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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
台東区姉妹・友好・連携都市　
ふるさとPRフェスタ

●パネル展、映像放映　期間 12月16日㈭
～23日㈭　場所生涯学習センター1階アト
リウム※映像放映は、19日㈰午後1時～4
時3階301会議室でも行います。
●ワークショップ 「福島県南会津町アロマ
ブレンド・アロマスプレー作り体験」
日時 12月18日㈯・19日㈰午前10時～正
午、午後1時～3時30分※1回30分の入れ
替え制　場所生涯学習セン
ター　定員各6人（先着順）
問合せ 都市交流課
TEL （5246）1028

友好都市南会津町から会津高原
4スキー場優待制度

期間 12月18日㈯～4年3月27日㈰
利用可能スキー場 だいくらスキー場、南郷
スキー場、高畑スキー場、たかつえスキー
場、温泉入浴施設（白樺の湯、赤岩荘）
対象 区内在住の方※詳しく
は、右記二次元コードをご覧
ください。　問合せ 都市交
流課 TEL （5246）1028

（ 令和4年 ｢新成人を祝う会｣
（成人式）（事前登録）

日時 4年1月10日㈷午前の部は午前10時
30分（10時開場）、午後の部は午後2時　（1
時30分開場）　場所浅草公会堂　対象平成
13年4月2日～14年4月1日に生まれた方※
区内在住の方には、12月初旬に案内はがき
を送付。当日参加される方は、全員事前登
録が必要。案内はがきまたは区HPから申請
可。※入場は新成人に限る（保護者の入場
不可、特別な配慮を必要と
する方は下記問合せ先へ）。　
問合せ 子育て・若者支援課
TEL （5246）1341

（ JR上野駅グランドコンコース 
「したまち小粋マーケット」

区の地場産品であるファッション雑貨品な
どを期間限定で販売します。　期間12月
16日㈭～19日㈰　時間 午前10時～午後9
時（16日㈭は午後1時から、19日㈰は5時
まで）　場所 JR上野駅グランドコンコース
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1143

弦楽アンサンブル《TGS》コン
サート
〜名曲で聴く弦楽の響き〜

日時 4年2月19日㈯午後1時開演　場所 旧
東京音楽学校奏楽堂※未就学児入場不可
出演 TGS（東京藝大ストリングス）
曲目 アイネ・クライネ・ナハトムジーク

（モーツァルト）、弦楽セレナーデ（チャイ
コフスキー）　ほか
入場料（全席指定）2,000円※残席がある
場合当日券を2,500円で販売　前売券 チ
ケットペイ、右記財団事務局で販売

令和3年度第3回知的障害者（児）
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（児）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4年1月29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（講義）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研修終了後、
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目
指す　定員 12人程度（抽選）
申込方法 下記二次元コードから申込むか、
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。
申込締切日時 1月7日㈮午後
5時（必着）　問合せ 障害福
祉課（区役所2階⑩番）
TEL （5246）1207

フリーマーケット出店者募集

日時 ①4年1月2日㈰午前9時～午後3時　
②9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　②30店

出店料 ①2,000円※区民は会HPから予約
で1,500円　②2,000円

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　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

霧ヶ峰学園宿泊スキーバスツア
ー（1泊2日）

日時 4年1月22日㈯～23日㈰、2月19日
㈯～20日㈰午前8時区役所前出発、午後5
時30分帰着予定　行先霧ヶ峰スキー場
対象区内在住か在勤の方とその家族
定員各40人※最少催行人数各20人
費用大人14,500円、子供（4歳～小学生）
10,500円※宿泊代・交通費・食事代（3
食）を含む。2日目昼食・スキー場リフト
券・スキーセットのレンタル料金等は各自
負担。※詳しくは、少年自然の家霧ヶ峰学
園HPをご覧ください。
申込み・問合せ 富士急トラベル㈱
TEL （5302）0200　 問合せ 少年自然
の家霧ヶ峰学園 TEL 0266（52）0257
台東区学務課 TEL （5246）1422

工作教室「コロコロ四輪車」

日時 4年1月30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 下記二次元コードから申込み
申込締切日時 12月24日㈮
午後5時
問合せ 生涯学習課
TEL （5246）5815

第1回ボッチャ交流大会

日時 4年1月23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　定員最大20チーム（抽選）
申込方法 電子申請※チームエントリー（1
チーム3～5人）　 申込締切日 12月20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

