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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
（ 青少年健全育成講演会「子どもたちの笑顔のために」（予約制）
日時4年1月27日㈭午後
1時開場、1時30分開演
場所生涯学習センターミ
レニアムホール
定員150人（先着順）
講師佐藤弘道氏（医学博
士）　申込方法電話か下記二次元コードか
ら申込み※詳しくは、区HP
をご覧ください。
問合せ子育て・若者支援課
TEL（5246）1341

第25回下町大音楽市
①上野浅草室内管弦楽団　日時4年1月29
日㈯午後1時開場、2時開演　曲目交響曲
第7番イ長調（ベートーヴェン）ほか
②したやウィンドアンサンブル　日時2月
12日㈯午後0時30分開場、1時30分開演
曲目スター・ウォーズ、南太平洋 ほか

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所①生涯学習センターミレニアムホール
②浅草公会堂
入場料（全席指定）①1,500円※未就学児
入場不可　②1,000円　前売券チケット
ペイ、下記財団窓口で販売中　問合せ台
東区芸術文化財団 TEL（5828）7591

友好都市南会津町から
「会津高原だいくらスキー場ふれ
あいスキーツアー」
期間4年2月11日㈷～12日㈯　対象区内
在住か在勤（学）の方　定員60人（先着順）　
費用一般18,500円、小学生12,000円、
未就学児9,000円※宿泊代（1泊2食）、
交通費、リフト券（2日分）、保険料含む
※詳しくは、区HPか区役所1階ロビー・

を書いて下記問合せ先へ　申込締切日 1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

くずし字解読講座「変体仮名で
触れる古典文学」（初心者向け）
日時（全4回）4年2月12日・19日・26日、
3月5日の土曜日午後1時30分（2時間程
度）　定員20人程度（抽選）　講師山口恭
子氏（法政大学兼任講師）　費用4,000円

（4回分・資料代含む）※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 1月24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

産業研修センターの催し
●ファッション・マーケティング講座「22
〜23秋冬トレンド・カラー＆レザー」
日時4年1月26日㈬午後6時30分～8時
対象区内在住か在勤（学）の方　定員30
人（先着順）　講師池田正晴氏（㈱ジャル
フィック代表取締役）　費用１,000円
申込方法講座名・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・
所在地をはがきかファクスまたはメールで
下記問合せ先へ　 申込締切日 1月19日㈬

（必着）　
●第５回革小物（レザートレイ）手作り教
室　日時2月26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）　講師廣瀬友和氏（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 2月4日㈮（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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　 Eメール kensyuu
senta@jcom.home.ne.jp

（
「フレイルと認知症予防講座」
〜2月1日は「フレイルの日」で
す〜

フレイル（虚弱）とは、筋力や認知機能が
低下し、要介護状態となるリスクが高い状
態をいいます。フレイルとなりやすい高齢
期に、意識して予防に取り組むことは、認
知症の予防にもつながります。　日時4年1
月25日㈫午後1時30分～4時15分
場所台東区民会館　対象区内在住のおおむ
ね60歳以上の方　定員40人（抽選）
講師飯島勝矢氏（東京大学高齢社会総合研
究機構教授）、高田佳子氏（日本笑いヨガ協

会代表）　申込締切日 1月13日㈭
申込み・問合せ介護予防・地域支援課
TEL（5246）1225

講演会「発達が気になる子の子
育てのコツ」（動画配信）

日程4年2月10日㈭～28日㈪　対象発達
に心配のある就学前の子供の保護者・家族
・関係者　講師竹谷志保子氏（うめだ・
あけぼの学園発達支援部補佐役・臨床発達
心理士）　申込方法区HP（下記二次元コー
ド）から申込み
申込締切日 2月14日㈪
問合せ松が谷福祉会館
TEL（3842）2673

3年度台東区地域活動団体パネ
ル展

区内で活動する団体の紹介をしています。　
期間12月24日㈮～4年1月9日㈰
場所生涯学習センター1階アトリウム
問合せ台東区社会福祉協議会
TEL（3847）7065

食品衛生すごろくで楽しく食中
毒予防を学びませんか？

すごろくで遊んだ感想・意見・質問等を
送ってください。詳しくは、下記二次元
コードをご覧ください。　期間4年1月31
日㈪まで　対象区内在住か
在勤（学）の方
問合せ台東保健所生活衛生
課 TEL（3847）9466

