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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
オープンデータを活用！課題解
決のためのアイデアコンテスト

「たいとうアイデアソン2022」

時（全2回）8月28日㈰、
9月11日㈰両日午後1
時～5時※Zoomを利
用したWeb会議　
対 区の地域課題の解
決に関心があり全日程参加できる方　
テーマ ①地域防災の課題を解決するデジ
タルサービス　②中小企業の課題を解決
するデジタルサービス※テーマはどちら
かを選択　定 40人（抽選）　申 下記二次
元コードから申込み
締 8月10日㈬
問 情報政策課
TEL （5246）9022

連携都市 北海道鹿追町から
「馬の絵作品展」の作品募集

北海道の開拓の歴史は人と馬の歴史であり
十勝地域の開拓も馬の力なくしてはできま
せんでした。「ありがとう馬さんたち」の
気持ちを表す馬の絵の展覧会の作品を募集
しています。 締 ９月６日㈫（必着）※８
月４日㈭～３０日㈫は「ふるさと交流ショ
ップ台東」（鹿追町出店）に作品を提出で
きます。 対 小・中学生※申込等詳しくは、
下記二次元コードをご確認ください。
問 神田日勝記念美術館
TEL 0156－66－1555
問 台東区都市交流課
TEL （5246）1016

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）7月15日㈮～８月10日㈬　場 区
役所1階台東アートギャラリー　展示作品

昭和63年度「南の島の陸王」（中村譲作）、
平成9年度「都市生活」（若山哲作）
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、浅草や区の観光情報をパネルで紹介
します。 時 8月16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

書道博物館から

●キッズセミナー「かいしょのヒミツ」～お
はなしとワークショップ～　時 8月7日㈰午
前11時、午後2時　対 幼児～中学生　定
各10人（抽選）　 入館料 一般・大学生500
円、小中高生250円　申 往復はがき（1人
1枚）に記入例 1 ～ 5 ・希望時間を書いて
下記問合せ先へ　締 ７月22日㈮（必着）
場・問 〒110－0003 台東区根岸2－10
－4　書道博物館 TEL （3872）2645

7591したまちTAITO創業塾

時（全5回）8月21日、9月11日、10月16
日、11月13日、12月18日の日曜日午後
1時～6時　場 台東区中小企業振興センタ
ー※オンラインの場合あり　対 区内で起
業予定か、起業して間もない方　定 15人

（先着順）　講 坂本篤彦氏（中小企業診断
士）費 10,000円（5回分）　申 台東区産
業振興事業団HPから申込み※詳しくは、
右記二次元コードをご覧
ください。
問 台東区産業振興事業団 
TEL（5829）4124

ビジネス交流フェスタ２０２２

時 8月23日㈫午後2時～5時　場 台東区
民会館※オンラインの場合あり　対 中小
企業（区外企業も可）　 内・定（先着順）①
第1部はグループミーティング・60人程
度　②第2部は展示商談会・20社程度　
申 台東区産業振興事業団HPから申込み
※詳しくは、下記二次元コードをご覧くだ
さい。
締 ②のみ8月2日㈫
問 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4124

あなたの体の健康度、チェックし
てみませんか？（予約制）

時 8月9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 7月22日㈮午前10時
申・問 国民健康保険課
TEL （5246）1251

花とみどりのコンテストの募集を
開始します

夏の緑化の取り組みを応募いただいた方の
中から、取り組み結果が優秀な方を表彰し
ます。
①みどりのカーテン部門　あさがおやゴー
ヤなどで育てた「みどりのカーテン」の写
真をご応募ください。生育状況や景観等が
優れたものを表彰します（みどりのカーテ
ンとはネット等に植物をはわせてカーテン
状にしたものです）。
②地先園芸部門　玄関前、道路に面した
スペース等でプランター等を利用して育て
ている、横幅の合計が1メートル以上の手
軽な園芸が対象です。全体が分かる写真を
添えて応募してください。 参加賞 園芸用
品（予定）　対 区内在住か在勤の方（事業
所も対象）　申 応募用紙（下記問合せ先、
環境ふれあい館ひまわり、区民事務所・同
分室、地区センターで配布および区HPか
らダウンロード可）に記入し、下記問合せ
先へ持参か郵送（電子申請可）
締 9月30日㈮（消印有効）  問 環境課（区
役所6階③番） TEL （5246）1323

