
（7）　令和3（2021）年　9月5日 第1284号
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広報

など催しものなど催しもの など催しもの
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9月15日㈬午後2時～3時30分
対象区内在住で18歳未満の子供を育てて
いる方　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

（ お月見イベント
「月のうさぎ」「かぐや姫」の人形劇・手影
絵を動画で上映します。　日時9月19日
㈰午後1時、3時30分　定員20人（先着順）
場所・申込み・問合せ 浅草文化観光センタ
ー6階多目的スペース
TEL（3842）5566

（ 台東にぎわい観光情報展
区内の渋沢栄一の足跡や観光情報紹介のパ
ネル展です。　日程10月3日㈰まで
場所・問合せ浅草文化観光センター7階展
示スペース TEL（3842）5566

女性再就職支援セミナーin台東
「私らしいライフキャリアを作
る！」（予約制）

「自分を知り、市場を知る」をテーマに自
分への理解を深め、仕事探しのポイントを
伝えます。　日時10月4日㈪午前10時～
正午　場所台東デザイナーズビレッジ
対象就職活動中または、これから働きたい
と思っている女性　定員25人（先着順）　
申込方法電話または下記二次元コードから
申込み　 申込み・問合せ 東京しごとセン
ター女性しごと応援テラス
TEL（5211）2855
問合せ台東区産業振興課
TEL（5246）1152

朝倉彫塑館から
●展示替えのため臨時休館します
日程9月10日㈮まで
●特別展「歴史に学ぶ〜朝倉先生いのちの
講義〜」　日程9月11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※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）　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ朝倉彫塑館 TEL（3821）4549

JOBANアートライン協議会
「アートアンブレラ」参加者募集
JR東日本沿線の引き取り手のない忘れ物
傘にマジックやアクリル絵の具で絵を描く
アート傘の製作アートショップです。
日時10月23日㈯（時間交代制）
場所花川戸公園（南側）　定員（抽選）各7

組（1組3人・傘2本まで）　時間①午前
10時　②11時30分　③午後1時30分　
④3時※各1時間ずつ　申込方法往復はが
きに催し名・参加希望時間（①～④第3希
望まで）・住所・氏

ふりがな
名・年齢・参加人数（同

伴者2人まで・同伴者氏名・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 9月24日㈮（必着）
※抽選の結果は、当落いずれの場合も返信
します。
問合せ〒110－8615
台東区役所文化振興課
TEL（5246）1153

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」
第13回『江戸の大火と盛り場』

日時10月31日㈰午後2時※120分程度
場所生涯学習センターミレニアムホール
講師波多野純氏（日本工業大学名誉教授）
申込方法往復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな
名

・年齢・参加人数（同伴者1人まで・同伴
者氏名・年齢）・電話番号、ライブ配信対
応となった場合の参加希望の有無を書いて
下記問合せ先へ（電子申請可）※開催日の
10日前までに、参加券を送ります。抽選の
結果は、当落いずれの場合も返信します。
申込締切日 10月3日㈰（必
着）　問合せ〒110－8615
台東区役所文化振興課
TEL（5246）1153

上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ29「オペラ・
麗しの花園」

日時10月7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　(チケットを購入するには
電話での事前予約が必要)　予約期間 9月
22日㈬～10月6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

絵本deクラシック
日時11月14日㈰午後1時開場、2時開演
場所生涯学習センターミレニアムホール　
出演トラベル・ブラス・クインテット＋、
岡村明美　曲目絵本deクラシック「ブ
レーメンの音楽隊」、スタジオ・ジブリ・
メドレー、小組曲「ピタゴラスイッチ」、
歌劇「ウィリアムテル」より序曲ほか
入場料（全席指定）一般2,000円、3歳～小
学生1,000円※3歳未満の膝上鑑賞は無料
前売券チケットペイ、下記財団事務局
販売開始日 9月22日㈬　問合せ 台東区芸
術文化財団 TEL（5828）7591

浅草ものづくり工房
「第9回施設公開」（予約制）
入居者アトリエ公開、展示販売などを行い
ます。　日時10月16日㈯・17日㈰午前
10時、午後1時、3時
販売内容バッグ、靴、革小物、アクセサ
リーなど※申込方法等詳しくは、浅草も
のづくり工房HPをご覧ください。

