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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
おわびと訂正

広報たいとう7月20日号6面に掲載の「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！～」の表中に誤りがあ
りました。おわびして訂正します。

【誤】9月17日㈯①午前10時～11時
【正】9月17日㈯ 3午前10時～11時

問 環境課 TEL（５２４６）１３２３

世界遺産区民講座「ル・コルビュ
ジエの広場空間−国立西洋美術
館本館と前庭」（講演会）

時 10月1日㈯午後2時～3時　場 国立西洋
美術館講堂　定 110人（抽選）　講 福田京
氏（国立西洋美術館専門員）　申 往復はが
きに記入例 1 ～ 5 を書いて下記問合せ先
へ郵送か下記二次元コードから申込み　
締 9月7日㈬（必着）
問 〒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

台東にぎわい観光情報展

2025年に万博を開催する大阪と共同で観
光情報をお届けします。 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

再就職準備セミナー「60代から
の再就職準備と基礎から学ぶ年
金」

時 9月3日㈯午後1時～5時　場 区役所10
階会議室　対 おおむね55歳以上の方　
定 30人（先着順）　内 高齢者の再就職準
備・年金に関すること　講 柴田秀孝氏（キ
ャリア・コンサルタント＆ファイナンシ
ャルプランナー）、馬見塚仁氏（社会保険

労務士・年金アドバイザー）※雇用保険
受給中の方は、受給資格者証を持参　
申 右記二次元コードか電話
で下記問合せ先へ　
問 産業振興課
TEL（5246）1152

就業支援セミナー「エンプロイ・
アビリティ〜雇用される能力を
高めていこう〜」（予約制）

「引っ張りだこ人材」になるためのコミュ
ニケーションスキルを学びます。
時 9月10日㈯午後1時30分～4時30分　
場 区役所10階会議室　定 50人（先着順）
講 林恭弘氏（ビジネス心理カウンセラー）
※雇用保険受給中の方は、受給資格者証を
持参　申 右記二次元コード
か電話で下記問合せ先へ　
問 産業振興課
TEL（5246）1152

邦楽フレッシュコンサート
2022　邦楽が誘う和の世界

時 10月22日㈯午後1時開場、2時開演　
場 生涯学習センターミレニアムホール　
出演 東京藝術大学音楽学部邦楽科学生等
曲目 創作曲「一すいの夢」、尺八「五人の
尺八奏者のための<陰陽句>」、箏曲生田
流「春の詩集」、箏曲山田流「松風」、創作
舞踊「花わずらい」  
入場料（全席自由）一般2,000円、小～高校
生1,000円※未就学児入場不可　
前売券 8月17日㈬販売開始　
カンフェティ（インターネットまたは
TEL 0120－240－540〈土・日曜日・
祝日を除く午前10時～午後6時〉）で販売

区内在住か在勤（学）の方を抽選で
5組10人ご招待

申 はがきに記入例 1 ～ 5 、在勤（学）の
方は 6 7 を書いて下記問合せ先へ
締 8月31日㈬（必着）　問 〒110－0004
台東区下谷1－2－11　台東区芸術文化財
団 TEL（5828）7591

7591フラワーアレンジメント教室

時 9月7日㈬午前10時～正午　対 区内在
住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）
をお持ちの方
定 10人（先着順）
講 佐藤陽子氏

（サンマグノリア）　
費 1,000円(材料費)
申 記入例 1 ～ 4 を
電話かファクスで下
記問合せ先へ　
場・問 障害者自立
支援センター（松が谷福祉会館内）
TEL（3842）2672　
FAX（3842）2674

子どもと考えるライフプラン
（保険編）
時 8月20日㈯午前10時～11時30分　
対 区内在住か在学の小学5年～中学生と保
護者　定 20人（先着順）　講 埴生潔氏（明
治安田生命）　締 8月18日㈭　
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7547

もしバナゲームで考える自分らし
い最期の叶え方（予約制）

時 9月7日㈬午後1時30分～3時　対 区内
在住か在勤、福祉関係者の方で学習会の内
容に関心のある方　定 20人（先着順）　
内 意思決定のできるうちに自分が望む医
療や介護について考えます　講 池田みき
氏（国立病院機構東京病院緩和ケア内科医
長）、村山朋美氏（緩和ケア認定副看護師
長）　 場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7507

あなたの体の健康度、チェックし
てみませんか？（予約制）

時 9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 8月19日㈮午前10時　
申・問 国民健康保険課
TEL（5246）1251

フリーマーケット出店者募集

時 ９月４日㈰午前10時～午後3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）30店　出店料 2,000円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） 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　問 台東区清掃リ
サイクル課 TEL（5246）1018

区民体育祭

●バスケットボール　時 9月4日㈰～10
月29日㈯　場 台東リバーサイドスポーツ
センター　費 5,000円　締 8月15日㈪
●バドミントン　時 10月2日㈰　場 台東