夏期ラジオ体操会地区大会

時 午前6時※雨天会場の記載がないもの
は雨天中止とします。※各会場で子供（中
学生以下）に参加賞あり。体操指導も行
います。 
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

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）の電話番号申込みの記入例

●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適切なマスクの着用等、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。

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

集まれ2・3歳
～親子で一緒に遊ぼう！～

8月16日㈫
午前10時15分～11時15分

区内在住の2～3歳の子
供

12組
(先着順)

7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～

8月22日㈪
午前10時30分～11時15分

区内在住の6か月まで
の子供

15組
(先着順)

7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

パパとママの
スタディタイム

8月13日㈯
午前10時30分～11時30分

区内在住の12か月まで
の子供

10組
(先着順)

7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

親子で楽しむリフレッ
シュヨガ

8月4日㈭
午前11時15分～11時45分

区内在住の首すわり～
歩行確立前の子供

5組
(先着順)

7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

日程 会場 地区
７月２２日㈮ 千束小学校 馬道
７月２３日㈯ 平成小学校 竹町

７月２４日㈰ 防災広場（初音の森） 
※雨天：谷中小学校 谷中

７月２５日㈪ 浅草中学校 浅草橋
７月２６日㈫ 上野小学校 東上野
７月２７日㈬ 小島公園 浅草寿
７月２８日㈭ 忍岡小学校 上野
７月２９日㈮ 駒形中学校 入谷
７月３０日㈯ 東泉小学校 金杉

７月３１日㈰
台東リバーサイド
スポーツセンター 
※雨天：地下体育

準備室
清川

※雷門地区は中止

北海道十勝の人たちに会いに行こう！
「２泊３日モニタリングツアー」参加者募集！
各ツアーではアウトドアや収穫体験を予定しています

北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携
～大地のタカラ×江戸のチカラ　関係人口創出プロジェクト～

①北の大地の住民との交流
時 9月17日㈯～19日㈷（2泊3日）
②収穫体験や農家との交流
時 9月23日㈷～25日㈰（2泊3日）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住の小学生以上の方（高校生以
下は保護者同伴）・ツアー参加後にアンケ
ートに回答・自身のSNSへツアーの様子
を掲載  定 各5人程度（抽選）　費 子供

（小学生）15,000円、その他30,000円（航
空券、宿泊費含む）　申 下記二次元コー
ドから申込み※1グループにつきいずれ
かの回を1回まで（最大5
人まで）　締 7月22日㈮
問 都市交流課
TEL （5246）1016

▲3年度地先園芸部門

▲3年度みどりの
　カーテン部門

姉妹区である台東区と墨田区は、北海
道十勝地域との一過性ではない「深い
交流」を持続させる環境を作り、交流
を通じてそれぞれの地域を応援するプ
ロジェクトに取り組んでいます。今回
は十勝の魅力を体感する2泊3日のモニ
タリングツアーを2種類開催します。こ
の機会にぜひ“現地の人とのリアルな
交流”を育みましょう。
※「特別区全国連携プロジェクト」とは、
東京23区と全国の各地域がともに発
展・成長し、共存共栄を図ることを目
的として、特別区長会が立ち上げたプ
ロジェクトです。
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成年後見制度無料相談会
（予約制）

下記の場所にて、オンラインで司法書士に
相談していただきます。 時 8月6日㈯午前
9時30分～午後4時30分（１組45分程度）
対 区内在住か在勤（学）の方　定 5組（先
着順）　締 7月28日㈭　場・申・問 台東区社
会福祉協議会 TEL （5828）7507

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 8月4日㈭午後1時30分～4時15分 
場 区役所10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 弁護士または一級建築士
申込期間 7月5日㈫～8月1日㈪ 
申・問 住宅課 TEL （5246）9028

