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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。

催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど

平和に関するパネル展

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など
のパネル展を行います。　時 8月12日㈮
～18日㈭（最終日は午後４時まで）
場 区役所１階ロビー
問 総務課 TEL （5246）1052

マンション防災セミナー

●顔の見える関係が防災の第一歩～防災で
つながるマンションのコミュニティ～
時 9月3日㈯午後1時30分受付、2時開始

（およそ2時間）　場 区役所10階会議室　
定 50人（先着順）　講 久保井千勢氏（み

なとBOUSAIプログラム代表）　申 下記
二次元コードから申込むかファクスまた
は往復はがきに記入例 1 ～ 4 を書いて下
記問合せ先へ　締 8月12日㈮（必着）
問 〒110－8615  台東
区役所危機・災害対策課
TEL （5246）1092
FAX （5246）1099

隅田川とうろう流し

時 8月13日㈯午後6時30分
場 隅田川（吾妻橋～言間橋 間）
問 浅草観光連盟 TEL （3844）1221
台東区観光課 TEL （5246）1447

お祭り等で「子供服のリユースク
ローゼット」をやってみませんか？

「出張 子供服のリユースクローゼット」を
開始しました。PTAバザーや町会のお祭
り等で活用してみませんか？詳しくは、

区HPまたは下記問合せ先へ。
問 清掃リサイクル課 TEL （5246）1018

リサイクル

●新企画 再利用講座「金継ぎ」　時 8月30
日㈫午後1時30分～3時30分　場 環境ふ
れあい館ひまわり２階リサイクル活動室　
対 区内在住か在勤の18歳以上の方
定 10人（先着順）　費 500円※持ち物等
詳しくは、区HPをご覧ください。
申込開始日時 8月1日㈪10時　 申・問 清掃
リサイクル課
TEL （5246）1018　
●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。ご利用ください。
ゆずります　体重計、シングルベッド（折
り畳み式）
ゆずってください　ビデオカセットレコー
ダー、ブルーレイHDDプレーヤー
※上記の情報は7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。　
場・問 環境ふれあい館ひまわり3階生活家
電ごみ持込窓口 TEL （3866）8361

ガーデニングイベント～みんな
でお花の植え替えをしよう！～

公園や防災広場にある花壇・プランター
の植え替えイベントを開催します。参加
者には花の種をプレゼントします。

対 区内在住か在勤（学）の方※小学生以
下は保護者同伴　申 はがきに記入例 1

（①～⑤）～ 5 、小学生以下の参加は左記
に加え保護者の 3 4 を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可）　問 〒110－8615台
東区役所環境課 TEL （5246）1323

台東区ジュニアオーケストラ　
第39回ファミリーコンサート

時 9月4日㈰午後1時開場、1時30分開演
場 浅草公会堂　 曲目 組曲「カレリア」（シ
ベリウス）、「アルルの女」第2組曲（ビゼ
ー）ほか　 入場整理券配布場所(自由席) 生
涯学習センター1階受付（第1・3・5月
曜日休館）、庶務課（区役所6階⑨番）、区
民事務所・同分室、地区センター
整理券配布開始日 8月2日㈫
問 生涯学習課
TEL （5246）5851

第45回台東区美術展作品募集

時 9月9日㈮～14日㈬　場 隅田公園リバ

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

パパママエアフュー
ジョンコンサート

8月20日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳までの
子供

18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

ピーカブーリトミック
8月31日㈬
①午前10時30分～11時15
分　②11時30分～午後0時
15分

区内在住の①9か月～
1歳5か月の子供
②1歳6か月～3歳の子
供

各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

ヨガでゆったり
リラックスタイム
－パパ編－

8月27日㈯
午後2時15分～3時

区内在住の8か月まで
の子供と父親

7組
(先着順)

