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催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど
台東アートギャラリー等の展示
作品をご覧ください

時（予定）6月9日㈭～7月13日㈬　
場 区役所1階台東アートギャラリー　
展示作品 平成5年度台東区長賞受賞作品

「私のいる場所」（菱沼明子作）、平成22年
度台東区長賞受賞作品「碧波の風～島に出
会う」（宮川翠作）　問 文化振興課
TEL（5246）1153

台東にぎわい観光情報展

奥浅草・台東区の伝
統工芸（ガラスペン）
などをパネルで紹介
します。 時 7月1日
㈮まで（最終日は午
後3時まで）　 場・問 浅草文化観光センタ
ー TEL（3842）5566

七夕飾りと手作りうちわ
ワークショップ（予約制）

時 7月3日㈰午後1時、3時　場 浅草文化
観光センター4階小会議室　問 浅草文化観
光センター TEL（3842）5566

朝倉彫塑館から

●常設展示内W特
集「生誕100年 
朝倉摂 diary」＆

「朝倉文夫と現代
彫刻家の猫」
時 9月7日㈬まで
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※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
休館日 月・木曜日（祝休日と重なる場合
は翌日）　問 朝倉彫塑館
TEL（3821）4549

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。　時 6月16
日㈭～19日㈰午前10時～午後9時（16日
は午後1時から、19日は午後5時まで）
場 JR上野駅グランドコンコース　
問 産業振興課 TEL（5246）1143

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

時 7月10日㈰～9月4日㈰午前9時～午後5
時（入場は4時まで）※8月28日㈰はわんぱ
くトライアスロン大会（予定)のため閉場（大
会中止の場合は、午前9時～午後5時開場)
●夜間プール開場　時 7月21日㈭～８月
20日㈯午後6時30分～8時30分（入場は
7時30分まで）※月曜日・7月30日㈯・
31日㈰は閉場　対 中学生以上の方

◆以降、上記記事の共通項目◆
料金（1時間）大プールは一般200円、中学
生以下100円、小プールは100円※おむ
つ使用の子供は利用不可※区内在住か在勤
の65歳以上の方は減額、障害者は料金免
除（要件の確認できる物を持参し、入場前
に事務所で登録手続きが必要）※詳しくは
台東リバーサイドスポーツセンターHPを
ご確認ください。 場・問 台東リバーサイ
ドスポーツセンター TEL（3872）3181

桜橋・わんぱくトライアスロン
２０２２

時 8月28日㈰午前10時受付開始、正午開
会式（小雨決行）　場 隅田公園（桜橋周辺）
対 区内在住か在学の小学4～6年生　
費 1,000円（保険料含む）　申 下記問合せ
先、区民事務所・同分室、小学校等で配付
する申込書に記入し、6月21日㈫までに費
用を郵便局で払込み　問 台東リバーサイ
ドスポーツセンター TEL（3872）3181

第42回 台東薪能 

時 ９月６日㈫午後4時開場、5時開演　
場 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）　
演目 （能）「橋辨慶」坂真太郎、「葛城」 
観世喜正　（狂言）「土筆」山本泰太郎　
入場料（全席指定）S席5,000円、
A席4,000円※未就学児入場不可
発売開始日時 7月13日㈬午前9時　
チケット販売場所 カンフェティHP（ TEL
0120−240−540でも申込可）、浅草公会
堂窓口

●台東薪能ワークショップ「詳解! !今年
の見どころ」 時 7月27日㈬午後6時～8時
場 区役所10階会議室　定 60人（抽選）
講 坂真太郎氏（能楽師観世流）　申 往復は
がきに記入例 1 ～5 ・性別・参加希望人数を
書いて下記問合せ先へ  締 7月4日㈪（必着）

◆以降、上記記事の共通項目◆
問 〒110−0004　台東区下谷1−2−11
台東区芸術文化財団 TEL（5828）7591

UENO JAZZ INN ’22

時 7月30日㈯午後3時開場、3時45分開
演　場 上野公園野外ステージ（水上音楽
堂）　出演 内堀勝＆MUビッグバンド（ゲ
ストVo.今陽子）、D.U.B.―1ほか　
入場料（全席自由）
前売3,000円、当日3,500円※当日券のみ
学生証の提示で割引あり　 発売開始日 6月
8日㈬　チケット販売場所 カンフェティHP

（ TEL 0120−240−540でも申込可）　
問 台東区芸術文化財団
TEL（5828）7591

書道博物館から

●企画展　「美しい楷書ー中国と日本ー」　
時 6月28日㈫～10月23日㈰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 月曜日（祝休日の場合は翌日）　
場・問 書道博物館 TEL（3872）2645

