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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
滋賀県長浜市　湖北・長浜観音
文化　第2回パネル展　講演会

●パネル展　日時 8月1日㈰～18日㈬午前
9時～午後6時（18日は3時まで）
場所生涯学習センター1階アトリウム
●講演会「観音の里・長浜の祈りとくらし
～村人に支えられた観音文化の姿～」
日時 8月8日㈷午後2時～4時
場所 生涯学習センター　講師 對馬佳菜子
氏（観音ガール、観音の里コーディネー
ター）　定員 60人（先着順）
受付開始日時 7月24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 7月21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（希望の方は下記問合せ先へ）
講師天野智子氏（心理専門員）
申込締切日時 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

江戸をたずねる
「上野東照宮ガイドツアー」
上野東照宮と五條天神社をめぐります。上
野東照宮では社殿の特別公開も行います。
●事前講習会　日程 8月28日㈯　場所 区
役所10階会議室　講師 浦井正明氏（寛永
寺住職）
●ガイドツアー　日程第1回9月23日㈷、
第2回10月10日㈰　集合場所 上野東照宮
正面 大石鳥居前（台東区上野公園9－88）
講師波多野純氏（日本工業大学名誉教授）、
嵯峨まき氏（上野東照宮禰宜）、始澤澄江
氏（五篠天神社宮司）　拝観料 500円

◆　以降、上記記事の共通事項　◆
時間午後2時　定員 100人（抽選）※事前
講習会、ガイドツアーいずれかのみの参加
不可　 申込方法 往復はがきに催し名・ガ
イドツアー参加希望日・住所・氏

ふりがな
名・年齢

・同伴者の有無（1人まで、氏
ふりがな

名・年齢）・
電話番号を書いて下記問合せ先か下記二次
元コードから申込み
申込締切日 8月1日㈰（必着）
問合せ 〒110－8615　台
東区役所文化振興課
TEL （5246）1153

したまちTAITO創業塾 　

日程（全5回）８月22日、９月12日、10
月17日、11月14日、12月19日の日曜日
時間 午後1時～6時　場所 台東区中小企業
振興センター　対象 区内で起業予定か、
起業して間もない方　定員 15人（先着順）
講師坂本篤彦氏（中小企業診断士）
費用 １0,000円（５回分） 　 申込方法 産
業振興事業団HPから申込み※詳しくは、
右記問合せ先へ　問合せ 台東区産業振興
事業団 TEL （5829）4124

朝倉彫塑館から 　

●特集「朝倉文夫の意外な仕事1」
期間 9月5日㈰まで
●キッズサポーター募集　詳しくは、朝倉
彫塑館HPをご確認ください。  

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
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

くずし字解読講座Ⅰ

源氏物語を教材にくずし字を学びます。
日時（全4回）8月28日、9月4日・11日・

18日の土曜日午後1時30分（2時間程度）
定員 10人程度（抽選）　講師 上野英子氏

（実践女子大学文学部教授）　費用 4,000
円（4回分・資料代含む）※費用は当選後、
事前に支払い・初回のみ別途入館料が必要
入館料 一般300円、小中高生100円
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 8月2日㈪

（必着）　場所・問合せ 〒110－0012　台
東区竜泉3－18－4　一葉記念館
TEL （3873）0004

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※未就学児入場不可　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）　販売場所 チケットペ
イ、右記財団事務局　問合せ 台東区芸術
文化財団 TEL （5828）7591

大人の美術ワークショップ
―扇面に描く―（オンライン）

本格的な日本画技法を学ぶワークショップ
です。　日時 9月18日㈯午後1時～3時
定員 40人（抽選）　講師 吉村誠司氏・髙
島圭司氏（東京藝術大学美術学部絵画科日
本画教授）、川﨑麻央氏（東京藝術大学美
術学部絵画科日本画テクニカル・インスト
ラクター）ほか　費用 13,000円
申込方法 催し名・住所・氏

ふりがな
名・メールア

ドレス・電話番号をメールで下記問合せ先
へ　 申込締切日 8月4日㈬　問合せ 台東区
芸術文化財団 TEL （5828）7591
Eメール geibun.jigyo@jcom.zaq.ne.jp