7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

日程 開催回・日時 場所 定員
（抽選）

申込
締切日

9月
10日
㈯

 ①午前10時
 ～11時

防災広場
初音の森

8人 8月
22日
㈪

（必着）
 ②午前11時
 30分～午後
 0時30分

8人

９月
17日
㈯

 ①午前10時
 ～11時 竹町公園 9人

8月
29日
㈪

（必着）

 ④午後1時
 30分～2時
 30分 入谷南

公園

8人

 ⑤午後3時 
 ～4時 8人

▲「防空演習」　所蔵 : 下町風俗資料館

　児童館は、0～18歳の児童とその保護者が自由に来館して、
仲間と楽しむことができる施設です。夏休みには、年齢に合わ
せたさまざまな行事や遊び、スポーツ・工芸・手芸などの活動
を行っています。※詳しくは、各児童館にお問合せください。

台東区社会福祉事業団
問合せ

（5603）2229TEL

松が谷児童館
（3841）6734TEL

「まつフェス」
～おばけめいろへようこそ～

　 8月10日㈬午後3時～5時
　 12日㈮午前10時30分～正午、
　 午後3時～4時30分
　 園児以上の子供
　 ※未就学児は保護者同伴

時

対

あそぼうタイムスペシャル
「みんなでウォーターパーティー！

～水風船＋水かけ大会～」

台東児童館
（3832）8493TEL

　 8月24日㈬ 
　 午後3時30分～4時30分
　 園児以上の子供
　 ※未就学児は保護者同伴

時

対

池之端児童館
（3823）6644TEL

夏休み宿題応援企画
「自由工作にチャレンジ」
図工室にあるいろいろな素材を使って

自由工作をしよう！

　 8月1日㈪～31日㈬
　 午後3時～5時
時

寿児童館
（3844）8602TEL

「センサリーバッグづくり」
むにゅむにゅ、キラキラ、さわって楽しい
五感を刺激するおもちゃを作ります。

　 8月6日㈯ 
　 午前10時～10時50分、
　 11時～11時50分
　 幼・園児と保護者
　 各10組

時

対

定

玉姫児童館
（3874）6571TEL

「館庭で水あそび」
魚すくいや水てっぽうで涼しく遊ぼう♪

　 7月26日㈫・28日㈭、
　 8月3日㈬・5日㈮・9日㈫
　 午前10時30分～11時45分
　 幼・園児と保護者

時

対

谷中児童館
（3824）4043TEL

こども自主企画
「ダンボールであそぼう！」

　 8月29日㈪ 午後3時～6時
　 30日㈫ 午前9時30分～正午
　 園児以上の子供
　 ※未就学児は保護者同伴

時

対

今戸児童館
（3876）1656TEL

「いまじまつり」
遊戯室や音楽室などを使って、

さまざまな遊びが楽しめるおまつりです。

　 8月6日㈯ 
　 午後1時30分～3時30分
　 乳幼児以上の子供
　 ※未就学児は保護者同伴

時

対

千束児童館
（3874）1714TEL

　 8月26日㈮・27日㈯
　 午後2時～4時
時

「おばけやしき」
子供たちとつくるおばけやしきです。

どんなおばけがいるかな？

一緒に遊んで仲間をつくろう！
いつでも工作や手芸、読書、スポーツなど

さまざまな活動を行っています。

遊戯室

図工室図書室

中高生タイム
中高生世代が利用できる時間帯です。

月～金曜日午後6～7時
池之端児童館・今戸児童館

時

場
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申 左記二次元コードから申込み　問 台東
区産業振興事業団 TEL （5829）4124

第2回CADステップアップ講座

入門講座（産業研修センター実施）を受講
した方を対象にした実践的なCAD操作講
座です。　 時（全2回）9月13日㈫・14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）　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24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

スポーツ少年団初心者教室
「柔道」
時（全3回）9月14日・21日・28日の水曜
日午後6時30分～8時45分　場 浅草中学
校　対 小学1年～中学3年生　定 各10人

（先着順）※保護者同伴　費 800円（3回
分・保険料含む・初回に集金）　持 柔道着
または運動できる服装　 申込期間 8月18
日㈭～9月7日㈬　申 台東柔道会スポーツ
少年団佐藤 TEL  080（7795）4826　
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

清島温水プール 水泳教室

●第4期 幼児水泳教室　未就学児を対象
にした、水慣れからクロールまでのレベル
別グループレッスンです。　 時（全6回）9
月3日・10日・17日・24日、10月1日・
8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0時30分～1時
30分　対 区内在住か在学の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（利用料・