あなたの体の健康度、チェック
してみませんか？（予約制）

時 7月25日㈪午前9時30分、10時、10
時30分、11時（各30分程度）　場 台東保
健所　対 台東区の国民健康保険か後期高齢
者医療制度の加入者　定 各6人(先着順）　
内 血圧、握力、骨密度（素足で測定）、血
管年齢、物忘れ度の測定、結果説明と助言
申込開始日時 6月17日㈮午前10時　
申・問 国民健康保険課
TEL（5246）1251

あたまの健康チェック®を受けて
みませんか

時 7月22日㈮午後　場 区役所10階会議室
対 区内在住の65歳以上75歳未満の方
定 10人（抽選）　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
※複数名の記入、往復はがきでないものは
無効　締 7月8日㈮（必着）　
問 〒110−8615　台東区役所介護予防・
地域支援課 TEL（5246）1225

目指せ検定博士！
「第13回台東区子供歴史・文化
検定」

問題は、「台東区歴史・文化テキスト」か
ら出題します。 時 8月28日㈰午後2時～2
時45分　場 生涯学習センター　対 区内在
住か在学で学校受検未実施校または未実施
学年の小学5年～中学生　申 区内小中学校
は学校を通じて申込み、それ以外の方は電
話で下記問合せ先へ　締 7月4日㈪　
問 生涯学習課 TEL（5246）5828

区立保育園・こども園「合同子
育て広場」～のんびりのびのび
子育てタイム～（事前予約）

時 6月15日㈬午前10時15分～正午、午後
1時15分～3時※2部制の全員入れ替え　
場 生涯学習センター　対 乳幼児と保護者
定 親子あわせて20組程度（先着順）　
内 ままごと、ミニカー、くつろぎコーナー、
保育士による唄・手遊び、育児・栄養・健
康・保育園に関する相談
申込期間 6月8日㈬～１４日㈫（土・日曜日
を除く午前10時～午後4時）　
申・問 台東保育園 TEL（3832）1740

区民体育祭

●フェンシング　時 8月7日㈰　場 台東リ
バーサイドスポーツセンター　対 区内在
住か在勤（学）の方
費 2,000円※申込方法等詳しくは、区HP
からご確認ください。
締 7月15日㈮午後5時　
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

たなかスポーツプラザ「ちびっこ
スポーツアカデミー（第２期）」

コース・時 ①（全6回）3～5歳コースは7
月7日・21日、8月4日・18日、9月1日・
15日の木曜日午後3時30分～4時30分　
②（全5回）7月14日・28日、8月25日、
9月8日・22日の木曜日、3・4歳コース
は午後2時30分～3時20分、5歳コースは
午後3時40分～4時30分
場 たなかスポーツプラザ
対 区内在住の平成28年4月2日～31年4月
1日生まれの子供　 定（抽選）①30人　②
各10人
申 電子申請　締 6月19日㈰
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

図書館のこどもしつから

●ノーテレビデーおはなし会　

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

●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。
●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。

申込みの記入例

▲　能「葛城」坂真太郎　撮影:吉越スタジオ

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～

7月12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)

6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

産後ママのための
骨盤メンテナンスヨガ

7月8日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月まで
の子供

15組
(先着順)

6月20日
㈪

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

すばる　おはなし　
ばすけっと

7月5日㈫
午前11時～11時45分

区内在住の1歳6か月～
3歳の子供

15組
(先着順)

6月20日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかフラダンス 7月4日㈪
午前11時～11時45分

区内在住の3歳までの
子供

5組
(先着順)

6月20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
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※予約優先　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

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）

時 7月9日㈯午後1時30分～4時15分　
場 区役所3階会議室　対 区内のマンショ
ン所有者　定 6組(先着順・1組45分程度)
相談員 弁護士か一級建築士　
申込期間 6月6日㈪～７月6日㈬　
申・問 住宅課 TEL（5246）9028

東京都空き家フォーラムin上野

時 7月2日㈯　相談会は午前10時～午後4
時、セミナーは①午前11時～正午　②午
後1時30分～2時30分　場 区役所10階会
議室　セミナーテーマ ①「人気弁護士が伝
授!トラブル事例に学ぶ!失敗しない実家
の相続対策」②「賢い生前整理の秘訣! 50
代からの我が家と実家の片づけ術」　講 ①
角田智美氏（弁護士）　②鷲谷直子氏（整
理収納アドバイザー）　相談会講師 不動産・
住宅コンサルタント・弁護士・税理士・司
法書士・ファイナンシャルプランナー等　
申 記入例 1 ～ 4 ・参加人数を電話かファ
クスで下記申込先へ（ネクスト・アイズ㈱
HPから申込可）　申 ネクスト・アイズ㈱
TEL 0120−406−212
FAX（5574）0921
問 台東区住宅課 TEL（5246）1468

