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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
｢新成人を祝う会」
実行委員募集

4年1月10日㈷に開催する「新成人を祝う
会」の企画・司会進行・運営等を行う実行
委員を募集します。成人の日の思い出に、
実行委員になってみませんか。　対象 区
内在住の平成13年4月2日～14年4月1日
生まれの方　 企画内容 記念品の選定、企
画内容検討、式典運営等　会議日程 月1～
2回程度（4月下旬開始予定・夜間の会議）
申込方法 電話か下記二次元コードから申
込み
申込締切日 3月29日㈪
問合せ 子育て・若者支援課
TEL （5246）1341

産業研修センターの催し 　

●工作機械等個別技術講習　靴、バッグ、
ベルトなどを製作するための工作機械等の
技術講習です。　日時毎週日曜日午後1時
30分～4時30分、第2・4水曜日午後6時
～9時　対象区内在住か在勤で一定の経験
がある方　定員各12人（先着順）　講師稲
川實氏（皮革産業資料館副館長）　費用1回
600円　申込方法 電話で右記問合せ先へ
●中国語教室（初級）　 日時（全20回）4
月21日～6月30日の水・金曜日（5月5日

を除く）午後6時30分～8時30分　対象区
内在住か在勤（学）の方　定員 20人（抽選）　
費用 6,000円（20回分）※教材費別途
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（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 3月31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

勤労者サービスセンターの催し
●パソコン講座「Excel2016活用講座」
日時（全5回）5月12日～6月9日までの水

曜日午後6時30分～8時30分　場所 生涯
学習センター　対象区内在住か在勤（学）
の方、勤労者サービスセンター会員とその
家族でExcel2016を実務で使用している
方　定員 12人（抽選）　講師 フォーティ
ネットパソコンスクール　費用 4,000円

（受講料5回分・会員とその家族は別料
金）、1,500円（教材費）　 申込方法 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、在勤（学）の方は勤務先（学
校）名、会員の方は会員番号を書いて、下
記問合せ先へ　 申込締切日 4月7日㈬（必
着）　問合せ 〒111－0056　台東区小島
2－9－18　台東区産業振興事業団勤労者
サービスセンター TEL （5829）4123

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

期間（予定）3月14日㈰～4月9日㈮
場所区役所1階台東アートギャラリー
展示作品 平成23年度台東区長賞受賞作品

「無意味な秘密を分かち合う」中井章人氏、
平成24年度台東区長賞受賞作品「絵空事

の賜物 」染谷浩司氏
問合せ 文化振興課 TEL （5246）1153

「食の多様性対応セミナー」を
開催します（オンライン）

日程 3月19日㈮　時間 ①午後2時　②3時　
内容 ①第1部「ベジタリアン・ヴィーガン
の基礎と対応」　②第2部「世界で活躍する

“浅草出身”米澤シェフと考える『これか
らの台東区』」　講師 ①川野陽子氏（NPO
法人ベジプロジェクトジャパン代表理事）　
②米澤文雄氏（「The Burn」エグゼクティ
ブ・シェフ）　 申込方法 右
記二次元コードから申込み　
問合せ 観光課
TEL （5246）1447

書道博物館から
●企画展「リトライ! 清朝書画コレクショ
ンの諸相－中村不折の収品集から－」
期間 3月10日㈬～6月13日㈰　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

女性の健康週間パネル展
女性の年代ごとに気になる健康問題につい
ての展示とリーフレットの配布を行います。
期間 3月12日㈮まで　場所 区役所・台東
保健所・浅草保健相談センター・生涯学習
センター　問合せ 台東保健所保健サービ
ス課 TEL （3847）9497　浅草保健相談
センター TEL （3844）8172

耳の講演会「認知症の予防に補
聴器は必要でしょうか？―コロ
ナ禍におけるきこえの話―」

（予約制）
日時 3月25日㈭午後2時～3時30分
場所区役所10階会議室　定員 60人（先着
順）　講師 神﨑晶氏（慶應義塾大学医学部
耳鼻咽喉科）　申込方法 住所・氏名・電話

番号、磁気ループ使用の有無を電話かファ
ックスで右記問合せ先へ　問合せ 台東保
健所保健サービス課 TEL （3847）9481
FAX（3847）9467

～花の心プロジェクト～花とみ
どりの園芸講習会「春を彩るハ
ンギングバスケットを作ろう」

壁などに掛けて空中を花で飾る立体的な寄
せ植えを作ります。　日時 4月24日㈯午後
1時　場所 区役所10階会議室　対象 区内
在住か在勤の方　定員 10人（抽選）
講師樺澤智江氏（日本ハンギングバスケッ
ト協会本部講師）　費用 3,000円
申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名
・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

