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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
「台東区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業」を募集します

働きやすい職場づくりや、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた取組を行う企業を
認定し、その取組を応援します。申請企業
には、希望によりコンサルタントを無料で
派遣します（最大5回まで）。　
対象①区内に本社または主たる事業所が
あり、常時雇用する従業員が300人以下
の企業や一般社団法人および一般財団法人
等　②労働関係法令を遵守している　③労
働基準法第36条の規定に該当する場合は、
書面による協定をし、これを行政官庁に届
出をしている　④就業規則等の内容が、育
児・介護休業法の法定基準を満たしている　
認定期間 2年間
認定によるメリット①広報「たいとう」等
で、認定企業をPR　②ワーク・ライフ・
バランス資金（中小企業融資のあっせん）
の利用が可能　③認定マークの使用が可能　
④ワーク・ライフ・バランスに関する講座
等のお知らせ　申込方法申請書（電話で
下記問合せ先へ請求、区HPからダウンロー
ド可）、就業規則の写し等を下記問合せ先
へ郵送か持参　 申請受付期間 6月22日㈫
～8月31日㈫　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

滋賀県長浜市　湖北・長浜観音
文化パネル展・講演会
●パネル展　日程6月23日㈬～7月13日
㈫午前9時～午後6時　場所浅草文化観光
センター7階
●講演会　日時7月3日㈯午後2時～4時
場所浅草文化観光センター6階
内容・講師「湖北長浜の観音文化の成立と

展開」・太田浩司氏（長浜市市民協働部 学
芸専門監）、「ホトケとともにある暮らし～
湖北長浜の観音文化の背景～」・佐々木悦
也氏（長浜市 高月観音の里歴史民俗資料館
学芸員）　 受付開始日時 6月12日㈯午前9
時　 申込み・問合せ 長浜市長浜城歴史博
物館 TEL 0749（63）4611
問合せ台東区都市交流課
TEL （5246）1028

お母さんのためのグループ
「しゃべって スッキリ！あおい空」
日時6月16日㈬午後2時～3時30分
対象区内在住の方　定員5人（先着順）
※託児あり（希望の方は下記申込先へ）
講師天野智子氏（心理専門員）
申込締切日当日正午
場所・申込み・問合せ 日本堤子ども家庭支
援センター TEL（5824）2571

七夕飾りと手作りうちわワーク
ショップ

日時7月3日㈯午後1時、3時　定員各20
人（先着順）
場所・申込み・問合せ 浅草文化観光セン
ター TEL（3842）5566

第4回 台東区長賞 記念演奏会

日時8月20日㈮午後6時　場所旧東京音楽
学校奏楽堂　定員100人（抽選）　出演野
村洸太朗（指揮）、長田和樹（ファゴット）　
申込方法下記二次元コードから申込むか
往復はがきに住所・氏

ふりがな
名・同伴者の有無

（1人まで・同伴者氏名）・電話番号、車い
す等の特記事項を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 7月20日㈫（必着）※結果は
当落いずれの場合も開催日の2週間前まで
に連絡します。
問合せ〒110－8615
台東区役所文化振興課
TEL（5246）1153

書道博物館から

●企画展　中村不折コレクション　「書で
みる日本の歴史と文化」　期間6月22日㈫
～12月12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
休館日月曜日（祝休日の場合は翌日）
●展示会のため臨時休館します　期間9月
13日㈪～16日㈭

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所・問合せ書道博物館
TEL（3872）2645

歌で辿る TOKYO 1964 to 2020

前回の東京オリンピック開催時に流行した
曲など、オリンピックに関連する曲を演奏
します。美しい歌声とピアノ・電子オルガ
ンのハーモニーをお楽しみください。
日時7月16日㈮午後1時15分開場、2時
15分開演　場所生涯学習センターミレニ
アムホール　出演 Jソロイスツ（女声アン
サンブル）、岩井孝信（電子オルガン）、古
川かりん（ピアノ）、武田竹美（演出）
曲目オリンピックマーチ、東京五輪音頭、
明日があるさ、パプリカ　ほか
チケット販売 前売券3,500円（高校生以
下1,500円）、当日券4,000円（高校生以
下2,000円）※未就学児入場不可
販売場所チケットペイ、下記財団事務局
チケット発売開始日 6月16日㈬　問合せ台
東区芸術文化財団 TEL（5828）7591

