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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
国立西洋美術館世界文化遺産登
録5周年記念パネル展〜ル・コル
ビュジエの人生の軌跡を辿

たど
る〜

期間10月25日㈪～11月24日㈬　時間午
前9時～午後8時（25日は午後2時開場）　
場所浅草文化観光センター7階展示スペー
ス※6階で映像上映
問合せ都市交流課世界遺産担当
TEL（5246）1193

第四回 江戸まち たいとう 芸楽
祭 紙切りワークショップ参加者 
追加募集

リクエストに応じて即興で作品を切りあげ
る紙切り芸を体験できます。
日時12月11日㈯午前11時～正午
場所浅草橋区民館多目的ホール
対象小学３年生以上　定員18人（先着順）
講師林家花氏
申込締切日時 12月8日㈬午後5時
申込み・問合せ 江戸まちた
いとう芸楽祭実行委員会事
務局（区役所文化振興課内）
TEL（5246）1328

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」
第15回『江戸の時刻と時の鐘』

日時12月5日㈰午後2時※90分程度
場所台東区民会館ホール　講師浦井祥子
氏（徳川林政史研究所非常勤研究員）
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お知らせしま
す。　 申込締切日 11月7日
㈰（必着）　問合せ〒110－
8615　台東区役所文化振
興課 TEL（5246）1153

第40回浅草JAZZコンテスト参
加者募集

日程本選大会4年3月5日㈯　場所浅草公
会堂　部門ボーカル部門、バンド部門
審査料 3,000円　支払方法 振込、現金書
留、持参※振込希望者には応募用紙提出
後に別途連絡します。　申込方法応募用
紙（右記問合せ先で配布、台東区芸術文
化財団HPからダウンロード可）に記入し、
応募曲1曲（ボーカル部門5分以内、バン

ド部門6分以内）をビデオ撮影した演奏動
画をYouTubeに限定公開し、URLをメー
ルで提出等※詳しくは、区HPの応募要項
をご確認ください。　申込開始日 11月1
日㈪　申込締切日時（必着）ボーカル部門
は12月10日㈮午後5時、バンド部門は17
日㈮午後5時　問合せ台東区芸術文化財団
TEL（5828）7591

（ 生誕135周年特別コンサート
山田耕筰〜器楽の世界〜

日時11月27日㈯午後2時　出演尾池亜美
（ヴァイオリン）、木ノ脇道元（フルート）、
深見まどか（ピアノ）　ほか　曲目山田耕
筰 弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、ピア
ノのための「からたちの花」、哀詩「荒城
の月」を主題とする変奏曲 ほか
入場料 2,000円※未就学児入場不可
チケット販売開始日 10月20日㈬
チケット販売場所 東京文化会館チケット
サービス TEL（5685）0650
場所・問合せ旧東京音楽学校奏楽堂
TEL（3824）1988

一葉記念館から

●文化ボランティアガイドによる「たけ
くらべ」ゆかりの地めぐり
日時11月23日㈷午前10時30分、午後2
時　定員各15人（抽選）　申込方法往復
はがき（1人1枚）に催し名・希望時間・
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 11月8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

（
健康学習会「知っておきたい！
子供の病気と薬の飲み方」

（オンライン）
日時11月27日㈯午後2時～4時　対象区
内在住の0～3歳程度の子供の保護者
定員40人程度（先着順）　講師柴田雄介

氏（柴田小児科医院小児科医師）、野田慎
二氏（ミドリ調剤薬局薬剤師）
申込方法右記二次元コード
から申込み　申込締切日 11
月17日㈬　問合せ健康課
TEL（5246）1215

（
〜花の心プロジェクト〜園芸講
習会「クリスマスを飾るハンギ
ングリースを作ってみよう」

日時12月4日㈯午後1時　
場所区役所10階会議室　
対象区内在住か在勤（学）
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 11
月15日㈪（必着）　問合せ〒110－8615　
台東区役所環境課 TEL（5246）1323

（ 園芸講習会
「冬を楽しむ寄せ植えを作ろう」
日時12月11日㈯午後1時　場所区役所
10階会議室　対象区内在住か在勤（学）
の方　定員10人（抽選）　講師樺澤智江
氏（日本家庭園芸普及協会公認グリーンア
ドバイザー）　費用2,000円　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（電子申請可）　
申込締切日 11月22日㈪（必着）
問合せ〒110－8615　台東区役所環境課
TEL（5246）1323

