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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
日本遺産「海を越えた鉄道」
〜旧北陸本線（長浜ー今庄）〜
パネル展

時 9月1日㈭～30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6・7階　問 滋賀県長浜市役所観光振
興課 TEL 0749（65）6521　台東区都
市交流課 TEL （5246）1028

お月見イベント（事前予約制）

影絵動画の上映と影絵人形体験会です。 
時 9月11日㈰午後1時、3時　場 浅草文
化観光センター6階　申・問 浅草文化観光
センター TEL （3842）5566

講演会「発達が気になる子のかか
わりのコツ〜楽しく・効果的に褒
める〜」

時 9月8日㈭・22日㈭午前10時～正午　
対 発達に心配のある就学前の子供の保護
者・家族・関係者　定 各20人（先着順）
※22日㈭のみ託児あり（10人）　
講 小渕紀子氏（うめだ・あけぼの学園親
子通園室公認心理師）　申 直接下記問合せ
先または電話で申込み　締 各前日※詳し
くは、区HPをご確認くだ
さい。
場・問 松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　
時 ①9月11日㈰午前9時～午後3時　②
18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）①20店　②40店　

出店料 ①2,000円　②2,000円※区民は
会HPから予約で1,500円　
申・問（土・日曜日・祝日を除く）①タイムマ

シーンカンパニー（午前10時～午後5時）
TEL 050（3616）3300　②リサイク
ル推進友の会（午前10時～午後4時）
※会HPか当日会場で申込み
TEL （3412）6857　問 台東区清掃リ
サイクル課 TEL （5246）1018
●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで
ボランティア体験」　時 9月17日㈯午後2
時～4時　場 入谷区民館第2集会室　定 7
人（先着順）　 申・問 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

上野マルイでフードドライブを
開催します！

時 9月8日㈭～11日㈰午前11時～午後8
時　場 上野マルイ（台東区上野6－15－
1）3階下りエスカレーター前※場所は変
更の場合あり。詳しくは、
区HPをご覧ください。
 問 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

区民環境調査「隅田川をきれい
にしながら川を観察しよう！」

時 9月17日㈯午前9時～正午　場 桜橋（集
合）～浜町公園（行先・解散）　対 区内在
住か在勤（学）の小学4年生以上で4km程
度歩ける方　定 30人（先着順）
申 記入例 1 ～ 5 をはがきかファクスで下
記問合せ先へ　締 9月9日㈮（必着）　
問 〒110－8615　台東区役所環境課
TEL （5246）1283　
FAX（5246）1159

第28回「まちづくりカレッジ」
の受講生を募集します

場 ①②区役所10階会議室　③～⑤浅草橋
区民館　対 まちづくりに関心のある16歳
以上の方　定 50人（先着順）　講 ①今村
ひろゆき氏（まちづくり会社ドラマチック

代表社員）　②飯石藍氏（公共Ｒ不動産）　
③秋山武雄氏（写真家）　④原拓也氏（〈一
社〉まちづくり推進機構代表理事）　⑤中
林一樹氏（東京都立大学名誉教授）　ほか
申 区HPから申込むか、はがきに記入例 1
～ 5 ・職業・メールアドレスを書いて下記
問合せ先へ　締 9月20日㈫（必着）　
問 〒110－8615　台東区役所都市計画課
TEL （5246）1363

日 　時 内 　容
10月2日㈰
午前10時～午後0時
30分

①開講式、「台東区のま
ちづくり」、「まちづく
りを考える」

10月16日㈰
午前10時～正午

②「パブリックスペー
スの利活用について」

10月30日㈰
午後1時～4時

③フィールドワーク「浅
草橋を学ぶ」

11月12日㈯
午前10時～午後5時

④ワークショップ「浅
草橋のまち企画づくり」

11月20日㈰
午前10時～午後0時
30分

⑤「まちと関わる」、「防
災まちづくり」、修了式

第45回台東区美術展

区民の皆さんが制作した絵画等の作品を展
示します。 時 9月9日㈮～14日㈬午前10
時～午後5時（最終日は３時まで）　場 隅
田公園リバーサイドギャラリー（花川戸1
－1）　問 生涯学習課
TEL （5246）5815

