流ショップ TEL（3874）8827

都市交流課 TEL（5246）1016

「ふるさと交流ショップ 台東」
2～3月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ 台東とは　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、
各地の魅力を発信する新しい形のアンテナショップです。毎週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。　営業時間 午前10時～午後7時（水
曜日定休）　場所台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）※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
2月25日㈭～3月16日
㈫ 姉妹・友好、連携都市フェア

3月18日㈭～23日㈫ 新潟県魚沼市
3月25日㈭～30日㈫ 岩手県釜石市×千束通商店街

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！
区内のグルメ・ショッピング情報とともに、お店で行っている感染予防の取り組みもご覧になれます

区内事業者の皆さん

問合せ観光課
TEL（5246）1151

区民の皆さん
こんな時だからこそ、地元のお店を応援しましょ
う。皆さんからの「いいね」や「応援メッセージ」
が地域の力になります。まだ知らないすてきな
お店と出会えるかもしれません。

Follow me!!

新型コロナウイルスに立ち向かい挑戦する区内事業
者の皆さんを、たいとう愛公式インスタグラムで無
料紹介（リポスト）します。
参加方法
右記二次元コードから公式アカウントをフォロー
し、「＃たいとう愛」と「＃新しい日常取組宣言」
をつけて、感染予防の取り組みを投稿

区役所などの職員が、「医療費や保険料の還付金」「給付金」「新型コロナウイルスワ
クチン接種」などの手続きのために、次のような電話をすることはありません。
●ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作を求める
●取引銀行や口座番号などの個人情報を照会する
●手数料などの振り込みを求める
不審な電話がかかってきたら、迷わず110番または、最寄りの警察署や区役所にご
連絡ください。
問合せ生活安全推進課 TEL（5246）1044

「還付金詐欺」「給付金に関連した詐欺」
  「新型コロナウイルスワクチン接種に関連した詐欺」

にご注意ください

今年度の麻しん・風しん定期予防接種第２期については、公費負担での接種期限が3
月31日㈬までです。接種が済んでいない方は、早めに接種をしましょう。予防接種
予診票が手元にない場合は、下記へお問合せください。
▷対象　平成26年4月2日～27年4月1日生まれの子供
▷接種回数　1回
▷実施場所　23区内協力医療機関
▷問合せ　台東保健所保健予防課 TEL（3847）9471

麻しん・風しん（MR）定期予防接種第2期はお済みですか

難病医療費助成制度（国および都疾病）の対象者で65歳未満の方、小児慢性特定疾
病医療費助成制度の対象者で、手当の対象疾病にり患している方は申請できます。対
象の疾病は区HPで確認できます。
※手当の受給には、所得制限等の支給要件がありますので、詳しくは下記へお問合せ
ください。

▷問合せ　障害福祉課 TEL（5246）1201

難病患者福祉手当をご存じですか

環境MVPは、夏の省エネ活動や緑化に取り組み、その結果が特に優秀な方を表彰す
る事業です。応募総数は、家庭省エネ部門274世帯・1,044人、花とみどりの部
門（みどりのカーテンコンテスト）16件、花とみどりの部門（地先園芸コンテスト）
22件、グリーン企業部門は102事業所でした。各部門のMVP受賞者は下記のとお
りです（敬称略）。
●家庭省エネ部門（個人の部）　渡邉久美子
●家庭省エネ部門（団体の部）　富士幼稚園PTA
●花とみどりの部門（みどりのカーテンコンテスト）　池之端児童館
●花とみどりの部門（地先園芸コンテスト）　鈴木正雄
●グリーン企業部門　叶屋BRASS　GALLERY
▷問合せ　環境課 TEL（5246）1281　

令和2年度環境MVP受賞者が決まりました！

▷対象　区内在住の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
※特別養護老人ホーム入所者は除く
・ひとり暮らし
・世帯全員が65歳以上
・自宅に風呂がない　
▷配付枚数　20枚　
▷配付時期　3月下旬（簡易書留郵便で送付）　
▷利用方法　区内の公衆浴場で１回につき、高齢者ふれあい入浴券１枚と50円を支
払い