工作教室
「自分せんようせんぷうき」
時 7月31日㈰午後
1時30分～3時30
分　場 生涯学習セ
ンター　対 区内在
住か在学（園）の
満５歳～小学４年生　定 11人（抽選）
※参加者１人に付き添い１人まで
費 1,000円（材料費・保険料）
申 電子申請
締 6月30日㈭午後5時
問 生涯学習課
TEL（5246）5815

初心者のためのスマホ・パソコ
ン相談会

時 ①7月9日㈯　②8月13日㈯　③9月10
日㈯①～③午前10時、11時　場 生涯学
習センター　定 各4人（抽選）※1回50分
以内、スマホ・ノートパソコン所持者は持
参　申 往復はがきに記入例 1 ～ 4 ・希望

時 日時・期間　場 場所・会場　対 対象　定 定員　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 問合せ凡例

時 6月23日㈭午前11時　場 生涯学習セン
ター　対 0～3歳の子供　定 8組（1組3人
まで）
問 中央図書館 TEL（5246）5911
●あかちゃんえほんタイム　
時 7月5日㈫午前11時　対 区内在住で令
和3年1月5日～4年1月4日生まれの子供
と保護者　定 8組※子供1人につき1回ま
で。日本堤子ども家庭支援センターへ来館
または電話で申込み。
申込開始日 6月20日㈪※申込みは保護者
に限る。中央図書館では受付しません。
場・問 日本堤子ども家庭支援センター
TEL（5824）2535

企画展「台東区の古代・中世」

時 6月17日㈮～ 9月11日㈰　
場 中央図書館
●トーク・イベント　「台東区・墨田区の古
代・中世」時 7月16日㈯午後2時～4時
場 生涯学習センター　定 50人（抽選）　内
①「地誌に見る台東区の古代・中世」平野
恵（郷土・資料調査室専門員）②「隅田川
両岸の古代中世の名所」小山貴子（すみだ
郷土文化資料館学芸員）　申 往復はがき（1
人1枚）に記入例 1 3 4 を書いて下記問合
せ先へ郵送か、図書館HPから申込み　
締 7月6日㈬午後5時（必着）

◆以降、上記記事の共通項目◆
※詳しくは、区HPをご覧ください。　
問 〒111−8621　中央図書館
TEL（5246）5911

講座講座・・相談会相談会などなど講座講座・・相談会相談会などなど
女性のトータルヘルスサポート
講座「女性ホルモンとカラダの
トリセツ」（オンライン受講可）

時 7月2日㈯午前10時～正午　場 生涯学
習センター　定 25人（先着順）講 岡谷幸
子氏（更年期ライフデザインファシリテー
ター）　申 電話で申込先へ※会場受講は託
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6月25日㈯までに下記
申込先へ　申 ㈱明日葉
TEL  070（8810）0295
問 男女平等推進プラザ
TEL  （5246）5816

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第3期」
時（各全7回）8月5日～10月1日の金・土曜
日（8月12日・13日・27日を除く）（金
曜日クラス） ①3歳児コースは午後2時30
分～3時30分  ②5歳児コースは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11時～
正午　対 区内在住の3～5歳の子供　定 各
10人（抽選）　申 往復はがきに 1（①～④）
～ 5 ・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 7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

勤労者サービスセンターの催し

●パソコン講座「Excel2016活用講座」
時（全5回）8月17日㈬・24日㈬、9月7日
㈬・14日㈬・21日㈬午後6時30分～8時
30分　場 生涯学習センター　対 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 12人（抽選）　
講 フォーティネットパソコンスクール　
費 4,000円（受講料5回分・サービスセン
ター会員とその家族は別料金）、1,500円

（教材費）　申 はがき（1人1枚）に記入例
1 ～ 5 、在勤（学）の方は 6 7 、会員の
方は会員番号を書いて下記問合せ先へ　
締 7月15日㈮（必着）　問 〒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

産業研修センターの催し

●第3回CAD入門講座　
「Root Pro CAD」ソフトを使って、靴、
鞄、帽子等の設計を効率的に行うための
入門講座です。 時（全2回）7月26日㈫・
27日㈬午後6時～8時30分　対 区内在住
か在勤（学）で全日程受講可能な方　定 4
人（抽選）　講 清水直人氏　費 3,000円（2
回分）　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　締 7月6日㈬（必着）
●夏休み親子革小物手作り教室　時 8月4
日㈭・18日㈭・25日㈭午後１時30分～4
時30分　対 区内在住か在学の小学生と保
護者1人　定 各5組（抽選）　講 稲川實氏
山崎輝子氏、大川雅代氏　費 1,000円　
申 往復はがきに記入例 1（希望日）・ 2 ・
子供と保護者の 3 ・4 ・学校名・学年を書
いて下記問合せ先へ　締 7月15日㈮（必着）