台東区の考古学を学ぼう！

考古学を通して台東
区の遺跡を知ること
で、区の歴史につい
て学びます。
時 10月1日㈯①午

前10時30分～正午　②午後2時～3時30
分　場 生涯学習センター　対 区内在住か
在学の小学5・6年生※応募多数の場合は
区内在住の方優先　定 各20人（抽選）　
講 加藤寛子氏（台東区文化財保護調査員）
持 筆記用具※汚れてもいい服装で参加　
申 右記二次元コードから
申込み　締 9月13日㈫　
問 生涯学習課
TEL （5246）5828

9月から柳北スポーツプラザ
グラウンド開放を開始します！

開放日時 第2・4土曜日午前9時～午後0時
30分　場 柳北スポーツプラザ※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

●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 9月4日㈰・18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
●あかちゃんえほんタイム　時 9月16日㈮
午前11時　対 区内在住の令和3年3月16
日～4年3月15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 直接右記問合せ先カウンタ－または電
話で申込み　 申込開始日 8月29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
援センター谷中分室
TEL （3824）5532
●根岸図書館　人形劇　「どうぞのいす」　
時 9月25日㈰午前10時30分～11時30
分、午後1時30分～2時30分※入場開始
は15分前　場 根岸社会教育館ホール　
対 中学生以下の子供と保護者　定 各50
人（先着順）　申 下記問合せ先カウンター
で整理券を配布　 申込開始日 9月1日㈭　
問 根岸図書館 TEL （3876）2101

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
9月のくらしに役立つ講座

（オンライン開催の場合あり）
時・内容 ①9月22日㈭美しい髪を、安全

に～ヘアカラーリング製品の選び方・使い
方～　②26日㈪食事で子供の健康を守る
～乳幼児から小学生の栄養学～　①②午後
2時～3時30分　場 生涯学習センター　
対 区内在住か在勤（学）の方　定 各30人

（先着順）※託児あり（6か月以上の未就
学児・5人程度・開催日の1週間前までに
要予約）　講 ①日本ヘアカラー工業会　②
女子栄養大学　申 記入例 1 ～ 4 、Zoom
受講の可否、在勤（学）の方は、 6 7 、
託児希望の方は子供の 3 5 ・性別を電話
かファクスで下記問合せ先へ

（電子申請可）
問 くらしの相談課
TEL （5246）1144　
FAX （5246）1139

初心者のためのスポーツ教室

●バドミントン　 時（全7回）9月30日～11
月11日の金曜日午後7時～9時　対 区内在
住か在勤（学）の方　定 40人（先着順）　
対 高校生以上　持 運動着、シューズ　
申 電話で下記問合せ先へ　 申込期間 8月
20日㈯～9月14日㈬　
●幼児運動教室　第4期　時（全7回）10月
7日～11月26日の金・土曜日（10月8日㈯、
11月25日㈮を除く）（金曜日クラス）①4
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）③親子運動教室は午前10時～11時　
対 区内在住で平成28年4月2日から～31
年4月1日生まれの子供　
定（抽選）①②各10人　③20組　 申 往復
はがきに記入例 1 （①～③）～ 4 ・生年
月日・性別、保護者の 3 を書いて下記問合
せ先へ　締 9月15日㈭（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
※詳しくは、台東リバーサイドスポーツセ
ンターHPをご覧ください。 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

産業研修センターの催し

❶第2回トレーニング教室　
時（全15回）10月4日～5年2月7日の火曜
日午後1時30分～3時※トレーニングマシ
ンは使いません。 対 区内在住か在勤の方

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。

乳幼児家庭教育学級
乳幼児の保護者を対象とした２つの学級を開催します。詳しくは、
右記二次元コードをご確認ください。　問 生涯学習課
TEL （5246）5821

日程
 （全5回） テーマ

10月15日㈯ 赤ちゃんのお風呂と
スキンケア

10月22日㈯ 赤ちゃんのごはん
（授乳・補完食・卒乳）

10月29日㈯ 安全なお部屋づくり＆
すぐそばのサポート

11月5日㈯
すくすく育つ遊びと
おもちゃ選び＆赤ちゃんの
睡眠

11月12日㈯ 赤ちゃんのための防災
時 午後1時30分～午後3時　
対 区内在住か在勤の妊婦、0～1歳6
か月の子供の保護者およびその家族　
定 20組（抽選）　締 9月30日㈮　　
問 （公社）日本助産師会
Eメール torikoebc@midwife.or.jp