第41回 台東薪
たきぎのう

能

日時9月1日㈬午後4時開
場、5時開演　場所上野
公園野外ステージ水上音
楽堂　演目（能）「富士太
鼓」坂真太郎、「葵上」 観
世喜正、（狂言）「仏師」
山本泰太郎
入場料（全席指定） S席5,000円、A席

4,000円※未就学児入場不可
販売開始日時 7月14日㈬午前10時
販売場所チケットぴあ（0570－02－99
99、Ｐコード505－574）、区役所9階④
番文化振興課、下記財団事務局
●台東薪能ワークショップ「詳解！！今年
の見どころ」　日時7月20日㈫午後6時～
8時　場所区役所10階会議室　定員40人

（抽選）　講師坂真太郎氏（能楽師観世流）
申込方法往復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな
名

・年齢・性別・電話番号・参加希望人数を
書いて下記問合せ先へ　申込締切日 7月5
日㈪（必着）　問合せ〒110－0004　台
東区下谷1－2－11　台東区芸術文化財団
TEL（5828）7591

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

期間7月10日㈯～9月5日㈰　時間午前9

時～午後5時（入場は4時まで）
●夜間プール開場　日時8月3日㈫～20日
㈮午後6時30分～8時30分（入場は7時
30分まで）※原則月曜日は閉場　対象中
学生以上の方　料金（1時間）大プールは一
般200円、中学生以下100円、小プールは
100円＊おむつ使用の子供は利用不可※区
内在住か在勤の65歳以上の方は料金減額、
障害者は料金免除（要件の確認できる物を
持参し、入場前に事務所で登録手続きが必
要）※東京2020大会の公式練習会場とし
ての使用等に伴い、開場時間を一部変更し
ています。詳しくは、台東リバーサイドス
ポーツセンターHPをご確認ください。　
場所・問合せ台東リバーサイドスポーツセ
ンター TEL（3872）3181

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第3期」
期間（各全7回）7月31日～9月25日の金
・土曜日（8月7日・13日・14日は除く）
時間（金曜日クラス）①3歳児コースは午
後2時30分～3時30分　②5歳児コースは
4時～5時　（土曜日クラス）③3歳児コー
スは午前9時30分～10時30分　④4歳児
コースは11時～正午　対象区内在住の3
～5歳の子供　定員各10人（抽選）
申込方法往復はがきに希望クラス（①～
④）・住所・氏名・生年月日・性別・保護
者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ　
申込締切日 7月15日㈭（必着）※詳しくは、
台東リバーサイドスポーツセンターHPを
ご覧ください。　場所・問合せ 〒111－
0024　台東区今戸1－1－10　台東リ
バーサイドスポーツセンター
TEL（3872）3181

夏休み親子革小物手作り教室

日時8月５日㈭、19日㈭午後1時30分～4
時30分　対象区内在住の小学生とその保
護者1人　定員各10組（抽選）　講師稲川
實氏、山崎輝子氏、大川雅代氏
費用１,000円 　申込方法往復はがきに講
座名・希望日時・住所・氏

ふりがな
名・学校名・学

年・保護者氏
ふりがな

名・電話番号を書いて下記問
合せ先へ　申込締切日 7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

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室　ぬり絵更新

環境学習室ではぬり絵のコーナーで、新作
のぬり絵を用意しています。内容は見てか
らのお楽しみです。　問合せ環境ふれあ
い館ひまわり環境学習室
TEL（3866）2011