場所・問合せ浅草ものづくり工房
TEL（3876）3720
問合せ台東区産業研修センタ―
TEL（3872）6780

オンラインでふれあい介護予防
教室（事前に「Zoom使い方講
座」あり）
転倒予防体操と健康ミニ講座をZoomで
配信します。　 日程（全6回）10月25日㈪、
11月29日㈪、12月13日㈪、4年1月20日㈭、
2月28日㈪、3月28日㈪　時間午後2時～
3時　対象区内在住のおおむね65歳以上
で全日程参加できる方　定員20人（抽選）　
講師ころばぬ先の健康体操サポーター
申込方法下記二次元コードか区HPまたは
電話で申込み
申込締切日 10月8日㈮※「Zoom使い方
講座」（10月19日㈫開催）を希望の方は
下記問合せ先へご確認くださ
い。　問合せ介護予防・地
域支援課
TEL（5246）1295

笑って元気教室「漫才と体操」
（上野健康増進センター開催）
日時10月13日㈬午前10時～11時10分　
対象区内在住か在勤の40歳以上の方
定員15人（抽選）　出演者マリア、ぽ～
くちょっぷ　申込方法往復はがきに「10
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 9月24日㈮（必着）
場所・問合せ〒110－0015　台東区東上
野4－22－8　上野健康増進センター（会
場8階） TEL（3847）9475

フリーマーケット出店者募集

日時①10月9日㈯午前10時～午後3時
②10日㈰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）①20店　②30店
出店料①1,500円　②2,000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

工作教室「木製ブックラック」

日時10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（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）　
申込締切日 9月30日㈭
申込み・問合せ 生涯学習課（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）
TEL（5246）5815

1日考古学教室
「こども勾玉（まがたま）教室」
日時10月2日㈯午前10時30分～正午、午
後2時～3時30分　場所生涯学習センター　
対象小学生と保護者　定員各10人（先着
順）　申込方法当日会場で申込み※汚れて
もいい服装で参加　問合せ生涯学習課
TEL（5246）5828

たなかスポーツプラザ「ちびっ
こスポーツアカデミー第3期」
日時（全6回）①10月7日・21日、11月4
日・18日、12月2日・16日の木曜日（3・
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
②10月14日・28日、11月11日・25日、
12月9日・23日の木曜日午後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～平成
30年4月1日生まれの子供
定員（抽選）①各10人　②30人
申込方法電子申請※詳しくは、区HPをご
覧ください。
申込締切日 9月17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3期」
日程（全5回）10月17日・31日、11月14
日・28日、12月12日の日曜日　時間（3・
4歳コース）は午前9時30分～10時30分、
（5・6歳コース）は11時～正午
定員各30人（抽選）　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
～平成30年4月1日生まれの子供
申込方法電子申請※詳しくは、区HPをご
覧ください。
申込締切日 9月17日㈮
問合せスポーツ振興課
TEL（5246）5853

企画展「絵本江戸土産　広重が
描いた台東区」
浮世絵や和本と比較しながら、そこに描か
れた台東区の姿と変遷を紹介します。
期間9月17日㈮～12月12日㈰　
●ギャラリー・トーク　日時10月10日㈰
午後4時15分～4時45分　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
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場所・申込み・問合せ 中央図書館
TEL（5246）5911

図書館のこども室から
●読み聞かせボランティア養成講座（中級）
（オンライン）　 日時（全2回）10月5日㈫
・19日㈫午前10時～11時30分　対象読
み聞かせの経験がある・当館主催の読み聞
かせ講習会初級を受講済みで全日程参加で
きる方※以前同講習会に参加した方の参加
は不可

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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定員20人（先着順）　講師児玉ひろ美氏
（JPIC読書アドバイザー）　申込方法図書
館HP申込フォームから申込み※申込みは
本人に限る　問合せ中央図書館
TEL（5246）5911