文化財講座「竜泉寺町遺跡発掘
調査見学会（旧竜泉中学校跡地）」

時 9月10日㈯午後2時～3時※小雨決行
（雨天時は遺物の展示のみをご覧いただき
ます）　場 旧竜泉中学校　定 20人（抽選）
講 加藤寛子氏（台東区文化財保護調査員）
申 往復はがき（1人1枚2人まで）に記入例
1 ・参加者全員の 3 5 ・代表者の 2 4
を書いて下記問合せ先へ※重複申込無効
締 8月12日㈮（必着）　問 〒111－8621 
生涯学習センター生涯学習課 
TEL （5246）5828

工作教室「みんなで作って飛ば
そう 紙ヒコーキ」

時 8月28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　

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

区民体育祭

●陸上競技大会　時 8月21日㈰　締 8月
5日㈮午後5時
●軟式野球　時 9月4日㈰～11月20日㈰
費 1チーム 6,000円　締 7月29日㈮
●卓球　時 9月11日㈰　費（シングルス）
中学生以下500円、高校生以上1,000円、

（ダブルス）中学生以下1人500円、高校生
以上1人1,000円　 申込期間 7月15日㈮～
8月15日㈪
●空手道　時 9月23日㈷　費 中学生以下
200円、高校生以上500円、プログラム別
途1,000円　締 7月15日㈮午後5時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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※申込方法
等詳しくは、区HPをご確
認ください。
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

図書館のこどもしつから

●としょかんクイズラリー　図書館の中を
探検しながら、館内に貼られているクイズ
を解いていきまます。クイズは初級・上級
に分かれています。 時 7月15日㈮～８月
17日㈬午前9時～午後6時（日曜日・祝日
は5時まで）　締 初級は中央図書館こども
としょしつ内、上級は中央図書館一般書架
(1・2階)にクイズを掲示します。 対 初級
は小学校低～中学年、上級は小学校中～高
学年※当日こどもとしょしつカウンターで
受付。難易度別に解答用紙を渡します。
場・問 中央図書館 TEL（5246）5911
●ノーテレビデーおはなし会　時 7月23日
㈯午前11時　対 0～3歳の子供と保護者　
定 6組（先着順・1組3人まで）　 場・問 中
央図書館 TEL （5246）5911
●谷中分室「夏休み工作会～ざりがにハン
ドをつくってみよう～」　時 7月23日㈯午後
2時～4時　対小学生以下　定 6組（先着順・
1組親子合わせて3人まで）※未就学児は保
護者同伴　 受付期間 7月5日㈫～20日㈬　
場・問 中央図書館谷中分室
TEL （3824）4041
●浅草橋分室　かみしばいまつり　時 7月
26日㈫午前10時30分～11時　場 浅草橋
区民館  対 3歳～小学生  定 6組（先着順 
・1組3人まで）※未就学児は保護者同伴
問 中央図書館 TEL （5246）5911

読書週間イベント
台東区「POPコンテスト 2022」

お気に入りの本のおすすめしたいところを
イラストや文字で表現してください。入賞
者には賞品を贈呈します。作品はオリジナ
ルに限ります。　対 区内在住か在学の中学
～高校生　申 応募用紙（中央図書館で配布
または図書館HPからダウンロード可）を下
記へ直接持参か郵送※詳しくは、図書館HP
をご覧ください。 締 9月7日㈬　問 中央図
書館 TEL （5246）5911

介護業界の現場で働きながら介
護の資格を無料で取得できます

時 5年1月末まで（最
長6か月）　 対 介護
の資格を持っていな
い方（初任者の資格
をお持ちの方含む）
で、介護職として働くことを希望する方　
時給 1,100円※雇用期間終了後、合意の

場合は継続雇用可　 勤務地 区内の高齢者
施設　締 10月21日㈮　 申・問 台東区社
会福祉事業団 TEL （5603）2228

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

くずし字解読講座

源氏物語を教材にくずし字を学びます。
時（全4回）8月20日・27日、9月3日・10
日の土曜日午後1時30分（2時間程度）　
定 20人程度（抽選）　講 上野英子氏（実
践女子大学文学部教授）　費 4,000円（4
回分・資料代含む）※各当日支払い　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25日㈪