うんどう教室

室内で行う、足腰を鍛えるうんどう教室で
す。　日時7月7日・21日、8月4日・18日、
9月1日・15日の水曜日午後2時～3時

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。

２年度の指定管理者施設管理評価の結果を
お知らせします
・評価の目的
　指定管理者が管理する公の施設について、その管理の状況やサービスの内
容などを検証することにより、施設管理者制度の適正な運用を図ります。
・評価の手順
　2年4月1日時点において、指定管理者制度を適用する施設（57施設）のうち、
指定期間の初年度と最終年度を除いた51施設（指定管理者が継続指定されて
いる場合は、指定期間の初年度にあたる施設も含む）を対象に、各施設の所
管課が評価シートを作成し、全体的な視点から事務局がヒアリングを行い、
区の評価として確定します。　
・評価の結果
　施設ごとに、「管理の適正性」「事業の運営」「施
設の維持管理」「サービス向上の取組み」「収入
支出」「優れた取組み」の6つの観点から評価し、
これらを踏まえて総合評価を行います。2年度
の区の評価結果は、右表のとおり区HPでも公表
しています。
※第三者評価機関による評価結果についても、

評価実施施設ごとに区ＨＰで公表しています。
問合せ経営改革担当 TEL（5246）1013

区の評価結果
総合評価 施設数

極めて良好 14施設
良好 31施設
適正 0施設

改善指示 0施設
合計 45施設

※台東リバーサイドスポーツ
センターは、7施設を一括
して評価

「葵上」坂真太郎
（撮影：前島写真店）
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場所台東リバーサイドスポーツセンター
対象区内在住のおおむね65歳以上の方
定員 20人（抽選）　持ち物 運動できる服装、
飲み物　申込方法 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
先へ郵送か直接窓口へ
申込締切日 6月25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

目指せ検定博士!
「第12回台東区子供歴史・文化
検定」

問題は、「台東区歴史・文化テキスト」か
ら出題します。　日時 8月29日㈰午後2時
～2時45分　場所生涯学習センター
対象 区内在住か在学で学校受検未実施校
または未実施学年の小学5年～中学生
申込方法 区内小中学生は学校を通じて申
込み、それ以外の方は電話で下記問合せ先
へ　 申込締切日 6月28日㈪　 問合せ 生涯
学習課 TEL （5246）5828

工作教室参加者募集
「自分せんようせんぷうき」

日時 7月25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人に付き添い1人ま
で 　費用 500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 6月30日㈬（必着）　問合せ 〒
111－8621　生涯学習センター生涯学習
課 TEL （5246）5815

東京2020 直前イベント
「アスリートから学ぶ
Let's EnjoyスポーツD

デラックス

X」
オリンピック・パラリンピッ
ク競技17種目が体験できま
す。トップアスリートと一
緒にみんなでスポーツを楽
しみましょう。トークショー
には、松田丈志氏（競泳）も登場します。
日時 7月11日㈰午前11時～午後4時
場所台東リバーサイドスポーツセンター
※体験教室は事前申込みが必要です。参加
方法等詳しくは、区HPを
ご覧ください。
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2期」
日程（全7回）7月7日～8月18日の水曜日　
時間 3・4歳コースは午後3時～3時45分、
5・6歳コースは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）※申込方法等詳しくは、
区HPをご覧ください。
申込締切日 6月18日㈮
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

たなかスポーツプラザ「ちびっ
こスポーツアカデミー第2期」

日程①（全6回）7月1日・15日、8月5日
・19日、9月2日・16日の木曜日　②（全
5回）7月8日・29日、8月26日、9月9日
・30日の木曜日　時間 ①②3・4歳コース
は午後2時30分～3時20分、5・6歳コー

スは3時40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　
定員各10人（抽選）※申込方法等詳しくは、
区HPをご覧ください。
申込締切日 6月18日㈮
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

ラジオ体操指導者講習会

日時（全4回）6月24日～7月2日の木・金
曜日午後6時30分※時間変更の場合あり
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
第1競技場　対象区内在住か在勤の方
定員100人（先着順）　講師多胡肇氏（NHK
テレビラジオ体操講師）　費用 500円（4回
分・登録料）　持ち物 運動できる服装、室
内履き、飲み物　申込方法 当日現地で申込
み　問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