（
4区（文京・台東・北・荒川）
合同初級障がい者スポーツ指導
員養成講習会

障がい者スポーツへの理解を深めていただ
くため、障がい者スポーツに関心を持ち、
活動意欲のある区民等を対象とした、4区
合同の講習会です。　期間 4年2月23日㈷
・27日㈰、3月5日㈯・12日㈯　時間 午
前9時～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
在勤（学）の18歳以上の方（4月1日現在）　
定員 各区7～8人程度　費用 受講料は無料
※初級障がい者スポーツ指導員登録には、
申請・認定料5,500円および登録料3,800
円が必要※詳しくは、区HPでご確認くだ
さい。　 申込方法 電子申請または、申込
用紙をファックスか郵送または直接下記
問合せ先へ　申込締切日時 12月24日㈮午
後5時（必着）　問合せ 〒111－8621　生
涯学習センター5階スポーツ振興課（土・
日曜日・祝日を除く午前9
時～午後5時）
TEL （5246）5853
FAX（5246）5814

都立浅草高校学校
温水プール水泳教室

日時12月25日㈯午後2時～2時50分・26
日㈰午前11時40分～午後0時30分
対象区内在住か在勤（学）の高校生以上の
方　定員各30人（先着順）※内容等詳しく
は、区HPをご覧ください。　費用プール利
用料で参加可　持ち物 水着、バスタオル等　
申込方法 催し名・希望日時・住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を電話かファック
スで下記申込先へ
申込締切日時 12月22日㈬午後9時
場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水プ
ール（今戸1－8－13）
TEL ・ FAX  （3874）3019
問合せ 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

柳北スポーツプラザ
幼児運動教室（第4期）

日程（全5回）4年1月16日・30日、2月
13日・27日、3月13日の日曜日　時間  (3

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。

販売開始日 12月15日㈬　 問合せ 台東区
芸術文化財団 TEL （5828）7591

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）12月12日㈰～4年2月10日㈭　
場所区役所１階台東アートギャラリー
展示作品 平成6年度台東区長賞受賞作品

（油画）「生えるもの」奥秋由美作、平成11
年度台東区長賞受賞作品（日本画）「花ノモ
トニテ」ウエバヒロコ作　問合せ 文化振興
課 TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●展示替えのため臨時休館します
期間 12月13日㈪～17日㈮
●常設展示内W特集「時代を創った人物
9」「2022年の干支 とら＋

ぷらす

」
期間 12月18日㈯～4年3月9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・木曜日（祝休日と重なる場合は
翌日）※入館時は靴を脱いで靴下着用　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

下町風俗資料館
特別展「装いが示すものーひと
となりを身にまとうー」

期間 12月4日㈯～4年2月20日㈰
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料 一般300円、小中
高生100円　休館日 月曜日（祝休日の場
合は翌日）　 場所・問合せ 下町風俗資料館
TEL （3823）7451

第4回革小物（カードケース）
手作り教室

日時 4年1月22日㈯午後1時30分～3時
30分　対象 区内在住か在勤（学）の小学
5年生以上※小学生は保護者同伴
定員 10人（抽選）　講師 有馬頼之氏（も
のづくり工房）　費用 1,000円（勤労者
サービスセンター会員は500円）
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、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 1
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

（ あたまの健康チェック®を受けて
みませんか

日時 ①4年1月11日㈫午前　②2月15日㈫
午後　場所 区役所10階会議室　対象 区内
在住の65歳以上75歳未満の方　定員各10
人（抽選）　申込方法 往復はがき（1人１枚）
に希望日・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（必着）①
12月24日㈮　②4年2月7日㈪※複数名の
記入、往復はがきでないものは無効
問合せ 〒110－8615　台東区役所介護予
防・地域支援課 TEL （5246）1225
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・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
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30人 (抽選)
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 12月19日㈰
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

たなかスポーツプラザ幼児運動
教室「ちびっこスポーツアカデ
ミー（第4期）」

日程（各全6回）①4年1月6日・20日、2月
3日・17日、3月3日・17日の木曜日　②
1月13日・27日、2月10日・24日、3月
10日・24日の木曜日　時間①3・4歳コー
スは午後2時30分～3時20分、5・6歳コー
スは午後3時40分～4時30分　②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 電子申請　 申込締切日 12月19日
㈰※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
「キッズ・チアダンス教室」
日程（全6回）4年1月7日・21日、2月4日
・18日、3月4日・18日の金曜日　時間午
後6時～7時　場所 たなかスポーツプラザ　
対象区内在住の平成24年4月2日～29年4
月1日生まれの子供　定員 12人（抽選）
申込方法 電子申請※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

