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催しものなど催しものなど
映画「女を修理する男」
上映会＆トークイベント

時 3月5日㈯午後1時～4時　定 15人（先
着順）　講 米川正子氏（NPO法人RITA-
Congo共同代表）　申 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 3 5 を2月26日
㈯までに下記問合せ先へ　 申込開始日 2月
4日㈮　場 ・問 男女平等推進プラザ（生
涯学習センター4階） TEL （5246）5816

連携都市 滋賀県長浜市
湖北・長浜観音文化
第3回パネル展 講演会

●パネル展　時 2月15日㈫～3月6日㈰午
前9時～午後8時（最終日は5時まで）
場 浅草文化観光センター7階
●講演会「ホトケとともにある暮らし～湖
北長浜の観音文化の背景～」　時 3月6日
㈰午前10時～11時30分、午後1時30分
～3時※各回講演内容は同じ　講 佐々木悦
也氏（長浜市高月観音の里歴史民俗資料館
学芸員）　場 浅草文化観光センター6階
定 各20人（先着順）　 申込開始日時 2月7
日㈪午前9時　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申 ・問 長浜市長浜城歴史博物館
TEL 0749（63）4611　問 台東区都市
交流課 TEL （5246）1016

台東区障害者作品展
「森の中の展覧会」
時 3月3日㈭～7日㈪午前10時～午後5時

（最終日は3時まで、入場は閉館30分前ま
で）　場 上野の森美術館（上野公園1－2）
問 文化振興課 TEL （5246）1153

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

時（予定） 2月13日㈰～4月12日㈫
場 区役所1階台東アートギャラリー
展示作品 昭和57年度台東区長賞受賞作品

（日本画）「叢」佐々木正氏、平成12年度
台東区長賞受賞作品（日本画）「小さな命」
小澤愛氏　問 文化振興課
TEL （5246）1153

産業研修センターの催し

●第1回トレーニング教室　やさしい筋力
アップで体幹のバランスを整えます。
時（全15回） 4月5日～7月26日の火曜日
午後1時30分～3時　対 区内在住か在勤
の方　定 20人（抽選）　費 4,000円（15
回分・初日に支払い）　申 往復はがきに記

入例 1 ～ 4 ・年代、在勤の方は 6 7 を書
いて下記問合せ先へ
●基礎英会話教室　 時（全20回） 4月5日
～8月30日の火曜日午後6時30分～8時
30分　対 区内在住か在勤（学）の16歳
以上の方　定 20人（抽選）　費 6,000円

（教材費別）　申 往復はがきに記入例 1 ～
4 ・年代、在勤（学）の方は 6 7 を書い
て下記問合せ先へ　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
締 3月18日㈮（必着）　場・問 〒111－
0023　台東区橋場1－36－2　産業研修
センター TEL （3872）6780

朝倉彫塑館から

◀︎朝倉文夫
　「大河内正敏像」
　1938年頃

●建築ツアー（入館者対象）　時 2月9日
㈬午後2時（30分程度）
●ギャラリートーク（入館者対象）　時 2
月16日㈬午後2時（30分程度）
●バックヤードツアー　時 2月16日㈬、3
月2日㈬・9日㈬午前9時25分（10分程度）
申 1週間前までに電話で申込み（先着順）

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

下町風俗資料館が展示替えのた
め休館します

時 2月21日㈪～25日㈮　問 下町風俗資
料館 TEL （3823）7451

グリーン・リーダー
私の写真・作品展

時 3月14日㈪～18日㈮午前9時～午後5
時（14日は午後1時から、18日は午後1

時まで）　場 区役所１階ロビー　問 環境課
TEL （5246）1323

環境学習室
「登録制プログラム」　

●くらまえ田んぼクラブ

活動日時 第2または第3日曜日午前10時
30分～正午　対 区内在住か在勤（学・園）
の5歳～小学2年生の親子　 定 6組12人

（抽選）　申 電話で申込み※30組60人（先
着順）　締 2月27日㈰※後日資料を送付し
ます。内容を確認の上、同意いただける方
のみ同封の申込用紙を3月13日㈰までに
下記問合せ先へ提出
●きっずインタープリター
活動日時 開館日　対 区内在住か在学の小
学生　申 下記問合せ先で配布する申込用
紙に記入し提出
●ビオトープ調査隊

活動日時 第1日曜日①午前10時30分～正
午　②午後２時～４時　対 区内在住か在
学の①小学1～2年生　②小学3～6年生
定 ①②各12人（抽選）　申 下記問合せ先
で配布する申込用紙に記入し3月10日㈭
までに下記問合せ先へ提出

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 環境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

フリーマーケット出店者募集

時 ①3月6日㈰午前9時～午後3時　②13
日㈰午前10時～午後4時　場 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）①
50店　②30店　費 ①②2,000円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） ①フリー

マーケット推進ネットワーク（午前9時～
午後6時） TEL 048（268）8711

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。

1 講座（催しもの）名
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話（FAX）番号

5 年齢
6 勤務先（学校）名
7 勤務先（学校）の住所
8 勤務先（学校）の電話番号

内 内容
講 講師
費 費用・会費・参加料・金額
申 申込方法・申込み

持 持ち物
締 申込締切日
問 問合せ

時 日時・期間
場 場所・会場
対 対象
定 定員

申込みの
記入例

凡例

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！
　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。