清島温水プール 水泳教室

●第1・2期 短期水泳教室　水慣れから4
泳法まで、学年・泳力別の短期集中型水泳
教室です。　日程（全3回）第1期は8月3日
㈫・4日㈬・5日㈭、第2期は8月17日㈫・
18日㈬・19㈭　 時間 Aクラス（3歳～小
学1年生）午前9時～10時、Bクラス（年
長～小学3年生）10時～11時　対象 区内
在住か在学の3歳～小学3年生の子供
定員 各40人（抽選）　講師 野村不動産ラ
イフ＆スポーツ㈱　費用 4,000円（利用
料・保険料含む）　申込方法 下記問合せ先
か、清島温水プールHPからご確認くださ
い。　申込締切日 6月30日㈬
場所・問合せ 〒110－0015　台東区東上
野6－16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353

区民体育祭

●フェンシング　日程 7月31日㈯
場所台東リバーサイドスポーツセンター
対象区内在住か在勤（学）の方
費用 2,000円　 申込締切日時 7月15日㈭
午後5時※台東区フェンシング協会へ申込
み※詳しくは、区HPをご
覧ください。
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

たなかクラブ
「教室無料開放」

日程 6月24日㈭～26日㈯　場所 たなかス
ポーツプラザ※実施教室等
詳しくは、区HPをご覧くだ
さい。　問合せ スポーツ振
興課 TEL （5246）5853

企画展
「台東区の大名屋敷と大名庭園」
期間 6月18日㈮～9月12日㈰　
●ギャラリー・トーク　日時 6月27日㈰
午後4時15分～5時　場所中央図書館2階
定員 5人（先着順）　 申込方法 事前に下記
問合せ先へ直接または電話で申込み
●スライド・トーク 「台東区の大名屋敷と
大名庭園」　日時 7月11日㈰午後2時～3
時30分　場所生涯学習センター　定員 50
人（抽選）　 申込方法 往復はがき（1人1
枚）に催し名・住所・氏名・電話番号を
書いて下記問合せ先か区HPから申込み
申込締切日時 7月1日㈭午後5時（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
※詳しくは、区HPをご覧ください。　
問合せ 〒111－8621　中央図書館
TEL （5246）5911

図書館のこども室から

●ノーテレビデーおはなし会　日時 6月
23日㈬午前11時　対象 0～3歳
●日曜おはなし会　日時 6月27日㈰午前
11時　対象未就学児と保護者
受付開始日時 6月7日㈪午前9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センター　定員 6組（1組3人
まで）　 申込み・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

介護職　就業促進事業

介護業界の現場で働きながら、介護の資格
を無料で取得できます。　期間 4年1月末
まで（最長6か月）　勤務地 区内の高齢者
施設　対象 離職中で介護の資格をもって
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15日㈮
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

「台東区でカイゴに出会おう！」
カイゴ就職フェア（Zoom配信）

区内の介護サービス事業所の紹介や求人情
報を、各担当者がオンラインで配信します。
日時 6月20日㈰午後1時～3時　対象 介護
の仕事に就きたい方、転職を考えている方　
申込方法 事業団HPから申込書をダウンロー
ドし、ファックスかメールまたは電話で申
込み※詳しくは、下記二次元コードをご覧
ください。　問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228
FAX（5603）2230
Eメール taito-jinzai@bz

04.plala.or.jp

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

第3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）7月27日㈫・28日㈬午後6
時～8時30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 7月7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

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「アルバムの作成」
デジカメ・スマホ写真（ワード）７月6日㈫
・９日㈮・16日㈮　②「スマホ（Android）
決済」7月8日㈭・12日㈪・19日㈪
時間午前10時～正午
定員 各6人（抽選）　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 7月20日㈫・30日㈮午前10時～11
時、午前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
・希望時間・希望日（①か②）、住所・氏名
・電話番号・年齢・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 6月18日㈮（必着）※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

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口（予約制）

不動産関係団体と協力して住宅探しの相
談を行います。　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

松田丈志氏

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

エアフュージョンコンサ
ート

7月13日㈫
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

15組
（先着順)

6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

Hello!!　English!
7月15日㈭
午前10時30分～11時
11時15分～11時45分

区内在住の2～3歳
の子供

各8組
（先着順)

6月28日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

パパとママのスタディタ
イム

7月10日㈯
午前10時30分～11時30分

区内在住の12か月
までの子供　

8組
(先着順)

6月21日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかハイハイレース 7月9日㈮
午前11時～11時30分

区内在住のハイハイ
をしている子供　

5組
(先着順)

6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