清島温水プール水泳教室

①大人のためのワンポイントレッスン～
10分間のワンポイントアドバイス～
日程（全8回）4年1月7日～3月4日の金曜
日（2月11日㈷を除く）　時間午後2時～4
時　対象区内在住か在勤（学）の高校生以
上　費用利用料金
②子供のためのワンポイントレッスン～水
慣れ～クロールまで、少人数で20分間の
水泳アドバイス～　 日程（全6回）4年1月
9日～2月13日の日曜日　時間午前9時10
分～10時50分　対象 区内在住か在学の3
歳～小学3年生　費用利用料金　
③初心者水泳教室～初めてから4泳法25
メートル完泳を目指したグループレッスン
～　 日程（全6回）1月20日～2月24日の
木曜日　時間 午後2時～4時（1時間レッ
スン後1時間自由遊泳）　対象 区内在住か
在勤（学）の高校生以上　定員 50人（抽選）　
費用 500円（保険料・利用料含）
④ウォーターエクササイズ～水中版エアロ
ビクス 水の特性を使って全身をシェイプ
アップ～　 日程（全6回）1月21日～3月4
日の金曜日（2月11日㈷を除く）　時間午
前11時30分～午後1時30分（1時間レッ
スン後1時間自由遊泳）　対象 区内在住か
在勤（学）の高校生以上　定員 50人（抽選）　
費用 500円（保険料・利用料含）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
講師野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
申込方法 ①は当日フロントで申込み　②は
当日プールサイドで申込み　③④は往復は

がき（1人1枚1教室1クラス）に教室名・
希望クラス・住所・氏名・電話番号・泳力
レベルを書いて下記問合せ先へ※往復はが
き返信後、来館手続きあり
申込締切日 ③④12月20日㈪（必着）
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※各教室の詳細は、
清島温水プールHPをご覧ください。

区民体育祭「スキー競技大会」

日程 4年1月16日㈰　場所車山高原スキー
場（現地集合・解散）　対象 区内在住か在
勤（学）の方　参加費 2,000円
申込締切日時 1月7日㈮午後5時※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

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム（絵本の配布の
み）　場所中央図書館ほか　対象区内在住
の令和2年6月1日～3年6月30日生まれの
子供と保護者　定員 毎月40組（先着順）
※申込みは子供1人に1回まで、申込みは
保護者に限る※中央図書館で受付し、受取
館は選択　 申込開始日 12月14日㈫
申込み・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

企画展「日記が語る台東区8　
馬琴日記」

期間 12月17日㈮～4年3月13日㈰
場所中央図書館
●スライド・トーク 「馬琴日記と台東区」
日時 4年1月30日㈰午後2時～4時
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
せ先へ（区HPから申込可）※詳しくは、
区HPをご覧ください。　申込締切日時 1月
19日㈬午後5時（必着）　問合せ 〒111－
8621　中央図書館 TEL （5246）5911

高齢者の方に無料で「マッサー
ジサービス」を実施します

初回日程 12月16日㈭（老人福祉センター
・橋場老人福祉館）、21日㈫（入谷老人
福祉館）、4年1月7日㈮（三筋老人福祉館）
時間 午前10時～午後3時のうち20分程度　
対象 区内在住の65歳以上の方（12月1日
現在）　定員 1日24人程度（先着順）※日
程等詳しくは、下記問合せ先へご確認くだ
さい。　 場所・申込み・問合せ 老人福祉セ
ンター TEL （3833）6541
入谷老人福祉館 TEL （3873）9036
三筋老人福祉館 TEL （3866）2417
橋場老人福祉館 TEL （3876）2365

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

「LINE」4年1月13日㈭・17日㈪・24日
㈪※スマホ・タブレット持参　②「宛名シー
ル・名刺の作成」1月14日㈮・18日㈫・
21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
書いて右記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」　日時 4

年1月12日㈬・27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　◆
対象区内在住で原則60歳以上の方
申込締切日 12月20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

成年後見制度連続講座（予約制）
日程・内容 ①4年1月14日㈮「生前整理」　
②28日㈮「親子で介護や相続の話をする
コツ」　③2月8日㈫「成年後見ホントの話」
時間午後2時～4時※1回のみの参加可
対象 区内在住か在勤（学）の方　講師 ①
徳山弘美氏（生前整理アドバイザー上級認
定指導員）　②村山澄江氏（司法書士）　③
酒井望氏（司法書士）　定員各12人（先着
順）　 場所・申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会 TEL （5828）7507