（電子申請可）　 申込締切日 4月5日㈪（必
着）　問合せ 環境課 TEL （5246）1323

フリーマーケット出店者募集
日時①4月11日㈰午前10時～午後3時
②18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）①20店　②40
店　 出店料 ①2,000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タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後5時） TEL 050（3616）3300
②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　問合せ 台東区清掃
リサイクル課 TEL （5246）1291

環境学習室 年間登録制プログ
ラム「ビオトープ調査隊」募集

精華公園ビオトープでの生きもの調査、管
理体験を行います。　活動日時 第1日曜日

（月により週がずれる場合あり）小学1～2
年生は午前10時30分～正午、3～6年生は
午後2時～4時　対象 区内在住（学）の小
学1～6年生　募集人数（先着順）小学1～2
年生は11人、3～6年生は4人

台東区ジュニアオーケストラ
●台東区ジュニアオーケストラ　団員募集要項

団員 初級教室 養成教室

練習日時
毎週土曜日午後4時～6
時30分、 第3日曜日午後
1時～5時 ※夏・冬・春
季休みに強化練習あり

毎週土曜日午後1時30分～3時30分
※夏・冬・春季休み中も練習あり

練習場所 浅草小学校音楽室（花川戸1－14－15）
対象

（3年4月1日
現在）

区内在住か在学の小学4
年～中学生で、演奏技能
のある方

区内在住か在学の小学3～6年生で、多少
楽譜が読め、楽器を弾ける方（団員を目指
して練習をする教室です）

パート 弦・木管・金管・打楽器 弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）、
コントラバス （初級教室のみ）

内容 ・オーケストラ曲の練習
・年数回の演奏会を実施

・弦楽器の合奏練習
・次年度の継続可
・年1～2回演奏会に

参加

・弦楽器の個人レッ
スン（レッスン以
外の時間は初級教
室の練習に参加）

・次年度の継続不可
・年1～2回演奏会に

参加
費用（年間） 団員 12,000円　 初級・養成教室 6,000円

オーディシ
ョン

募集の詳細が決まり次第、区HPや区内小・中学校でお知らせしま
す。個別に募集のお知らせをご希望の方は、下記問合せ先までご
連絡ください。

問合せ
〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5851

（土・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時）

高齢者はつらつトレーニング
トレーニングマシンを使用した運動教室です。簡単な体操やストレッチも行います。

▷対象　区内在住の65歳以上の方で、
要介護認定を受けていない方（心疾患

　・高血圧等の症状のある方は主治医要
相談）

▷費用　300円（保険料・初回のみ）
▷申込方法　はがきに希望する場所（第

3希望まで、千束健康増進センターの

場合は火曜日または金曜日コースも記
入）・住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて下記問合せ先へ

▷申込締切日　3月19日㈮（必着）
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所介護予防・地域支援課
　 TEL （5246）1295

場所 日程 （祝休日を除く） 時間 定員
（抽選）

区
民
館

台東一丁目区民館 4月15日～6月24日の木曜日 午後2時～3時30分 各5人上野区民館 4月14日～6月23日の水曜日 午前10時～11時30分
金杉区民館 4月16日～6月18日の金曜日 午後2時～3時30分 各3人谷中区民館 午前10時～11時30分
浅草橋区民館 4月15日～6月24日の木曜日 午前10時～11時30分 4人
寿区民館 5人
雷門区民館 4月13日～6月22日の火曜日 午後2時～3時30分 3人

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

上野健康増進センター 4月21日～6月30日の水曜日

午前10時～11時30分

3人
千束健康増進センター

（火曜日コース） 4月20日～6月29日の火曜日
各6人千束健康増進センター

（金曜日コース） 4月23日～6月25日の金曜日

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・延期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。
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「ふるさと交流ショップ 台東」
姉妹・友好、連携都市フェアを開催します！