第4回ペットコミュニティエリ
ア適正利用講習会

ペットコミュニティエリアを利用するには
事前に講習会の受講が必要です。　日時4
年1月22日㈯午後1時30分～4時　場所エ
リール3階（浅草4－5－3）　対象次の全
てを満たすこと①飼い主が区内在住で、台
東区で登録をしている小・中型犬（背中か
ら地面まで約40センチメートル以内）　②
今年度の狂犬病予防注射および原則1年以
内に混合ワクチンを接種している　③犬の
健康状態に問題がなく（内・外部寄生虫、
伝染性疾病等にかかっていない）、他の人
や犬に対して過剰に吠えたり、威嚇したり、
咬傷事故をおこしたことがない　定員15
頭分（先着順）※原則1頭につき2人まで
の参加　内容エリア内でのマナーや知識
の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬練習（講
習中の間は施設内で愛犬をお預かりします）
受講上の注意①中学生以下は保護者同伴
②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可　③
犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼
い主が参加（1人で複数頭連れてくること
はできません）　申込方法 区HPから申込
むか電話で下記問合せ先へ　申込期間 12
月20日㈪～4年1月14日㈮
問合せ台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

1リサイクル
●子供用品限定　ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集　日時4年2月27日㈰午前
10時～午後2時　場所環境ふれあい館ひ

９階①番都市交流課、区民事務所・同分室
等で配布するチラシをご覧ください。
申込締切日時1月27日㈭午後5時
申込み・問合せみなみあいづ観光㈱
TEL 0120（915）221
FAX 0241（62）7788
問合せ南会津町商工観光課
TEL 0241（62）6200
台東区都市交流課
TEL（5246）1028

（

世界遺産区民講座
「着せ替えドミノで工作する、
あなただけのミュージアム」
（建築ワークショップ）
日程4年3月19日㈯　時間午前10時～午
後0時30分、午後2時30分～5時
場所区役所10階会議室　対象区内在住か
在学の小学3～6年生と保護者（2人1組）
定員各15組（抽選）　講師T＊O（建築家
ユニット）、おくやめぐみ氏（京都府立大
学准教授）　申込方法往復はがきに参加者
全員の住所・氏

ふりがな
名・電話番号、学校名・学

年を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）
申込締切日 1月31日㈪（必着）
問合せ〒110－8615
台東区役所都市交流課

「世界遺産区民講座」担当
TEL（5246）1193

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室　第6期」
期間（全7回）4年1月29日～3月25日の金
・土曜日　時間（金曜日クラス）①4歳児
コースは午後2時30分～３時30分　②5歳
児コースは午後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歳児コースは午前11時～正午
対象区内在住の3～5歳の子供
定員（抽選）各コース10人　申込方法往復
はがきに希望クラス（①～④）・住所・氏

ふりがな
名

・生年月日・性別・保護者氏名・電話番号

DVDシリーズ「台東芸能文庫」の
貸出をしています

「台東芸能文庫」は、演劇、落語、漫才、講談、浪曲など、
さまざまなジャンルの芸能の実演を収録しています。区立図
書館（中央図書館以外の館ではお取り寄せ対応）で全ての作
品を貸出しています。ご自宅でぜひご覧ください。
●台東芸能文庫一覧

巻 タイトル 巻 タイトル
特別編 江戸町火消　－KASHIRA－ 其の十一 紙切り　林家正楽
其の一 漫才師　内海桂子 其の十二 夫婦漫才　東京太・ゆめ子
其の二 女流義太夫　竹本越孝 其の十三 浪曲師　澤孝子
其の三 浪曲師　東家三楽 其の十四 浪曲師　国本武春
其の四 女流義太夫　竹本土佐子 其の十五 落語家　柳家さん喬
其の五 レビュー　SKD・OGスタス 其の十六 浪曲師　東家浦太郎
其の六 落語家　三笑亭夢丸 其の十七 漫才師　青空球児・好児
其の七 太神楽　翁家和楽社中 其の十八 お笑い　浅草21世紀
其の八 ボーイズ　灘康次とモダンカンカン 其の十九 ギター漫談　ペペ桜井
其の九 江戸売り声　宮田章司 其の二十 マジシャン　北見伸
其の十 講談師　一龍斎貞水