リバーサイドスポーツセンター　費 1,800
円　締 9月2日㈮
●テニス　時 10月2日㈰～30日㈰　場 台
東リバーサイドスポーツセンター　費 シン
グルス2,000円、ダブルス高校生以上は
1組2,000円、中学生は1組1,000円　
締 8月19日㈮午後3時
●クレー射撃　時 9月19日㈷　場 成田射
撃場　費 10,000円　締 9月19日㈷午前
9時30分（当日現地受付可）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住か在勤（学）の方※申込方法等
詳しくは、区HPからご確認
ください。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

台東区上野の森ジュニア合唱団

●第31回演奏会　時 9月11日㈰午後1時
30分開場、2時開演　場 生涯学習センタ
ーミレニアムホール　 曲目 この空へ 歌声
を、「サウンドオブミュージック」よりドレ
ミの歌 ほか※随時団員を募集しています。 
問 生涯学習課 TEL（5246）5851

図書館のこどもしつから

●日曜おはなし会　手遊びなどをはさみな
がら、絵本の読み聞かせを行います。
時 8月7日㈰・21日㈰午前11時　対 3歳
以上の子供と保護者　定 6組（1組3人ま
で・先着順）　 場・問 中央図書館
TEL（5246）5911
●中央図書館浅草橋分室 おばけのおはなし
会　時 8月16日㈫午前10時30分～11時
場 浅草橋区民館　対 5歳～小学生※未就
学児保護者同伴　定 6組（1組3人まで）
問 中央図書館 TEL（5246）5911
●ノーテレビデーおはなし会　時 8月23日
㈫午前11時　対 0～3歳の子供と保護者
定 6組（1組3人まで・先着順）　申 当日
受付　 場・問 中央図書館
TEL（5246）5911
●こわ〜いおはなし会　時 8月27日㈯幼
児向けは午後3時～3時20分、小学生向け
は3時35分～3時55分　対 幼児～小学生
定 各16人（先着順）※未就学児は保護者
同伴　申 直接下記問合せ先カウンターで
申込み　 申込開始日 8月13日㈯　
場・問 中央図書館谷中分室
TEL（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム　時 9月3日㈯
午前11時～11時30分　対 区内在住の令
和3年3月3日～4年3月2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　申 直接下記問合せ先カウンターまた
は電話で申込み　 申込開始日 8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 石浜図書館
TEL（3876）0854

池波正太郎記念文庫特別企画　
映像化された池波作品の上映会

『鬼平外伝 老盗流転 (池波正太
郎原作「殺」)』

時 9月17日㈯午後1時30分開場、2時開演
場 生涯学習センターミレニアムホール

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。

申込みの記入例

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。

※いずれの会場も更衣室・シャワー室は使用できません。
※工事・点検等により日程変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。
対 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 上表のとおり（抽選）　費 300円（保険料・初回
のみ）申 はがきに高齢者はつらつトレーニング希望の旨と、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

名
がな

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ　締 9月2日㈮（消印有効）　
問 〒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）

上野区民館 10月5日～12月14日の水曜日 午前10時～11時30分頃 5人

金杉区民館 10月7日～12月9日の金曜日 午後2時～3時30分頃 3人

谷中区民館 10月7日～12月9日の金曜日 午前10時～11時30分頃 3人

浅草橋区民館 10月4日～12月6日の火曜日 午前10時～11時30分頃 4人

寿区民館 10月6日～12月15日の木曜日 午前10時～11時30分頃 5人

雷門区民館 10月4日～12月6日の火曜日 午後2時～3時30分頃 3人

上野健康増進センター 10月12日～12月21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） 10月11日～12月13日の火曜日 午前10時～11時30分頃 6人

千束健康増進センター
（金曜日コース） 10月14日～12月16日の金曜日 午前10時～11時30分頃 6人



【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】　携帯電話・スマートフォンは、頭に〈03〉をつけておかけください。
広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。
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リノベーション型まちづくりの
勉強会「空室を0にする大家の
まちづくり」

時 9月7日㈬午後6時～8時　場 清川区民
館　対 北部地域でのリノベーションやま
ちづくりに興味・関心のある方　定 30人

（先着順）※別途オンラインでの視聴可（申
込不要）　講 木本孝広氏（ダマヤ・カンパ
ニー㈱）　申 右記二次元コ
ードか電話で下記問合せ先
へ　問 地域整備第二課
TEL （5246）1366

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※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

工作教室「整理箱」

時 9月25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 300円（材料費・保険料）
申 電子申請　
締 8月31日㈬午後5時　
問 生涯学習課
TEL （5246）5815

スポーツ少年団初心者教室
「サッカー」
時（全3回）8月28日、9月4日・11日の日
曜日午後2時～4時　場 東浅草小学校（予
定）  対 区内在住か在学（園）の年長～小
学3年生　定 各10人（先着順）　
申込期間 8月5日㈮～24日㈬　
費 800円（3回分・保険料含む・初回に
集金）※運動できる服装で参加、小学生以
下は保護者同伴
申 電話かメール（kamimuratakehiro@
gmail.com）で申込み、サンチャイルド
スポーツ少年団・上村
TEL 090（9302）0993　問 台東区ス
ポーツ振興課 TEL（5246）5853