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

●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揃
い、懐かしいふるさとの魅力に出会えます。
●姉妹・友好、連携都市フェアとは　台東区の姉妹・友好、連携都市の特産物を一同
に集めた3週間です。期間 3月16日㈫まで（水曜日定休）　営業時間 午前10時～午後
7時　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。
●出品自治体（9自治体）　姉妹都市 宮城県大崎市　友好都市 長野県
諏訪市・福島県南会津町・福島県会津美里町・大分県豊後大野市・山
形県村山市　連携都市 北海道鹿追町・滋賀県長浜市・茨城県筑西市
※最新のスケジュールは右記二次元コードをご確認ください。

「ふるさと交流ショップ 台東公式アカウント」（Twitter、Instagram、Facebookの
いずれか）をフォロー＆いいね！をしていただいた方には、店頭で「選
べる 姉妹友好連携都市 グッズ 」をプレゼントします。
※フェアおよびキャンペーンは右記二次元コードよりご確認ください。

選べる！姉妹・友好、連携都市グッズ
もらっちゃおうキャンペーン！

申込方法 3月19日㈮までに、電話で仮申込
み後、26日㈮までに保護者直筆の参加申
込書を下記問合せ先へ持参
問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

少年リーダー研修会
新年度研修生募集

グループゲームや野外活動を通じて、青少
年の成長を応援します。　日程 第2土曜日

（8月を除く）ほか　対象区内在住か在学の
4月時点で小学4年生～高校生年代（6年生
以上は要問合せ）　費用小中学生2,600円、
高校生年代3,650円（キャンプやハイキン
グ等別途）※申込方法等詳しくは、区立小
学校、生涯学習センター5階生涯学習課で
配布する募集案内をご覧ください（区HP
からダウンロード可）。　 申込締切日 4月2
日㈮　問合せ 生涯学習課
TEL （5246）5821

たなかスポーツプラザ
「ちびっこスポーツアカデミー
第1期」

日時①（全6回）4月8日・22日、5月13日・
27日、6月10日・24日の木曜日 3・4歳
児コースは午後2時30分～3時20分、5歳
児コースは３時40分～４時30分　②（全
4回 ）4月15日、5月20日、6月3日・17
日の木曜日 3～5歳児コース午後3時30分
～4時30分　場所 たなかスポーツプラザ　
対象区内在住の平成27年4月2日～30年4
月1日生まれの子供　 定員（抽選）①各10
人　②30人　申込方法 下記二次元コード
から申込み
申込締切日 3月19日㈮
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

たなかクラブスポーツまつり
日時 3月21日㈰午前10時～午後2時
場所たなかスポーツプラザ　持ち物 室内履
き※開催種目等詳しくは、右
記二次元コードをご覧くだ
さい。　問合せ スポーツ振
興課 TEL （5246）5853

オンラインスポーツ教室
「簡単にできるストレッチ」

コロナ禍の中、自宅等にいながら参加でき
るオンラインスポーツ教室を開催します。
日時 3月21日㈰午後1時～2時　定員 25人

（抽選）　 申込方法 下記二次元コードから
申込み
申込締切日 3月15日㈪
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室　第1期」
日程（全7回）4月14日～6月2日の水曜日

（5月5日を除く）　時間 3・4歳コースは午
後3時～3時45分、5・6歳コースは午後4
時～4時45分　場所 柳北スポーツプラザ　
対象区内在住の平成27年4月2日～30年4
月1日生まれの子供
定員各20人（抽選）　申込方法 下記二次元
コードから申込み
申込締切日 3月19日㈮
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

企画展「一枚の景色2　絵はが
きでたどる明治・大正・昭和」

明治・大正・昭和の絵はがき101枚を用

いて、魅力あふれる絵はがきの世界を紹介
します。　期間 3月19日㈮～6月13日㈰
場所・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

ことぶき教室（前期）

期間 4～9月　対象区内在住の60歳以上の
方　定員各10人　費用実費（教材費）
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（1人
1教室・抽選）　 必要な物 本人確認できる
物（老人福祉施設使用登録証か健康保険証
等）、84円切手　 申込締切日 4月5日㈪