問 観光課
TEL （5246）1151

台東区少年少女発明クラブ指導員募集
業務内容 定例活動の準備および指導、作品展等の引率ほか　対 発明クラブの主旨や目
的に理解があり、次のいずれかに該当する方（特定の資格等は不要） ①木工、電気・
電子工作の知識や経験がある　②工芸、美術に関する知識や経験がある　③プログラ
ミングに関する指導ができる　時 4月1日～6年3月31日　活動形態 Ⓐ第1・3土曜日
午後2時～4時　Ⓑ第2・4土曜日午後2時～4時　Ⓒ第1・3日曜日午前10時～正午　
Ⓓ第1・3日曜日午後2時～4時※採用後に相談の上コースを決定　場 生涯学習センタ
ーほか　 謝礼 1回の定例活動につき7,000円（交通費別途）　申 ⑴履歴書　⑵作文（応
募動機、400字程度）　⑶今までの創作活動の内容・成果が分かる資料・写真等（任意）
を下記問合せ先へ簡易書留で郵送か持参　選考方法 書類審査・面接　締 2月25日㈮

（必着）　問 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5815
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②タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後6時） TEL 050（3616）3300
問台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1291

少年リーダー研修会

●研修生募集　グループゲームや野外活動
を通じ、青少年の成長を応援します。
時第2土曜日（8月を除く）等　対区内在
住か在学の4月時点で小学4年生～高校生
年代　費小中学生2,600円、高校生年代
3,650円（宿泊研修やハイキング代別途）
※申込方法等詳しくは、区立小学校、生涯
学習センター5階生涯学習課で配布する募
集案内をご覧ください。　締 3月28日㈪
●リー研フェスタ　少年リーダー研修会の
研修生と、楽しいゲームや工作を行います。
時 3月13日㈰午前10時～午後3時　場生
涯学習センター　内ゲーム、工作、研修
生活動報告、研修生参加希望者申込受付　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問生涯学習課
TEL（5246）5821

ブラインドサッカー体験会

時 2月26日㈯午後1時30分～3時　場台
東リバーサイドスポーツセンター体育館
対区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）　持運動できる服装、室内用運動靴
申電子申請か電話で下記問合せ先へ※詳
しくは、区HPをご確認ください。
申込期間 2月7日㈪～18日
㈮午後5時
問スポーツ振興課
TEL（5246）5853

シニアボッチャ体験会

時 2月26日㈯午前9時30分～11時30分
場台東リバーサイドスポーツセンター体
育館　対区内在住か在勤の60歳以上の方
定 30人（先着順）　持運動できる服装、
室内用運動靴　締 2月18日㈮
申・問スポーツ振興課
TEL（5246）5853

講座・相談会など講座・相談会など
ひきこもりに関する①講演会
「ひきこもりの明るい未来のため
に～クリニックでの見守り支援
と人生設計案内～」　②個別相
談会　③茶話会
時 3月6日㈰　①午前10時～11時30分
②午後1時～5時　③午後1時～2時30分
場区役所10階会議室　対②③は区内在住
の方優先　 定（先着順）①50人　②6組

（1組55分程度）　③10人　講伊波真理雄
氏（雷門メンタルクリニック院長）
申電話か区HPから申込み
締 2月25日㈮
問子育て・若者支援課
TEL（5246）1341

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室　第1期」
時（全7回） 4月8日～5月28日の金・土

曜日（金曜日クラス）①3歳児コースは午
後2時30分～３時30分　②4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　④
5歳児コースは午前11時～正午　定各10

人（抽選）※内容等詳しくは、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。　申往復はがきに希望
クラス・コース・記入例 2・ 3・参加者
生年月日・性別・保護者の 3・保護者の
4を書いて下記問合せ先へ　締 3月15日
㈫（必着）場・問〒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

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　 内・時（全3回） ①「ワ
ードの応用」案内状やチラシの作成・3月
7日㈪、10日㈭、14日㈪　②「エクセル
の応用」住所録や家計簿等の作成・8日㈫、
11㈰㈮、18日㈮①②午前10時～正午※
パソコン持参　定各6人（抽選）
費 3,000円（3回分）　申往復はがき（1
人1枚）に記入例 1～ 5を書いて下記問
合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」　時 3月
15日㈫・25日㈮午前10時～11時、11
時～正午　定各5人（抽選）　申往復はが
き（1人1枚）に記入例 1～ 5・希望日時、
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　◆

対区内在住の60歳以上の方　締 2月18
日㈮（必着）※募集数に達しない場合、
21日㈪以降に電話で受付
場・問〒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

認知症サポーター養成講座

時 3月4日㈮午後2時～3時30分
場区役所10階会議室　対区内在住か在勤

（学）の方　定 30人（先着順）　講地域包
括支援センター職員
申・問介護予防・地域支援課
TEL（5246）1225

第5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。　時 3月
9日㈬午前9時30分～正午　場DOGLY
愛犬E－SCHOOL（根岸3－1－10）
対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 15頭分（先着順）※原則1頭につ
き2人までの参加　内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）　申区HPか