初心者のためのスポーツ教室
●バウンドテニス　 日時（全6回）8月6日
～9月17日の金曜日（8月13日を除く）
午後7時～9時　対象区内在住か在勤（学）
の高校生以上の方　定員 30人（先着順）
持ち物 運動できる服装、室内履き
申込締切日 7月24日㈯
場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス
ポーツセンター TEL （3872）3181

「かけっこ教室」受講者募集
子供たちに走ることの楽しさを体感しても
らう教室です。　 日程（全3回）8月24日
㈫～26日㈭　時間（4・5歳児コース）午
後1時10分～2時、（小学1・2年生コース）

午後2時30分～3時20分、（小学3・4年
生コース）午後3時50分～4時40分
定員 各20人（抽選）　対象 区内在住の4・
5歳、小学1～4年生の子供　費用 1,500
円（3回分）　 申込方法 往復はがきに希望
クラス・住所・参加者氏名・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※詳しくは、チラシまたは台東リ
バーサイドスポーツセンターHPをご覧く
ださい。　 申込締切日 7月30日㈮（必着）
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

あさがお展示会・コンテスト
●あさがお展示会　日時 8月4日㈬・5日
㈭午前9時～正午　場所上野公園（下町風
俗資料館横スペース）
●あさがおコンテスト（事前申込制）
コンテスト選考実施日 8月5日㈭　 対象 区
内在住か在勤（学）の方　応募要件 本人が
種や苗から育てた鉢植えのあさがお、5～
7号の大きさの鉢3鉢まで※参加賞あり
持込日時 8月3日㈫午後1時～4時に上記会
場へ直接持込み　申込方法 はがきに住所・
氏名・電話番号・鉢のサイズ・数量を書い
て下記問合せ先へ（電子申請可）
申込締切日 7月30日㈮（必着）
問合せ 〒110－8615　台東区役所環境課
TEL （5246）1323

清島温水プール 水泳教室
●第1期 幼児のための水泳教室　水慣れ
からクロールまでのレベル別グループレッ
スンです。　 日程（全6回）8月25日～9
月29日の水曜日　時間 Aクラスは午後4
時30分～5時30分、Bクラスは5時30分
～6時30分　対象 区内在住か在学の3～6
歳の未就学児　定員各30人（抽選）
講師野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
費用 6,500円（税・保険料・利用料込み）　
申込方法 清島温水プールHPから申込み　
申込締切日時 7月28日㈬午後9時
場所・問合せ 清島温水プール
TEL （3842）5353

区民体育祭
●卓球　日程 9月12日㈰　費用（シング
ルス）ジュニア500円、高校生以上1,000
円、（ダブルス）ジュニア1人500円、高
校生以上1人1,000円　 申込期間 7月12
日㈪～8月13日㈮　時間 午前9時～午後5
時
●空手道　日程 9月23日㈷　費用 中学生
以下200円、高校生以上500円、プログ
ラム別途1,000円　 申込締切日時 7月15
日㈭午後5時

◆　以降、上記記事の共通事項　◆
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※申込方法
等詳しくは、区HPをご確
認ください。
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

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。

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

運動発達を進めるた
めの大人の関わり方

8月12日㈭
午前10時45分～11時30分

区内在住の寝返り～つか
まり立ちの子供

8組
（先着順)

7月27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

ピーカブー・リトミッ
ク

8月4日㈬
①午前10時30分～11時15分
②11時30分～午後０時15分

① 区内在住の9か月～1
歳5か月の子供
② 1歳6か月～3歳の子供

各8組
（先着順)

7月20日
㈫

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

絵本と音楽を楽しむお
話コンサート

8月5日㈭
午前10時30分～11時10分

区内在住の1歳6か月～3
歳の子供

10組
(先着順)

7月20日
㈫

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽか手作りタイム 8月5日㈭
午前11時～11時30分 区内在住の0～3歳の子供 5組

(先着順)
7月20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
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ボッチャ体験会