場所 ・ 問合せ 教室名 開催
曜日

時間
（※）

老人福祉センター
TEL  （3833） 6541

タブレット 月 午後
花とはな 火 午前
カラオケ

（※2） 水 午後
茶道 木 午後
折紙 木 午後
ストレッチ

（※1） 木 午前
シャンソン

（※2） 金 午後
寄席演芸 金 午前
ヨガ （※1） 金 午後

入谷老人福祉館
TEL  （3873） 9036

カラオケ
（※2） 火 午後
タブレット 水 午前
ヨガ （※1） 木 午前
書道 金 午後
コーラス

（※2） 金 午前

橋場老人福祉館
TEL  （3876） 2365

花とはな 火 午後
サルサ
 （※1） 木 午前
スマートフォン 金 午前
民謡 （※2） 金 午後
書道 土 午後

三筋老人福祉館
TEL  （3866） 2417

絵手紙 金 午後
昭和歌謡

（※2） 月 午後
ヨガ （※1） 金 午前
新フラダンス

（※1） 水 午後
スマートフォン 木 午後

（※）午前は午前11時～正午、午後は午後1
時～2時

（※1）息の上がらない程度の体操
（※2）音楽鑑賞、歌唱はしません

スマホでも受講できます！
家庭介護基礎講習（動画配信）

期間 3月31日㈬まで　内容①ケアマネジャ
ーが伝える介護保険の使い方　②作業療法
士が教える家庭介護のテクニック　③感染
管理認定看護師から学ぶ家庭の感染予防
講師 ①鈴木誠一氏　②澤潟昌樹氏　③飯
塚智彦氏　 申込締切日 3月20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

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

「Windows10基本」名刺の作成4月6日

㈫・9日㈮・16日㈮　②「スマホの利用」
家計簿の作成4月12日㈪・19日㈪・22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 4
月20日㈫・30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 3月19日㈮（必着）※募集数に
達しない場合、22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

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

日時 ①3月16日㈫　②4月20日㈫午後1
時～4時（受付は3時まで）　場所①区役所
4階401会議室　②区役所6階603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

下谷青年学級
●下谷青年学級に参加してみませんか　知
的障害のある方が、学習講座やスポーツな
どの活動を通して交流や生活に必要な学習
を行います。　 活動期間 4月～4年3月　
活動日 日曜日（月1回）　場所 柏葉中学校
または生涯学習センター　対象 次のいず
れかに該当する高校生以上で知的障害があ
る方　①区内在住か在勤（学）　②台東区
立中学校特別支援学級の卒業生　費用 年
間1,500円（教材費）、500円（クラブ活
動費・希望者のみ）※活動内容により、別
途（施設入場料・交通費等）実費負担あり
申込締切日 3月31日㈬　 申込み・問合せ 生
涯学習課 TEL （5246）5821

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

日時 講義・演習は4月8日㈭～6月28日㈪
のうち44日間午後6時30分～9時40分（8
時30分までの日もあり）、修了式は6月29
日㈫午後6時30分　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
住か在勤の方優先　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・
健康保険証等の写し）とともに提出
申込締切日 3月26日㈮
問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携
～大地のタカラ×江戸のチカラ　関係人口創出プロジェクト～

台東区と姉妹区の墨田区、そして北海道十勝地域と連携し
「大地のタカラ×江戸のチカラ　関係人口創出プロジェク
ト」として、2～4年度までさまざまな事業を展開していま
す。その1つとして、ふるさと交流ショップ 台東や北海道
十勝地域とつながりのある事業者に協力をいただき、十勝
産の豊かな食材を使った新しいメニューを期間限定で味わ
える「十勝食材フェア」を開催します。
※特別区全国連携プロジェクトとは全国各地域がともに発
展・成長し、共存共栄を図ることを目的に、東京23区と
全国の各地域が連携・交流事業を行う取り組みとして、平
成26年9月に特別区長会事務局が立ち上げたプロジェク
トです。
期間 3月13日㈯～21日㈰
問合せ 都市交流課 TEL （5246）1016
※詳しくは、右記二次元コードをご覧くだ
さい。

●実施店舗
店舗名 住所・電話

スイーツスタジオ
ベルノート 浅草3−38−5　 TEL （5603）0037

bookcobar 浅草6−40−13　 TEL （6877）3045
デンキヤホール 浅草4−20−3　 TEL （3875）2987
花やしきBBQガーデン 浅草2−28−1　 TEL （3842）4646
浅草じゅうろく 浅草4−37−8　 TEL  （6240）6328
noura（ノウラ） 浅草4−10−6　 TEL （6458）1255
浅草 花川戸 鮒忠 花川戸1−6−4　 TEL （3844）4127

※期間中の定休日および開店時間は、店舗によって異なりますので
各店舗へお問合せください。

「十勝食材フェア」を開催します！

フェア・キャンペ
ーン詳細

スケジュール