ら申込むか電話で下記問合せ先へ
申込期間2月7日㈪～3月2日㈬　問 台東
保健所生活衛生課 TEL（3847）9437

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。　時毎週金曜日午後1時
30分～4時30分　対区内在住の高齢者、
障害者、ひとり親世帯の方など
場・申・問住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468 

無料建築相談

時 3月3日㈭午後1時～4時　場・問住宅
課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

オンラインスポーツ教室

内・時①じっくり全身ストレッチ教室・2
月26日㈯午後1時～2時　②全身アクティ
ブストレッチング教室・3月6日㈰午後1
時30分～2時30分
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

定 20人（抽選）　講高橋聖氏（台東区ス
ポーツ推進委員・日本スポーツ協会公認ア
スレティックトレーナー）　申電子申請
締 2月20日㈰※詳しくは、
区HPをご確認ください。
問スポーツ振興課
TEL（5246）5853

都立浅草高等学校
温水プール水泳教室
時 2月26日㈯・27日㈰午後2時～2時50
分　対区内在住か在勤（学）の高校生以
上の方　定各30人（先着順）※内容等詳
しくは、区HPをご覧ください。　費プー
ル利用料で参加可　持水着、バスタオル
等　申記入例 1～ 5・希望日時・性別を
電話かファクスで下記申込先へ　締 2月
26日㈯午後1時　場・申・問都立浅草高
校温水プール
TEL・FAX（3874）3019
問台東区スポーツ振興課
TEL（5246）5853

清島温水プール
障害者水泳指導者養成講座

障害者向けの水泳指導法を学べると共に水

泳の基礎が身に付く講座です。
時（全4回、机上2回・実技2回） 3月4日～

25日の金曜日午後7時～9時　対区内在住
か在勤（学）の高校生以上の方　定 10人

（抽選）　講野村不動産ライフ＆スポーツ
㈱　申往復はがき（1人1枚）に記入例 1
～ 5・泳力レベルを書いて下記問合せ先
へ　締 2月25日㈮（必着）
場・問〒110－0015　台東区東上野6－
16－8　清島温水プール
TEL（3842）5353

介護職員初任者研修（通学）
受講者募集
時講義・演習は4月7日㈭～6月27日㈪の
うち44日間午後6時30分～9時40分（8
時30分までの日もあり）、修了式は6月28
日㈫午後6時30分　場三ノ輪福祉センタ
ー　対全日程通学可能な方※区内在住か
在勤の方優先　定 12人（先着順）
費 79,100円（テキスト代含む）　申電話
で申込書を下記問合せ先へ請求し、本人確
認できる物（運転免許証・健康保険証など
の写し）と共に提出※詳しくは、事業団
HPをご覧ください。　締 3月23日㈬
問台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

介護予防教室参加者募集

時（全10回） 4～6月　①③④午前11時
～正午　②午後1時30分～2時30分
対区内在住のおおむね65歳以上の方
定各10人（抽選）　

コース 曜日 場所
①面白脳トレ教室（漢字
や熟語のクイズや計算問
題 な ど で 前 頭 葉 を 活 性
化！）

火
老人福祉
センター②お口元気度アップ講座

（歯科衛生士の指導で目指
せ健康長寿）

水

③面白脳トレ教室（オリジ
ナルのゲームやパズルを
使い、楽しみながら脳のト
レーニング）

火 橋場老人
福祉館

④セラバンドで筋力アップ
トレーニング教室（トレー
ニング用のゴムを使って筋
力アップ）

水 三筋老人
福祉館

申老人福祉センター、各老人福祉館で配
布する申込用紙に記入し、下記問合せ先へ
郵送※申込書は老人福祉センターHPから
ダウンロード可　締 3月1日㈫（必着）　
問老人福祉センター
TEL（3833）6541

第1期 硬式テニス教室

曜日 クラス レッスン時間 定員 受講料

木曜

初級① 午前9時10分～10時40分 15人

12,000円
初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人
初級③ 午後1時30分～3時 15人
初級④ 午後3時15分～4時45分 15人
初級⑤ 午後5時55分～7時25分 15人 15,000円
中級Ａ 午前9時30分～11時 30人

12,000円
中級Ｂ 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級Ｃ 午後1時30分～3時 15人
中級Ｄ 午後3時15分～4時45分 15人
中級Ｅ 午後5時55分～7時25分 15人

15,000円中級Ｆ 午後7時30分～9時 30人

水曜
中級Ｇ 午後5時55分～7時25分  15人
上級 午後7時30分～9時 15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、3月23日㈬午後7時（予定）のレベルチェックが必要

時 4月6日㈬～6月16日㈭の10回（5月4日㈷・5日㈷を除く）　対区内在住か在勤
（学）の高校生以上の方（未経験者不可）　持運動着、ラケット、シューズ
申往復はがき（1人1枚・1クラス）に記入例 1～ 5在勤（学）の方は、6～ 8を書
いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効　締 2月23日㈷（必着）
場・問〒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