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

ーサイドギャラリー　対 区内在住か在勤
（学）の高校生以上の方　出品種目 日本画・
水墨画・洋画・版画・彫刻
出品点数 原則1人1点（未発表の作品に限
る）　作品規格 絵画は100号Fサイズ以内、
彫刻は高さ60×横幅40×奥行40センチ
メートル以内　搬入日時 9月5日㈪午前10
時～午後0時30分※出品の事前申込不要、
作品を搬入日に直接会場へ持参
搬出日時 9月14日㈬午後3時～3時30分
出品要項 生涯学習センター、区民事務所・
同分室、地区センター、社会教育センター、
社会教育館で配布　問 生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

区民体育祭

●ソフトテニス　時 8月21日～9月11日の
日曜日　対 区内在住か在勤（学）の方　
費（1組）中学生100円、高校生600円、
一般1,000円　締 8月14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 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

企画展「台東区の古代・中世」

時 9月11日㈰まで
●ギャラリー・トーク
時 8月7日㈰・28日㈰午後4時15分～5時
定 8人（先着順）　申 下記問合せ先へ電話
か直接申込み　締 開催前日の午後５時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

図書館のこどもしつから

●読書でビンゴ！　ビンゴカードに書かれ
たテーマの本を読んで、３列のビンゴを完
成させると景品を差し上げます。　時 7月
22日㈮～8月31日㈬　対 小学生以下
場・問 根岸図書館 TEL （3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　時 8月10日㈬
午前11時　対 区内在住の令和3年2月10
日～4年2月9日生まれの子供と保護者　
定 8組※参加は子供1人につき1回まで　
申込開始日 7月27日㈬※申込みは保護者
に限る。　 場・問 中央図書館
TEL （5246）5911
●親子でしおりをつくろう！
時 8月20日㈯午前
10時～11時30分、
午後1時30分～3時

（入退室自由）
場 根岸社会教育館ホ
ール　対 小学生以下の子供と保護者
定 各10組（先着順）※8月1日㈪から根
岸図書館カウンターで整理券を配布
問 根岸図書館
TEL （3876）2101

敬老マッサージサービス

椅子に座って肩や脚をマッサージします。
時 午前10時～午後3時のうち20分程度　
対 区内在住で65歳以上（9月1日現在）
の方　 定 1日24人程度（先着順）　申 実
施する会場、老人福祉センター・かがやき
長寿ひろば入谷・老人福祉館に電話で申
込み※施術当日は、本人確認できる物を持
参してください（老人福祉施設使用登録証、
国民健康保険証等）。
申込開始日 8月2日㈫　問 老人福祉センター
TEL （3833）6541

　

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
女性参画のためのスキルアップ
講座「コミュニケーションを活
性化するファシリテーション入
門」（オンライン受講可）

意見交換の場でお互いを尊重し、考えや想
いを交わすために役立つ技法を学びます。
時 8月27日㈯午前10時～正午　定 30人

（先着順）　講 細川一美氏(NPO法人CAP
かながわ代表理事・エンパワメントセンタ
ー認定講師）　申 下記二次元コードから申
込むか、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 3 5 を8月20日㈯までに申込先へ
申 ㈱明日葉
TEL 070（8702）2798
場・問 男女平等推進プラ
ザ（生涯学習センター４階）
TEL （5246）5816　

生涯現役！シニア期に向けた
暮らしと働き方セミナー

時 8月31日㈬午後1時～3時45分（開場0
時30分）　場 台東区民会館　対 受講日時
点で55歳以上の方※雇用保険受給中の方
には、利用確認書を発行します。
定 30人（先着順）　内 これからのライフ
プランニング、再就職の現状と考え方
持 筆記用具　申込開始日 7月20日㈬
申 申込専用ダイヤル（土・日曜日・祝日を
除く午前9時～午後5時）
TEL （5422）1399
問 東京しごとセンターシニアコーナー
TEL （5211）2335
台東区産業振興課 TEL （5246）1152