問合せ 文化振興課 TEL（5246）1328

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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まわり7階　出店数 21店（抽選）※区内
在住の方優先　申込方法出店希望者の住
所・氏名・年齢・電話番号・子供の年齢を
メールで下記問合せ先へ※電話での申込不
可、営業関係の方の出店不可
申込締切日時 1月24日㈪午後6時※出店決
定者にのみ出店票を送付します。当日持参
してください。　問合せ環境ふれあい館
ひまわりリサイクル活動室
TEL（3866）8050
Eメール trnet@jcom.home.ne.jp
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。
ゆずります　碁盤、碁石、マッサージ機、
ホットカーペット（2畳）
ゆずってください　トランポリン
※上記の情報は12月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間 午前10時～午後4時　休館日月
曜日・年末年始　問合せ環境ふれあい館
ひまわり TEL（3866）8361

台東区美しい心づくり標語及び
図画・ポスターコンクール入選
作品の展示会
標語624点、図画・ポスター412点の応
募があり、審査の結果、下記の皆さんが入
賞しました（敬称略）。
・標語　最優秀賞 阿出川太一　優秀賞白
倉こころ、藤間あやめ、内出慈乃
・図画・ポスター　幼児の部最優秀賞 尾﨑
紗楽　幼児の部優秀賞 山口穣、齋賀あかり
小学生の部最優秀賞内田結
小学生の部優秀賞 田原麻衣、稲石心柚
・入賞・佳作の作品を展示しています（標
語15点、図画・ポスター28点）
日時12月18日㈯～4年1月10日㈷午前9
時～午後9時※入賞者等は区HPでご覧にな
れます。　場所生涯学習センター1階アト
リウム　問合せ生涯学習課
TEL（5246）5815

小・中学生向け発明教室
「知

ち
的
てき
財
ざいさん
産ってなんだろう？」

日時4年2月26日㈯午後2時～4時
場所生涯学習センター　対象区内在住か
在学の小・中学生　定員36人（抽選）
申込方法電子申請
申込締切日時 1月21日㈮午
後5時　問合せ生涯学習課
TEL（5246）5815

みんなのボッチャひろば
日程①4年1月12日㈬　②21日㈮
時間午後7時30分～8時30分（7時15分
受付）　場所①田原小学校3階体育室　②
大正小学校地下体育館
対象区内在住か在勤（学）の方※小学生以
下は保護者同伴・送迎が必要
持ち物運動できる服装、室
内用運動靴、飲み物、タオル　
問合せスポーツ振興課
TEL（5246）5853

図書館のこども室から
●図書館を貸し切り！～家族でゆっくり本
を探そう～　休館日の図書館を期間限定で
利用できます。　日程4年2月6日㈰・11
日㈷・14日㈪・23日㈷　時間午前9時30
分～10時30分、11時～正午、午後1時～
2時、2時30分～3時30分、4時～5時
対象区内在住で、小学生以下の子供がいる

世帯　定員各1世帯（抽選）　申込方法図
書館HPから申込み（1世帯1回のみ第2希
望まで）　申込期間 1月11日㈫～18日㈫
※詳しくは、図書館HPをご覧ください。
場所・問合せ 根岸図書館
TEL（3876）2101

開運！図書館福袋
中身が見えない福袋として本を貸出しま
す。　期間4年1月11日㈫～13日㈭※な
くなり次第終了　対象図書館利用登録の
ある方　個数20袋（先着順）
場所・問合せ 根岸図書館
TEL（3876）2101

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

講座「誰もがあんしんして暮らせ
る地域とは～『はばたきプラン
21』（台東区男女平等推進行動
計画）を下敷きに」
（会場とオンライン）
日時4年2月5日㈯午後1時30分～3時30
分　定員（先着順）会場は20人、オンライ
ンは定員なし　講師皆川満寿美氏（中央学
院大学准教授、台東区「はばたきプラン
21」推進会議副会長）　 申込方法 下記二
次元コードから申込むか電話または直接
下記問合せ先へ※会場受講の場合託児あ
り（1歳以上の未就学児）希望の方は子供
の氏名・年齢が必要　申込開始日 12月21
日㈫　託児の申込締切日 4年1月29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