フリーマーケット出店者募集

日時①11月23日㈷午前9時～午後3時　
②28日㈰午前10時～午後3時　場所花川
戸公園※車での来場不可、天候や実施団体
の判断により中止の場合あり
出店数（予定）①50店　②20店
出店料①2,000円※区民は会HPから予約
で1,500円　②1,500円

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。

福祉作業所等工賃向上支援事業
区では、区内の福祉作業所等（就労継続
支援B型事業所など）で働く障害者が、
働くことの喜びや達成感を得ながら、地
域における自立した生活の実現を目指せ
るよう、工賃向上への取り組みを行う福
祉作業所等を支援しています。
●福祉作業所等に対する支援内容
①コンサルティング（中小企業診断士に
よる経営コンサルティング、デザイナー
等による自主製品の高付加価値化支援）　
②工賃向上講習会の開催　③仕事の受注
に関する支援　④その他、自主製品の高
付加価値化に関する支援　など

●自主製品販売会
上野マルイにご協力いただき、自主製品

（障害のある方々が福祉作業所等で作っ
たオリジナル製品）の販売会を行います。
皆さんぜひお越しください。　日程11
月13日㈯・14日㈰　時間午前11時～
午後7時　場所上野マルイ地下1階エス
カレーター前（上野6－15－1）
内容革小物、布小物、焼き菓子、さをり
織り、紙すき製品、陶芸小物、リサイク
ルせっけん等

問合せ 障害福祉課
TEL（5246）1207

台東区公式LINEで情報を発信しています！

希望する情報のメッセージを受信できます

※全てのメッセージを受信する場合も、必ず受信設定をお願いします。

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

注意事項を
ご確認いただき
「許可する」を
タップ

メニューから
「受信設定」を
タップ

　区の取り組みやイベント等の区政情報を発信しています。
　台東区公式LINEのメッセージを受信するためには、登録
が必要です。右記登録コードを読み取り、ご登録ください。

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！

問合せ観光課
TEL（5246）1151

　区内のグルメ・ショッピン
グ情報とともに、感染予防の
取り組みを紹介しています。
　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」が地域
の力になります。
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申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）
①リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時） TEL （3412）6857※当日会場
で申込み　②里彩くるカエル倶楽部（午前
８時～午後4時）TEL 090（3068）3534
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

区民体育祭

●ゴルフ競技大会　日程 11月18日㈭
場所 筑波カントリークラブ　対象 区内在
住か在勤（学）の方　費用 2,000円（プレー
費別途）　申込締切日時 10月29日㈮午後5
時※申込方法等詳しくは、区HPでご確認
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

●えほん×ぬりえ展　皆さんの作品を展示
します。色をぬってお持ちください。※詳
しくは、図書館HPをご覧ください。
ぬりえの配布期間 11月1日㈪～12月8日㈬
展示期間 11月1日㈪～12月15日㈬
配布・展示場所 根岸図書館特設コーナー
問合せ 根岸図書館 TEL （3876）2101
●読書週間イベント「本の福袋」　絵本や
読み物などを、中身が分からないように包
んで貸し出します。※無くなり次第終了　
貸出開始日 第1回は10月27日㈬、第2回
は11月3日㈷　場所・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

（
池波正太郎記念文庫　写真展
「池波作品の舞台は今！　仕掛人
・藤枝梅安」

期間 10月22日㈮～12月15日㈬
場所・問合せ 中央図書館池波正太郎記念文
庫 TEL （5246）5915

（「台東区でカイゴに出会おう！」介護就職フェア開催
日時 11月13日㈯午後1時～3時　場所 区
役所10階会議室　対象 区内の介護サービ
ス事業所での就職を希望される方
申込方法 下記問合せ先で配布するチラシ
裏面の申込書をご確認の上、電話かファッ
クスまたはメールで下記問合せ先へ※当日
参加可　 申込締切日 11月12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

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

講座「つくろう！自分のトリセ
ツ（取扱説明書）」

日時 11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）希望の方は子供の氏名・年齢を下記
問合せ先へ　 講師 野際里枝氏（足立区
NPO活動支援センター相談員）
申込方法 電話または直接下記問合せ先へ
申込開始日 10月23日㈯
託児の申込締切日 11月20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