（必着）　 場・問 〒110－0012　台東区竜
泉3－18－4　一葉記念館
TEL （3873）0004

「かけっこ教室」受講者募集

時（全3回）8月23日㈫・24日㈬・25日㈭
4・5歳児コースは午後1時10分～2時、
小学1・2年生コースは午後2時30分～3
時20分、小学3・4年生コースは午後3時
50分～4時40分　対 区内在住の4・5歳、
小学1～4年生の子供　定 各20人（抽選）
費 1,500円（3回分）　申 往復はがきに記
入例 1 （希望クラス）～ 4 ・生年月日・
性別・保護者の 3 4 を書いて下記問合せ
先へ※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。 締 7月31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

初心者のためのスポーツ教室
「バウンドテニス」
時（全6回）8月5日～9月16日の金曜日（８
月19日を除く）午後7時～9時　対 区内
在住か在勤（学）の高校生以上の方　
定 30人（先着順）　持 運動できる服装、
室内履き　 申込期間 7月5日㈫～24日㈰
場・申・問 台東リバーサイドスポーツセンタ
ー TEL （3872）3181

第４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）8月30日㈫・
31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 8月10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

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

時 8月23日㈫午後1時～4時（受付は3時
まで）　場 区役所9階会議室　対 区内に空
き家を所有している方　定 3組（1組60分
程度・先着順・予約優先）※予約に空きが
あれば当日受付可　 相談員 宅地建物取引
士・建築士、弁護士または司法書士
申・問 住宅課 
TEL （5246）1468

費 300円（材料費・保険料）
申 電子申請　締 7月29日㈮
午後5時　問 生涯学習課　
TEL （5246）5815

清島温水プール 水泳教室
第3期 ジュニア水泳教室

水慣れから4泳法まで、学年・泳力別の長
期型水泳教室です。 時（全8回）8月25日
～10月13日の木曜日、Aクラスは午後4
時30分～5時30分、Bクラスは5時30分
～6時30分　対 区内在住か在学（園）の
年長～小学生　定 各40人（抽選）　講 野
村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 費 8,500円

（8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 7月
31日㈰午後9時　 場・問 清島温水プール
TEL （3842）5353

池波正太郎記念文庫講座
「追悼 中村吉右衛門」の募集
時 8月13日㈯午後2時　場 生涯学習セン
ター　定 50人（抽選）　講 里中哲彦氏（文
藝評論家）　申 往復はがき（1人1枚）に
記入例 1 ～４を書いて下記問合せ先へ（電
子申請可）　締 7月27日㈬（必着）
問 〒111－8621 中央図書館池波正太郎
記念文庫 TEL （5246）5915

「カンタン整理収納」講座～高齢期
の脳トレは身の回りの片付けから～

時 8月4日㈭午後1時15分～2時15分　
場 三ノ輪福祉センター　対 区内在住の方
定 15人（先着順）　講 丸山としこ氏（整
理収納アドバイザー）
申 記入例 1 ～４を電話かファクスで下記
問合せ先へ
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228
FAX（5603）2230

環境ふれあい館ひまわりから
環境学習室「わくわく★夏のエコスクール2022」環境学習室「わくわく★夏のエコスクール2022」
①虫とりに挑戦！
　～虫の見つけ方・つかまえ方・もち方～
日程 7月22日㈮
時間午前10時30分～午後0時30分
対象区内在住か在学の小学1～3年生
定員 9人（先着順）
※虫は観察後に放すため持ち帰り不可、虫捕り網
があれば持参可（記名）、参加者以外の入室不可

②太陽で走る！ソーラーカーを作ってみよう！
日程 8月18日㈭
時間午後1時30分～3時30分
対象区内在住か在学の小学3年生以上
定員16人（先着順）
※同伴者は1人につき1人まで
費用 800円

③空き箱で“すいぞくかん”づくり☆　
日程 8月27日㈯
時間午後2時～3時30分
対象区内在住か在園の年中・年長の子供と保護者
定員 10組20人（先着順）
※参加者以外の入室不可

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申込方法 記入例 1（①～③）～ 5 ・同伴者の有無を電話かファクスまたは直接下記問
合せ先へ　 受付開始日時 7月5日㈫午前10時　場所・問合せ環境ふれあい館ひまわり
環境学習室 TEL （3866）2011　 FAX（3866）8099