オンライン講座に参加しよう！
初心者のためのやさしい「Zoom」
の使い方講座

日時4年2月5日㈯午前10時～正午※Zoom
のインストールをされていない方は午前9
時45分来場　定員20人（先着順）
講師 ITボランティア虹の会　持ち物 手持
ちのパソコン、タブレット、スマートフォン　
申込方法 電話または直接下記問合せ先へ　
※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　
申込開始日12月23日㈭
託児の締切日 4年1月29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

共に気づく、学ぶSDGs講座
～最近よく耳にするSDGs、私
たちはどうする？～
日時（全4回）4年2月6日～27日の日曜
日午後2時～4時　対象区内在住か在勤
（学）の16歳以上の方　定員20人（抽選）　
講師第2・3回セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パン※テーマ等詳しくは、区HPをご覧く

ださい。　 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・電話番
号を書いて下記問合せ先へ　申込締切日 1
月25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

無料建築相談
日時4年1月13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

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4年1月15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）
相談員 弁護士または一級建築士
申込期間12月20日㈪～4年1月12日㈬
申込み・問合せ住宅課
TEL（5246）9028

福祉のしごと　相談・面接会
日時4年1月30日㈰午後1時～4時
場所区役所10階会議室　対象区内の福祉

施設で就職を希望する方　 申込方法 下記
問合せ先で配布するチラシの裏面申込書を
書いて当日提出※事前予約不要
問合せ 台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7545

高齢者施設ボランティア育成講
座（入門講座）　

日時4年1月20日㈭午前10時～午後1時
30分　場所三ノ輪福祉センター　定員6
人（先着順）　内容高齢者介護に関する基
礎知識の講座・体験研修、施設の食事体験
※動きやすい服装で参加　申込締切日 1月
19日㈬　申込み・問合せ台東区社会福祉
事業団 TEL（5603）2228

<1月>
1日 　初詣（浅草寺ほか）
1日～上旬　七福神詣（谷中、下谷、浅草
名所七福神）
1日～2月下旬　冬ぼたん（上野東照宮ぼ
たん苑）
8日 　とんど焼き（鳥越神社）
12日　まないた開き（坂東報恩寺）
25日　うそかえの神事（五條天神社）

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」
12月～4年2月出店自治体をご紹介します！
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が変
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
12月21日㈫まで 青森県青森市

12月23日㈭～28日㈫ 広島県広島市・広島広域都市圏
4年1月6日㈭～11日㈫ 青森県黒石市
1月13日㈭～18日㈫ 静岡県東伊豆市
1月20日㈭～25日㈫ 滋賀県長浜市
1月27日㈭～2月1日㈫ 栃木県鹿沼市

●緊急通報システム　緊急時に消防庁へ通報するためのペンダントと機器を貸与しま
す（緊急事態発生時に消防庁と連絡を取る協力員が必要です）。
▷対象　次の全てに該当する方　
・区内在住の18歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1・2級または東京都の難病医
療費助成を受給している

・ひとり暮らしや障害者のみの世帯で緊急時の対応が困難
●火災安全システム　消防庁への自動通報機能のついた火災警報器の貸与や、自動消
火装置、ガス漏れに対応する機器を給付します。
▷対象　次の全てに該当する方
・区内在住の18歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度
・ひとり暮らしや障害者のみの世帯で緊急時の対応が困難
※65歳以上で、高齢者の同制度該当者を除く
▷費用　世帯全員の所得に応じて自己負担あり
▷申込み・問合せ　障害福祉課（区役所2階⑩番） TEL（5246）1201

重度身体障害者等緊急通報システム・
火災安全システムをご利用ください

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

ホップ組～ベビー
マッサージ～

4年1月18日㈫
午前10時15分～11時

区内在住の5か月までの
子供

8組
(先着順)

12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

ベビーマッサージ～
親子の心が通うリラ
ックスタイム～

1月24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6か月までの
子供

各8組
（先着順)

12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

子どもと楽しむ絵本
の世界

1月29日㈯
午前11時～11時45分

区内在住の3歳までの子
供

17組
(先着順)

12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

ぽかぽか卒乳講座 1月13日㈭
午前11時～11時30分

区内在住の3歳までの子
供

5組
(先着順)

12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