▷利用期間　4月1日㈭～4年3月31日㈭　
▷申込方法
・昨年度「高齢者ふれあい入浴券」を受け取った方は申込不要
・初めて申込む方は下記問合せ先へ
▷持ち物　本人確認書類（保険証、運転免許証等）と印鑑　
▷問合せ　高齢福祉課（区役所2階⑥番） TEL（5246）1222

令和3年度高齢者ふれあい入浴券の新規申込みを受付けます

ふれあい介護予防教室参加者募集
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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
「台東区観光ボランティアの会ガ
イドツアー」台東区の著名人の
足跡を辿る散策ツアー

日時 ①3月20日㈷　②21日㈰　③27日㈯　
④28日㈰午前10時～正午
行先コース ①樋口一葉コース（下谷竜泉寺
町での10か月を辿るツアー）　②池波正太
郎コース（生誕地・作品ゆかりの浅草ぶら
りツアー）　③西郷隆盛コース（「敬天愛人」
上野・谷中巡りツアー）　④渋沢栄一コー
ス（上野から谷中へ足跡を巡るツアー）　
定員各20人程度（抽選）　申込方法 往復は
がきに希望コース（重複可）・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 3月10日㈬（必着）
問合せ 〒111－0034　台東区雷門2－18
－9　浅草文化観光センター内　台東区観
光ボランティアの会 TEL （3842）5599
浅草文化観光センター
TEL （3842）5501

アジアの伝統・アジアの現代2021
「奏楽堂トーク＆コンサート」
区内在住か在勤の方を25組50人ご招待

日時 3月27日㈯午後1時開場、1時30分開
演　場所 旧東京音楽学校奏楽堂　対象 区
内在住か在勤の方　定員 25組50人（抽選）　
申込方法 はがきに催し名・住所・氏名・電
話番号、在勤の方は勤務先を書いて右記申

込先へ　 申込締切日 3月10日㈬（消印有効）　
申込み・問合せ 〒151－0061　渋谷区初
台1－19－4－101 三森ビル101　（一社）
日本作曲家協議会 アジアの伝統・アジア
の現代コンサート係 TEL （6276）1177　
問合せ 台東区文化振興課
TEL （5246）1146

「いいね！がもらえる写真撮影
・インスタグラム集客術」
オンラインセミナー

日時 3月4日㈭午後2時～4時　内容インス
タグラム活用講座、写真撮影3つのコツ
申込方法 氏名・電話番号・メールアドレス
を電話またはファックスで下記問合せ先へ
問合せ 観光課 TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ27（予約制）

日時 3月11日㈭午後1時開場、2時開演　
出演上野学園大学音楽学部学生
入場料 500円　予約期間 3月4日㈭～10日
㈬※未就学児入場不可
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

産業研修センターの催し

●ファッション・マーケティング講座
「2021－22年 秋冬ニューヨークファッ
ショントレンドとニューヨーク・ヨーロッ
パのグッズ トレンド速報」　日時 3月30日

㈫午後6時30分～8時　対象区内在住か在
勤（学）の方　定員 30人（先着順）
講師布矢千春氏（ファッションジャーナリ
スト）、鈴木雅子氏（ファッショングッズ
ディレクター）　費用１,000円（別途資料
代300円程度）　 申込方法 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・所在地をはがきかファッ
クスまたはメール（kensyuusenta@jcom.
home.ne.jp）で下記問合せ先へ
申込締切日 3月23日㈫（必着）
●太極拳教室　 日時（全15回）4月10日～
8月21日の土曜日午後3時～5時　対象 区
内在住か在勤の16歳以上の方　定員 30人

（抽選）　費用 4,000円（15回分・初日に
支払い）　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、在勤の方は勤

務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月24日㈬（必着）
●革工芸教室　 日時（全15回）4月15日～
4年2月10日の木曜日午後1時30分～4時
30分　対象区内在住か在勤の方　定員 30
人（抽選）※2グループに分かれ各15人
費用 9,000円（15回分・初日に支払い）
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、在勤の方は勤務先名・
所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月25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
FAX（3871）9525

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集
日時 ①3月20日㈷午前8時～午後4時　②
21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）①15店　②40店
出店料 ①1,500円　②2,000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里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後
4時） TEL 090（3068）3534　②リサ
イクル推進友の会（午前10時～午後4時）
TEL （3412）6857　問合せ 台東区清掃
リサイクル課 TEL （5246）1291