初心者のためのスポーツ教室
 「ソフトテニス」

時（全6回）8月17日～9月1日の水・木曜日
午後7時～9時　対 区内在住か在勤（学）
の高校生以上の方　定 30人（先着順）　
持 運動着、シューズ　締 8月9日㈫
場・申・問 台東リバーサイドスポーツセンタ
ー TEL （3872）3181

若手経営者サポートセミナー
（前期）
時（全5回）9月7日・21日、10月5日・19
日、11月2日の水曜日午後7時～9時
場 台東区中小企業振興センター　対 企業
の後継者や、事業を始めたばかりの新人
経営者等
定 15人（先着順）
講 中小企業診断士等
費 5,000円（5回分）

保険料含む）　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 8月9日㈫午後9時
場・問 清島温水プール
TEL （3842）5353

第11回ジュニア100メートル走
講習・測定会

時 9月18日㈰午前9時10分～正午（少雨
決行）　場 台東リバーサイドスポーツセン
ター陸上競技場　対 区内在住か在学の小
学4～6年生　定 100人（先着順）　持 運
動しやすい服装、飲み物、タオル、運動靴

（スパイク可）　申 申込書に記入し、下記
問合せ先へ郵送か持参　締 8月19日㈮午
後5時（必着）  問 〒111－8621　生涯
学習センタースポーツ振興課（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）
TEL （5246）5853

たなかクラブ
キッズ・チアダンス教室

時（全5回）9月2日・16日・30日、10月7
日・21日の金曜日午後5時30分～6時30
分　場 たなかスポーツプラザ　対 区内在
住か在学（園）の4～10歳の子供　定 15
人（先着順）　費 3,500円（保険料含む）
申 たなかクラブ（たなかスポーツプラザ内）
で参加費を添えて直接申込み
申込開始日時 7月28日㈭・29日㈮、8月4
日㈭・5日㈮・18日㈭・19日㈮木曜日は
午後１時～5時、金曜日は5時～6時30分
※定員になり次第、申込受付終了
問 たなかクラブ
TEL （3875）2860
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

年 中 行 事年 中 行 事
〈８月〉

1～31日 　谷中圓朝まつり（全生庵）

老人福祉
センター

かがやき
長寿ひろば

入谷
（入谷区民館）

橋場老人
福祉館

三筋老人
福祉館

TEL
（3833）

6541

TEL
（3834）

6370
(老人福祉センター

内専用電話)

TEL
（3876）

2365

TEL
（3866）

2417

9月2日㈮ 9月1日㈭ 9月1日㈭ 9月1日㈭
5日㈪ 3日㈯ 2日㈮ 2日㈮
6日㈫ 5日㈪ 4日㈰ 6日㈫
9日㈮ 10日㈯ 8日㈭ 7日㈬
12日㈪ 15日㈭ 9日㈮ 10日㈯
15日㈭ 17日㈯ 10日㈯ 14日㈬
16日㈮ 20日㈫ 17日㈯ 16日㈮
20日㈫ 24日㈯ 18日㈰ 17日㈯
22日㈭ 26日㈪ 27日㈫ 21日㈬
26日㈪ 27日㈫ 28日㈬ 22日㈭
30日㈮ 29日㈭ 27日㈫

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」「ふるさと交流ショップ 台東」
7～8月出店自治体をご紹介します！7～8月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ 台東とは
　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、各地の魅力を発信する新しい形の
アンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品がそろい、懐かしいふるさとの魅
力に出会えます。
時 午前10時～午後7時　（水曜日定休）　場 台東区浅草4－36－5　（千束通商店街内）

※出店する自治体のPR情報、商品の入荷状況やイベント等について、写真を交えて
発信しています。ぜひご覧ください。(IDは全てtaitoshop2017)

※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

7月21日㈭～26日㈫ 鹿児島県鹿児島市
7月28日㈭～8月2日㈫ 北海道当別町

8月4日㈭～30日㈫
北海道鹿追町

×新得町・清水町・
芽室町

▲出店自治体スケジュール▲twitter ▲Facebook ▲Instagram

▲出店の様子（鹿児島県鹿児島市）