◆以降、上記記事の共通項目◆
場・問 〒111−0023　台東区橋場1−36−2
産業研修センター TEL（3872）6780

シルバー人材センター

●スマホ講座　 内・時（全3回）①「スマホ
（Android）の写真の整理」7月6日㈬・8
日㈮・13日㈬　②「LINEの活用」7月7日
㈭・11日㈪・14日㈭①②午前10時～正午
※スマホ持参　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 7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 ・希望時間・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 6月20日
㈪※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

笑って元気教室「漫才と体操」
時 7月13日㈬午前10時～11時10分　
対 区内在住か在勤の40歳以上の方　
定 15人（抽選）　 出演者 たぬきごはん、
なにわプラッチック　申 往復はがきに記
入例 1 ～ 5 書いて下記問合せ先へ　締 6
月24日㈮（必着）　 場・問 〒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

専門医によるぜん息やアトピー
等のアレルギー相談

時 6月24日㈮午後3時～5時（1人30分）　
対 区内在住の方　定 4人（先着順）　
講 アレルギー専門医
場・申・問 台東保健所保健予防課
TEL（3847）9471

住まい探しにお困りの方に向け
た入居相談窓口

時 月～金曜日午前8時30分～午後5時

日（①～③）・希望時間・スマホかパソコン
を使ってやりたいことを書いて下記問合せ
先へ、またはメールでＩＴボランティア虹の
会（itniji@yahoo.co.jp）へ申込み
締（必着）①6月24日㈮　②7月29日㈮　
③8月26日㈮　問 〒111−8621　生涯学習
センター生涯学習課 TEL（5246）5811

たなかクラブスポーツ教室

●ヨガ教室　 時（全6回）7月7日・21日、
8月4日・18日、9月1日・15日の木曜日
午後3時～4時30分
●フラダンス教室　 時（全6回）7月8日・
22日、8月5日・26日、9月9日・30日の
金曜日午後6時～7時30分

◆以降、上記記事の共通項目◆
場 たなかスポーツプラザ　対 区内在住か
在勤（学）の方　定 各20人（先着順）　
費 各6,000円（保険料込） 申 たなかクラブ

（たなかスポーツプラザ内）で直接申込み
申込受付日 6月9日・10日・16日・23日・
24日・30日の木曜日午後１時～4時30分
金曜日午後5時～6時30分※定員になり次
第受付終了　問 たなかクラブ
TEL（3875）2860
※申込受付日（時間）のみ
問 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２期」
時（全5回）7月24日、8月7日・21日、9月
4日・25日の日曜日　3歳コースは午前9時
30分～10時30分、4・5歳コースは11時～
正午　場 柳北スポーツプラザ　対 区内在
住の平成28年4月2日～31年4月1日生ま
れの子供
定 各30人（抽選）
申 電子申請　締 6月19日㈰
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

清島温水プール水泳教室

●第3期 幼児水泳教室　水慣れからクロ
ールのレベル別グループレッスンです。
時（全6回）7月16日～8月20日の土曜日　
Aクラスは午前11時30分～午後0時30分、
Bクラスは午後0時30分～1時30分
対 区内在住か在園の3～6歳の未就学児　
定 各30人（抽選）
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
費 8,500円（6回分・保険・利用料含む）
申 清島温水プールHPから申込み※定員に
満たない場合は締切日以降もフロントで受
付　締 6月21日㈫
場・問 清島温水プール
TEL（3842）5353

高齢者はつらつトレーニング
トレーニングマシンを使用した運動教室です。簡単な体操やストレッチも行います。

▷対象　区内在住の65歳以上の方で、要介護認定を受けていない方（心疾患・高血
圧等の症状のある方は主治医要相談）

▷定員　表のとおり（抽選）　▷費用　300円（保険料・初回のみ）
▷申込方法　はがきに高齢者はつらつトレーニング希望・希望する場所（千束健康

増進センターの場合は火曜日または金曜日コースのいずれかも記入）・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　7月1日㈮（消印有効）
▷問合せ　〒110−8615　台東区役所介護予防・地域支援課 TEL （5246）1295

場所 日程※祝休日を除く 時間 定員（抽選）
上野健康増進センター 7月27日～9月28日の水曜日

午前10時～11時
30分頃

3人
千束健康増進センター

（火曜日コース） 7月26日～9月27日の火曜日 6人

千束健康増進センター
（金曜日コース） 7月29日～10月7日の金曜日 6人