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

区内10士業「よろず相談会」
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・一級
建築士・社会保険労務士・行政書士・税理
士・中小企業診断士・不動産鑑定士・宅地
建物取引士による無料相談会です。
日時10月10日㈰午前10時～午後4時
場所区役所10階会議室
定員（先着順）40人（面談相談）
3人（Zoomによる相談）※1人30分
申込方法 下記二次元コードから申込み　
申込締切日9月24日㈮
問合せ くらしの相談課区民
相談室
TEL（5246）1025

シルバー人材センターから
●パソコン講座
内容・日程（全3回）①「Windows10の基
本」10月5日㈫・8日㈮・12日㈫　②「初
めてのエクセル」10月11日㈪・14日㈭・
18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10
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 9月17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

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10月16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 10月7日㈭　
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL（5828）7507

区民自然観察員養成講座

日程①10月9日㈯　②23日㈯　③12月
18日㈯　時間①②午後2時～4時　③1時
～5時　場所①環境ふれあい館　②上野公
園　③近郊の動物園※入園料が必要
対象区内在住か在勤（学）の中学生以上の方　
定員30人(先着順)　内容・講師①講義 大
人のための自然塾・木村幸一郎氏　②野外
学習 都会の中の上野公園・新井浩司氏　
③野外学習・森由民氏　申込方法住所・氏
名・年齢・電話番号を電話かファックスで
下記問合せ先へ　申込締切日 9月30日㈭

（必着）　問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL（3866）8098
FAX（3866）8099

無料の建替え相談会
（清川区民館、予約制）
浅草北部地区の防災性向上のため、一級建
築士、ファイナンシャルプランナー等によ
る建替え相談会を実施します。　日時9月
26日㈰午後1時～5時（1人30分程度）
場所清川区民館　対象次の地区に木造建
築物を所有し、建替えを検討されている方　
竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、
今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2
丁目、清川1・2丁目、日本堤1・2丁目
申込締切日 9月24日㈮
申込み・問合せ 地域整備第二課
TEL（5246）1366

文化財講座「地誌『夢跡集』に
みる江戸の旧跡」

日時10月16日㈯午後2時～4時　場所生
涯学習センター　定員25人（先着順）
講師葛生雄二氏（文化財保護調査員）
申込方法 講座名・希望人数（2人まで）・
参加者全員の氏

ふりがな
名・年齢・代表者の住所・

電話番号を電話かファックスで下記問合せ
先へ　申込締切日 10月8日㈮
問合せ 生涯学習課 TEL（5246）5828
FAX（5246）5814

初心者のためのスマホ・パソコ
ン相談会

日程①10月10日㈰　②11月13日㈯　③
12月11日㈯　時間午前10時、11時
場所生涯学習センター　定員各4人（抽選）
※1回50分以内、スマートフォン・ノー
トパソコン所持者は持参　申込方法 往復
はがきに講座名・希望日程(①～③）・希
望時間・住所・氏

ふりがな
名・電話番号・スマート

フォンかパソコンを使ってやりたいことを
書いて下記問合せ先へ
申込締切日（必着）①9月24日㈮　②10

月29日㈮　③11月26日㈮　主催 ITボラ
ンティア虹の会　問合せ 〒111－8621　
生涯学習センター生涯学習課
TEL（5246）5811

地域活動体験講座（災害編）
～しっかり備えたい！マンショ
ンの防災、どうすれば？～
日程（全5回）10月9日㈯・16日㈯・23日
㈯・30日㈯、11月13日㈯
時間午前10時～正午　場所生涯学習セン
ター、本所防災館（墨田区横川4－6－6、
10月23日のみ）
対象区内在住の15歳以上で集合住宅の防
災担当者や防災に関心のある方
定員15人（抽選）　講師防災分野専門家、
危機・災害対策課職員　ほか　申込方法下
記二次元コードから申込み
申込締切日 9月30日㈭
問合せ 生涯学習課
TEL（5246）5811

勤労者サービスセンターの催し

●生涯セミナー「生き抜く力を養うキャン
プ入門」　レジャーと防災の両面で活躍す
るキャンプ道具の選び方を野外活動の達人
が解説します。　日時10月15日㈮午後6
時30分～8時　場所中小企業振興センタ
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
定員15人（抽選）　講師藤原祥弘氏（ア
ウトドアライター）　申込締切日 9月27日
㈪（必着）
●パソコン講座「Excel2016活用講座」
日程（全5回）11月10日㈬・17日㈬、12
月1日㈬・15日㈬・22日㈬　時間午後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）　申込締切日 10月8日㈮（必
着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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
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