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

ワーク・ライフ・バランスの葛藤
を解きほぐすには～わたしたちの
思考と行動を縛る考え方から自
由になろう～

日時 3月27日㈯午後2時～4時　 定員 20
人（先着順）※託児あり（1歳以上の未就
学児）　講師 上西充子氏（法政大学キャリ
アデザイン学部教授）　 申込方法 電話また
は直接右記問合せ先へ
託児の申込締切日 3月20日㈷

申込受付開始日 2月23日㈷
場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学
習センター４階） TEL （5246）5816

区内で活動する方々のための専
門相談（オンライン）

日程 3月1日㈪（法律）、2日㈫（労務）、
12日㈮（会計・税務）　時間午後2時～4時　
対象 区内で活動している非営利活動団体
等　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5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月24日㈬午後1時30分～4時
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がなく

（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エリアを利用する家族全員
で参加できる　定員 12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 2月
22日㈪～3月17日㈬　 問合せ 台東保健所
生活衛生課 TEL （3847）9437

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

日時 3月18日㈭午後1時30分～4時15分
場所区役所6階601会議室　対象 区内のマ
ンション所有者　定員 6組（先着順）
相談員 弁護士か一級建築士
申込締切日 3月15日㈪
申込み・問合せ 住宅課
TEL （5246）9028

〈3月〉
中旬～4月上旬 　うえの桜まつり（上野公
園）

クラブ名 対象 日時 内容 募集人数
わくわく国語ク
ラブ

小学3～
6年生

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

俳句・書道・落語、声優が指導する
アフレコ・朗読等を楽しく学ぶ。

30人
中学生 10人

のびのび算数・
数学クラブ

小学4～
6年生

いろいろなパズルやゲーム等を通し
て楽しく学ぶ。数学検定への挑戦も
あり。

50人
中学生 30人

どきどき歴史・
文化探検隊

小学5年
～中学生

区内外に残る歴史的文化遺産や史跡
を探検したり、伝統文化に触れたり
しながら、郷土への関心を高める。

45人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Aコース 小学4年

～中学生

第2・4土曜日
午後2時～4時

物理・化学・生物・地学等興味深いテー
マ別に、観察・実験を行う。 24人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Bコース

第1・3土曜日
午後2時～4時

個人・グループでテーマを決めて、
観察・実験を行い、研究発表をする。 15人

なぜなぜクラブ 小学3～
6年生

第2・4水曜日
午後3時45分
～4時45分

身近な科学の疑問について、観察・
実験・おもしろ科学工作等を行う。 20人

自主学習支援事業
●台東区少年少女発明クラブ　クラブ員募集　木工・電気工作を通してものづくりへ
の関心を高め、さまざまな作品を完成させます。　活動期間 4月17日㈯開講式～4年
3月　コース名・活動日時 Aコース第1・3土曜日午後2時～4時、Bコース第2・4土
曜日午後2時～4時、Cコース第1・3日曜日午前10時～正午、Dコース第1・3日曜
日午後2時～4時　対象 区内在住か在学の4月現在で小学3年～中学生　定員 各コー
ス24人（抽選）　費用 3,000円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費　
申込方法 往復はがきの往信裏面に希望のコース名・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・４月現在の学校名・学年・性別・生年月日（4月17日現在）・新規または継続・
保護者氏名（要押印）、返信表面に住所・氏名を書いて、下記問合せ先へ
●知る・作る・学ぶ講座　クラブ員募集　 クラブ名等 下表のとおり　活動期間 5月8
日㈯開講式～4年3月　対象区内在住か在学で表中の「対象（3年4月現在）に該当す
る方　 費用 800円～1,200円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費　
申込方法 往復はがきの往信裏面に希望のクラブ名・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学校名・4月現在の学年・性別・生年月日・年齢（5月7日現在）・保護者氏名（要
押印）、返信表面に住所・氏名を書いて下記問合せ先へ（抽選）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センターほか　 申込締切日 3月26日㈮（必着）　問合せ 〒111－8621　
生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5815

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。

●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。
●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。