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

定 150人（抽選）　講 ペリー荻野氏（時代
劇研究家）　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 8月31日㈬（必着）　
問 〒111－8621　中央図書館池波正太郎
記念文庫 TEL（5246）5915

介護職・看護職の説明見学会

時 8月19日㈮午後2時～4時・20日㈯午
前11時～午後3時　場 三ノ輪福祉センタ
ー　申 下記二次元コードか電話で下記問
合せ先へ　
締 8月15日㈪
問 社会福祉事業団　
TEL （5603）2228

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
日本語学習支援ボランティアサ
ポート講座（実践編）

時 9月4日㈰午前10時～正午　場 生涯学
習センター　対 区内でボランティアとし
て日本語学習支援活動を行っている方　
定 20人（先着順）　
申 右記二次元コードか電話
で下記問合せ先へ　
問 人権・多様性推進課
TEL（5246）1116

くらしに役立つ講座  「私たちは
どう生きるか〜20代から40代
が考える生涯の資金計画〜」

（オンライン）
時 8月25日㈭午後2時～3時30分　対 区
内在住か在勤（学）の方　定 30人（先着順）
講 東京都金融広報委員会　申 下記二次元
コードから申込むか記入例 1 ～ 4 ・メー
ルアドレス、在勤（学）の方は 6 7 をフ
ァクスで下記問合せ先へ
締 8月18日㈭
問 くらしの相談課
TEL（5246）1144　
FAX（5246）1139

第5回CAD入門講座

時（全2回）9月27日㈫・28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　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 9月7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

シルバー人材センター

●パソコン講座　 内・時（全3回）①「エク
セルの応用」9月5日㈪・８日㈭・12日㈪

②「ワードの応用」9月7日㈬・9日㈮・
14日㈬　①②午前10時～正午　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 9月
21日㈬・30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 8月19日
㈮※募集数に達しない場合、22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

第3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 9月11
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～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、
伝染性疾病等にり患していない）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 8月5日㈮～
26日㈮　問 台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

笑って元気教室「漫才と体操」

時 9月14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（うすくら屋、はま
こ・テラこ　申 往復はがきに記入例 1 ～
5 を書いて下記問合せ先へ　締 8月25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

区民自然観察員養成講座

内・時 ①（講義）大人のための自然塾・9
月25日㈰午後2時～4時　②（野外学習）
都会の中の隅田公園・10月8日㈯2時～4
時　③（野外学習）井の頭自然文化園探
検！・11月12日㈯1時～5時　場 ①環境
ふれあい館　②隅田公園（集合・解散）　
③環境ふれあい館（集合・解散）　対 区内
在住か在勤（学）の中学生以上　定 各20
人(先着順)　講 ①木村幸一郎氏（東京都
鳥獣保護管理員）　②新井浩司氏（自然観
察指導員）　③森由民氏（動物園ライター）
費 ③のみ参加費500円　申 記入例 1 ～
5 を電話かファクスで下記問合せ先へ
締 8月31日㈬　問 環境ふれあい館ひまわ
り TEL （3866）8098　
FAX（3866）8099

清島温水プール 水泳教室

●第4期 ベビースイミング　赤ちゃんと保
護者のための水泳教室です。 時（全6回）9
月25日～10月30日の日曜日Cクラス（4
か月～1歳未満）は午後0時10分～0時50
分、 Bクラス（1～2歳未満）は0時25分～
1時10分、 Aクラス（2～3歳）は0時40分
～1時25分　対 区内在住か在勤の親子　
定 各8組（子供1人に保護者1人・抽選）　
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　
費 7,000円（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 8月31日㈬午後9時　 場・問 〒110－
0015 台東区東上野6－16－8　清島温水
プール TEL （3842）5353

オンラインスポーツ教室

①簡単静的ストレッチ　時 8月21日㈰午
後2時～２時50分
②ダイナミックストレッチ　
時 ８月21日㈰午後3時30分～4時20分　
③ラジオ体操でシェイプアップ　
時 ９月４日㈰午後2時～2時50分
④姿勢改善！猫背に効くトレーニング
時 ９月４日㈰午後3時30分～4時20分

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定 各25人（抽選）　 講 ①②④川田駿氏（台
東区スポーツ推進委員）　③桜田敬子氏（台
東区フィジカルプロデューサー）　申 電子
申請　締 ①②8月15日㈪　③④29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

キッズONLINEライブレッスン

時（全3回）8月28日、9月4日・11日の日
曜日3・4歳コースは午前9時～9時20分
5歳コースは午前9時40分～10時　
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 各コース80人（先
着順）　申 電子申請　 申込期間 8月8日㈪
～21日㈰※詳しくは、区
HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課
TEL（5246）5853

時 10月5日㈬～12月22日㈭　対 区内在住か在勤（学）で高校生以上の方（未経験
者不可）  持 運動着、シューズ、ラケット　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 8月21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

曜日 クラス 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 30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 30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、9月28日㈬のレベルチェックが必要

第3期第3期  硬式テニス教室硬式テニス教室