台東区介護サービス人材確保事
業　介護福祉士受験対策講座
（オンライン）
日程①10月10日㈰　②24日㈰　③11月
7日㈰　④4年1月16日㈰　時間午前9時
30分～午後4時30分　対象区内在住か在
勤で介護福祉士の受験資格がある方
定員20人（先着順）　テーマ・講師 ①ここ
ろとからだのしくみ領域・木村久枝氏　②
医療的ケア領域・岡賢子氏、人間と社会領
域・伊達哲也氏　③介護領域・五十嵐さゆ
り氏　④全領域の復習と直前対策・模擬テ
スト・白井幸久氏、特別講座・黒澤貞夫氏
費用各2,000円（テキスト代含む）
申込方法申込書（下記事業団HPからダウ
ンロード可）に記入し下記問合せ先へ
ファックスかメールまたは下記二次元コー
ドから申込み※決定通知と納付書を郵送し
ます。お支払い確認後、受講の手引き・パ
スワード・テキストを郵送します。
申込締切日10月1日㈮
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@bz04.plala.or.jp

9月21日は世界アルツハイマーデーです
1994年、国際アルツハイマー病協会が世
界保健機関と共同で「世界アルツハイマー
デー」を制定しました。この日を中心に、
世界中で認知症の啓蒙が実施されていま
す。認知症について正しく理解し、認知症
になっても安心して暮らせる地域を目指し
ましょう。

認知症関連書籍の展示

「9月21日は世界アルツハイマーデーです。
～認知症の理解を深めませんか～」をテー
マに関連書籍の展示を行います。　期間9
月30日㈭まで　場所中央図書館

認知症サポーター養成講座
（オンライン）

認知症サポーターとは、認知症に対する正
しい理解を持ち、地域で認知症の人やその

家族に対してできる範囲で手助けする方の
ことです。Zoomを使って認知症の原因
や行動を理解し、どう対応したら良いのか
を考えます。　日時9月21日㈫午後7時～
8時30分　対象区内在住か在勤（学）の方　
定員15人（抽選）　講師介護予防・地域支
援課職員（認知症コーディネーター）　
申込方法住所・氏名・電話番号をメールで
下記問合せ先へ　申込締切日 9月14日㈫
問合せ介護予防・地域支援課
TEL（5246）1225
Eメール chiikishien.dos@city.taito.
tokyo.jp

認知症に関する各種相談

●認知症高齢者を介護する家族のこころの
ケア相談（予約制）
ご家族の方の介護の悩み・介護方法等につ

いて、公認心理師・臨床心理士が相談に応
じます。　日時毎月第1・3水曜日午後2時
～4時（１人50分程度）　場所下記問合せ
先か各地域包括支援センター　対象高齢者
本人または介護している家族が区内在住の
方　定員各2人（先着順）
申込締切日時 各相談日1週間前の午前11
時　申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

（区役所２階⑤番） TEL（5246）1225
●認知症高齢者の専門相談（予約制）
認知症が心配な方へ受診の流れや認知症予
防等について、精神科医師が相談に応じま
す。　日時毎月第2・4金曜日午後2時～3
時（1人30分程度）　定員各2人（先着順）　
申込締切日相談日の２日前
場所・申込み・問合せ介護予防・地域支援
課（区役所2階⑤番）
TEL（5246）1225

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

ハグモミAKAGOタッ
チ

10月5日㈫
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の
①5か月までの子供
②6～11か月の子供

各6組
（先着順)

9月21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

産後ママのための骨盤
メンテナンスヨガ

10月1日㈮
午前10時30分～11時15分
11時30分～午後0時15分

区内在住の8か月までの
子供

各8組
（先着順)

9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

ヨガでゆったりリラッ
クスタイム（パパ編）

10月2日㈯
午後2時15分～3時

区内在住の8か月までの
子供

7組
(先着順)

9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

ぽかぽかハロウィン 10月29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)
9月27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