日程8月9日㉁午後1時30分～4時
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（学）の方
持ち物運動できる服装、室
内履き、飲み物、タオル
問合せスポーツ振興課
TEL（5246）5853

第1回ボッチャ交流大会

日時8月21日㈯正午～午後5時　場所台東
リバーサイドスポーツセンター体育館
対象区内在住か在学の小学4～6年生
定員20チーム（抽選）※1チーム3～5人
申込方法電子申請　申込締切日 7月21日㈬
※詳しくは、区HPをご確認
ください。
問合せスポーツ振興課
TEL（5246）5853

図書館のこども室から

●としょかんクイズラリー　図書館の中を
探検しながら、館内に貼られているクイズ
を解いていきます。クイズは初級・上級に
分かれています。　期間7月16日㈮～8月
18日㈬　時間午前9時～午後6時（日曜日
・祝日は5時まで）　場所初級は中央図書館
こどもとしょしつ内、上級は中央図書館一
般書架（1・2階）にクイズを掲示します。
対象初級は小学校低～中学年、上級は小学
校中～高学年※当日こどもとしょしつカウ
ンターで受付。難易度別に解答用紙を渡し
ます。
●ノーテレビデーおはなし会　日時7月
23日㈷午前11時　場所生涯学習センター
対象0～3歳の子供と保護者
●日曜おはなし会　日時7月25日㈰午前
11時　場所生涯学習センター　対象3歳
以上の子供と保護者
●おはなし工作会　日時7月27日㈫午前
11時（10時45分受付）　場所浅草橋区民
館　対象5歳～小学生の子供と保護者
受付開始日時 7月6日㈫午前9時　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定員6組（1組3人まで）※3歳以上の子供
はマスク着用　申込み・問合せ 中央図書館
TEL（5246）5911

夏休み!こども図書館員

図書館で貸出・返却などの仕事を実際に体
験します。　日時7月28日㈬午前10時～
11時30分、午後3時～4時30分　対象図
書館利用登録のある小学生　定員各２人

（抽選）　申込方法 下記問合せ先カウン
ターで申込み　申込締切日 7月14日㈬
申込み・問合せ 根岸図書館
TEL（3876）2101

読書週間イベント
「台東区POPコンテスト 2021」

お気に入りの本のおすすめしたいところを
イラストや文字で表現してください。入賞
者には賞品を贈呈します。作品はオリジナ
ルに限ります。　対象区内在住か在学の中
学～高校生　申込方法応募用紙（区立図
書館で配布、または図書館HPからダウン
ロード可）を下記へ直接持参か郵送
※詳しくは、図書館HPをご覧ください。
募集期間 7月12日㈪～9月22日㈬
問合せ中央図書館 TEL（5246）5911

工作教室
「コロコロ四輪車」
日時8月29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 7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

介護職　就業促進事業

介護施設で働きながら、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
㈮　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

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修

知的障害者の外出時の移動支援に必要な知
識と技術を学びます。修了者には、区内の
知的障害者の移動支援に従事するための修
了証をお渡しします。　日時講義は8月21
日㈯午後1時～6時、実習は個別に日程調
整（5時間程度）　場所区役所10階会議室
ほか　対象次のいずれかに該当する方（ヘ
ルパー資格の有無は問いません）①研修修
了後、区内の事業所でガイドヘルパーとし
て従事希望　②すでに従事していて技術向
上をめざす　定員10人程度（抽選）
申込方法申込書を下記問合せ先へ郵送か持
参※詳しくは受講案内（下記問合せ先で配
布）か、区HPをご覧ください。
申込締切日 7月30日㈮（必着）
問合せ 障害福祉課（区役所２階⑩番）
TEL（5246）1207

成年後見制度無料相談会
（予約制）

下記の場所にて、オンラインで司法書士に
相談していただきます。　日時8月7日㈯
午前９時30分～午後4時30分（1組45分
程度）　対象区内在住か在勤（学）の方
定員5組（先着順）　申込締切日 7月29日㈭　
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL（5828）7507