シニア生涯ワーキングセミナー

日時 11月26日㈮午後1時～3時45分

場所 台東区民会館　対象 受講日時点で55
歳以上の方※雇用保険受給中の方には、利
用確認書を発行します。
定員 30人（先着順）　内容 シニアのライ
フプランニング、再就職の現状と考え方　
持ち物 筆記用具　申込開始日 10月20日㈬　
申込み 申込専用ダイヤル㈱クオリティ・
オブ・ライフ（土・日曜日・祝日を除く午
前9時～午後5時） TEL （5256）6200
問合せ 東京しごとセンターシニアコーナー
TEL （5211）2335
台東区産業振興課
TEL （5246）1152

講座「あの！田房永子さんに聴
く　キレる私への処方箋」
（オンライン）

日時 12月4日㈯午前10時～正午　対象 女
性　定員 20人（先着順）　講師田房永子氏

（漫画家・エッセイスト）※申込方法等詳
しくは、男女平等推進プラザHPをご覧く
ださい。　申込開始日 10月23日㈯
問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

認知症サポーター養成講座

日時 11月29日㈪午後2時～3時30分
場所 区役所10階会議室　対象 区内在住か
在勤（学）の方　定員 30人（先着順）
講師下垣光氏（日本社会事業大学社会福祉
学部福祉援助学科教授）
申込方法 電話かメールで下記問合せ先へ
申込締切日 11月22日㈪
問合せ 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225　 Eメール chiikish
ien.dos@city.taito.tokyo.jp

CAD応用講座

より高度な技術を覚えたい方、または仕事
にCADを活用し、取引先と「CADデータ」
でのやり取りを希望されている方におすす

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

パパタイム～ベビー
マッサージ～

11月13日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の5か月までの
子供

5組
(先着順)

10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

11月26日㈮
①午前10時30分～11時15分
②11時30分～午後0時15分

区内在住の①9か月～1
歳5か月の子供　②1歳
6か月～3歳の子供

各8組
（先着順)

10月27日
㈬

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

親子でゆったりコン
サート

11月27日㈯
午前10時30分～11時30分

区内在住の0～3歳の子
供

45組
(先着順)

10月27日
㈬

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかふれあい遊
び＆わらべうた

11月30日㈫
午前11時～11時30分

区内在住の0～12か月
の子供

5組
(先着順)

10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

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」
10～11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拡大状況により、出店の中止または営業時間の変更になる
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

10月21日㈭～26日㈫ 千束通商店街

10月28日㈭～11月9日㈫ 山形県村山市×千束通商店街

11月11日㈭～16日㈫ 福島県会津美里町

11月18日㈭～23日㈷ 鹿児島県鹿児島市

環
エ コ

境フェスタたいとう2021
みんなでつなごう　地球と未来
みんなで地球の未来を考えてみましょう。生涯学習セン
ター内アトリウムでフードドライブとパネル展示を行い
ます。　日時 11月6日㈯・７日㈰午前10時～午後４時
※内容変更の場合あり※車での来場不可　場所 生涯学
習センター

問合せ 環境課
TEL （5246）1284

●「環境すごろく」をダウンロードして遊びながら環境
について学べます。
※詳しくは、区HPをご覧ください。

●YouTube台東区公式チャンネルから配信 ▲過去のフードドライブの様子

めの講座です。　日時 12月7日㈫・8日㈬
午後6時～8時30分　対象区内在住か在勤

（学）でステップアップ講座（当センター
実施）を受講済で全日程受講可能な方　
定員 4人（抽選）　講師渡辺豊氏
費用 3,000円　 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 11月19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

保育園対象家庭教育学級・前期
～子どもの幸せな自立をサポー
トするために～」（オンライン）

日時 11月27日㈯午前10時～正午
対象区内在住の保護者か、区内保育園通園
児の保護者※園児はおおむね０～３歳児
定員 50人（抽選）　講師菅原裕子氏（NPO

法人ハートフルコミュニケーション代表理
事）　申込方法 下記二次元コードから申込
み※受講者にはURLとパスワードを送りま
す（通信料は各自負担）。
申込締切日 11月18日㈭
問合せ 生涯学習課
TEL （5246）5821

無料建築相談

日時 11月4日㈭午後1時～4時
場所・問合せ住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

<11月>
6日 　火渡りの神事（秋葉神社）　　
9・21日 　酉の市（鷲神社・長國寺）　　
27・28日 　靴のめぐみ祭り市（玉姫稲荷

神社）

①【環境ディスカッション】
教えて！天達先生 中学生が聞く

「未来の地球はどうなるの？」

②「脱炭素社会へ水素エネルギーの活用法を知ろう」
～東京スイソミル～

気象予報士▶︎
天達武史氏