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口（予約制）

住まい探しにお困りの方へ住宅探しのお手
伝いをします。　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

初心者のためのスマホ・パソコ
ン相談会

日程①4年1月9日㈰　②2月12日㈯　③3
月12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 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
を往復はがきに書いて下記問合せ先へ、ま
たはメール（itniji@yahoo.co.jp・ITボ
ランティア虹の会）で申込み
申込締切日（必着）①12月24日㈮　②４
年1月28日㈮　③2月25日㈮
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「地域の子ど
もと音楽を楽しもう〜子ども向
け音楽イベントづくり〜」

日程（全5回）①4年1月15日㈯　②29日
㈯　③2月19日㈯　④3月12日㈯　⑤19
日㈯※別途イベントプログラムの企画会あ
り　時間 ①②③⑤午後2時～4時　④午前
10時～午後4時　 対象 区内在住か在勤

（学）で音楽活動をしており、子供との関
わり合いに関心のある方　定員15人（抽選）
テーマ ①音楽ワークショップとは何だろう　
②子供向けワークショップのプログラムを
たてるⅠ　③子供向けワークショップのプ
ログラムをたてるⅡ　④子供対象のイベン
トを実施　⑤今後のアクションプランをた
てる　講師 ①②③④東京文化会館ワーク
ショップリーダー　 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、

在勤の方は勤務先名・所在地・電話番号を
下記問合せ先へ　申込締切日 1月7日㈮（必
着）　 場所・問合せ 〒110－0015　台東
区東上野6－16－8　社会教育センター
TEL （3842）5352

生涯学習センタースマートフォ
ン講座

日時（全3回）4年1月29日～2月12日の
土曜日午前10時～正午　場所 生涯学習セ
ンター　対象 区内在住か在勤の15歳以上
でスマートフォンを利用したことがない方
または初心者（学生を除く）　定員 12人

（抽選）　 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、在勤の方は

勤務先名・所在地・電話番号を書いて下記
問合せ先へ　申込締切日 1月14日㈮（必
着）　 問合せ 〒111－8621　生涯学習セ
ンター生涯学習課 TEL （5246）5811

生涯学習センターパソコン講座
第3期募集

コース 日時（回数）
①初心者「マウス
・文字入力からは
じめよう」

4年2月4日 ～3月11日
の金曜日午前10時～正
午（全6回）

②ワード「チラシ
を作ってみよう」

2月4日～３月4日の金
曜日午後2時～4時

（全5回）
③エクセル「住所
録・家計簿を作っ
てみよう」

2月2日～3月2日の水曜
日午前10時～正午

（全5回）
④パワーポイント

「はじめての資料作
り」

2月2日～3月2日の水曜
日午後2時～4時

（全5回）

場所 生涯学習センター　対象 区内在住か
在勤の15歳以上で②～④はパソコンの基
本操作ができる方（学生を除く）　定員 各
12人（抽選）　費用１,000円（教材費）
申込方法 講座名（①～④）・住所・氏

ふりがな
名・

年齢・電話番号、在勤の方は勤務先名・所
在地・電話番号をはがきかメールで下記申
込先へ※受講時は返信する受講票を持参
申込締切日 1月14日㈮（必着）※各コース
1通のみ　申込み・問合せ 〒111－0034
台東区雷門2－19－17雷一ビル612　㈲
フォーティ TEL （3842）6453
Eメール  taito@fortynet.co.jp
問合せ 台東区生涯学習課
TEL （5246）5811

保育園対象家庭教育学級・後期
〜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 4年1月8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4～6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 区HP（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 12月
22日㈬　 問合せ 生涯学習
課 TEL （5246）5821

台東区介護サービス人材確保事
業　家庭介護基礎講習　オンデ
マンド型

介護保険の使い方、家庭での介護の方法を
専門家が丁寧に説明します。※オンデマン
ドをご覧いただく操作方法の相談に応じま
す。　期間 12月15日㈬～4年3月31日㈭　
講師鈴木誠一氏、澤潟昌樹氏
申込方法 下記二次元コードから申込む
か、住所・氏名・電話番号を電話かファッ
クスで下記問合せ先へ（申込書は事業団
HPからダウンロード可）　申込締切日 3月
20日㈰　 問合せ 台東区社
会福祉事業団
TEL （5603）2228
FAX（5603）2230