勤労者サービスセンターの催し

●パソコン講座「Word　中級活用講座」
日時（全5回）9月8日～10月6日の水曜日
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
Wordの基本操作ができる方　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 8月12日㈭（必着）
問合せ 〒111－0056　台東区小島2－9
－18　台東区勤労者サービスセンター
TEL（5829）4123

第4回CAD入門講座

「Root Prｏ CAD」ソフトを使って靴、
かばん、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）8月24
日㈫・25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 8月4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

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8月7日㈯午後1時30分～4時15分
場所区役所10階会議室　対象区内のマン
ション所有者　定員6組（先着順）※1組
45分程度　相談員 弁護士か一級建築士
申込締切日 8月4日㈬
申込み・問合せ 住宅課
TEL（5246）9028

環境ふれあい館ひまわりから
環境学習室「わくわく★夏のエコスクール2021」

●パッチワークをやってみよう　日程7月27日㈫　場所雷門区民館
●指編みアクリル毛糸で指編みたわしづくり　日程7月29日㈭　場所台東一丁目区
民館
●パッチワークをやってみよう　日程７月31日㈯　場所清川区民館　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時間午後2時～4時　対象小学3年生以上　定員7人（先着順）　費用100円（材料費、
夏休み小学生無料）　申込み・問合せ環境ふれあい館ひまわり TEL（3866）8050

●見つけて捕って！虫捕りマスター！　日程①7月22日㈷　②29日㈭　時間午前
10時30分～午後0時30分　対象区内在住か在学の小学2～3年生　定員各6人（先
着順）※虫は観察後に放すため持ち帰り不可、虫捕り網があれば持参可
●自由研究に！オリジナルキャップ工作を発明しよう！　日程③7月25日㈰
時間午後2時～4時　対象区内在住か在学の小学3～6年生　定員12人（先着順）
※子供1人に付き添い1人まで※オンラインでの開催の場合あり、詳しくは下記問合
せ先へ
●ヒモをのぼっていくよ！動くおもちゃづくり　日程④8月9日㉁　時間午後2時～3
時30分　対象区内在住か在勤（園）の4～6歳（未就学児）の子供と保護者
定員10組（先着順）
●見つけに行こう！生きものステンドグラス♪（Zoomによるオンライン）
日程⑤8月14日㈯　⑥21日㈯　⑦22日㈰　時間⑤⑥午後2時～3時15分　⑦2時～
3時　対象⑤⑥区内在住か在学の小学1～2年生　⑦区内在住か在勤（園）の年中、
年長の子供と保護者　定員（先着順）⑤⑥各10人　⑦10組

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申込方法催し名・希望日時（①～⑦）・参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）・電話
番号を電話かファックスまたは直接下記問合せ先へ　受付開始日時 7月6日㈫午前10
時※ファックス送信後は、電話で確認をお願いします。
場所・問合せ環境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL（3866）2011　 FAX（3866）8099

リサイクル活動出前講座

高齢者等居住支援
●高齢者等家賃等債務保証　保証人がい
ないため、民間賃貸住宅に入居すること
が困難な方に対して、区と協定を結んだ
全国保証機構に加盟する保証会社を利用
した場合、支払った初回保証料の一部を
助成します。
▷対象　次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず

れか
②区内に継続して3年以上居住している
③生活保護を受給していない
④区内転居であり、転居先に継続して居

住する
⑤保証人がおらず、緊急連絡先がある 
▷助成額　支払った初回保証料の2分の

1（限度額2万円）
●高齢者等住み替え居住支援（転居前に
申込み）　取り壊しや家主の都合による
契約更新拒否により立ち退きを受けてい

る方に対して、転居に要する費用を助
成します（区内の民間賃貸住宅から別
の区内民間賃貸住宅に転居する場合に限
る）。
▷対象　次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず

れか
②区内に継続して3年以上居住している
③前年の総所得金額が単身世帯は256

万8,000円以下、2人以上の世帯はこ
の額に世帯員が1人増えるごとに38
万円を加算した額以下 ほか
▷助成額　礼金・仲介手数料・引越し費

用の合計額（上限15万円）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

※詳しくは、下記問合せ先で配布するパ
ンフレットか区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課（区役所5階⑩番）
　 TEL（5246）1468