●みんなで話そう！育児のホンネ
　〜助産師から聞く赤ちゃんの成長・

発達〜＠Zoomオンライン
日程

 （全5回） テーマ

9月18日㈰ ベビーマッサージ

10月2日㈰ ベストパートナーであるた
めのヒント

10月23日㈰
産後パパママのための誕生
学®️〈希望者のみ〉だっこ
とおんぶクラス

10月30日㈰ ボディーワーク＆
リラクゼーションケア

11月13日㈰ 未来ビジョンワーク

時 午後2時～4時（10月23日は1時～3
時、〈希望者のみ〉3時～5時）　 場 生
涯学習センター　対 生後2か月～ハイ
ハイ前までの子供と保護者夫婦（区内
在住か在勤）　定 8組（抽選）　締 9月3
日㈯　問 育てよう！ いのちの根っこ
Eメール happy.sango.taito@gmail.com

●幸せに親になる講座
　幸せ産後♪パパママ育児レッスン
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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※往復はがき返信後来
館手続きあり　締 9月12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

区民体育祭

●ライフル射撃　時 ①9月25日㈰　②10
月16日㈰　場 ①埼玉県長瀞総合射撃場

（埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷2395
－1）　②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 ①4,000円　②1,000円※申込方法等
詳しくは、区HPをご確認ください。 
締 ①9月24日㈯
②10月7日㈮　
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

読み聞かせボランティア養成講
座（スキルアップ未就学児編）

時（全2回）9月13日㈫・27日㈫午前10時
～11時30分　対 読み聞かせの活動経験
が浅く、両日受講可能な方※子供を連れて
の参加は不可　定 20人（先着順）※申込
みは本人に限る　講 児玉ひろ美氏（JPIC
読書アドバイザー）　 申・問 中央図書館
TEL （5246）5911

「台東区でカイゴに出会おう」
介護職等就職相談会

時 9月21日㈬午前10時～11時30分　
場 区役所10階会議室　申 下記二次元コー
ドか電話で下記問合せ先
へ　問 台東区社会福祉事
業団
TEL （5603）2228

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 20人（抽選）　費 4,000円（15回分・
初日に支払い）　締 9月13日㈫（必着）
❷日常英会話教室　 時（全20回）10月４日
～5年3月7日の火曜日午後6時30分～8時
30分　対 区内在住か在勤（学）の方　
定 20人（抽選）　費 6,000円（別途教材費）
締 9月14日㈬（必着）
❸第３回革小物 手作り教室　カワヌリエ
でカードケースをつくります。 時 10月8
日㈯午後1時30分～3時30分　対 区内在
住か在勤（学）の小学5年生以上の方※小
学生は保護者同伴　定 10人（抽選）　
講 上川美希氏（ものづくり工房卒業生）　
費 １,000円（勤労者サービスセンター会
員は500円）　締 9月21日㈬（必着）　
❹第６回CAD入門講座
時（全2回）10月18日㈫・19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　締 9月28日
㈬（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申 ❶❷❹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　❸往復はがきに記入例 1 ～ 4
・年代、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　
場・問 〒111－0023　台東区橋場1－36
－2　産業研修センター
TEL （3872）6780

無料の建替え相談会
(清川区民館)

浅草北部地域の防災性向上のため、一級建
築士、ファイナンシャルプランナー等によ
る建替え相談会を実施します。 時 9月6日
㈫午後4時～8時（1人30分程度・予約優先、
受付は7時30分まで）　場 清川区民館　
対 次の地区に木造建築物を所有し、建替

えを検討されている方　竜泉3丁目、浅草
5丁目、千束3・4丁目、今戸2丁目、東浅
草1・2丁目、橋場1・2丁目、清川1・2
丁目、日本堤1・2丁目　 申・問 地域整備
第二課 TEL （5246）1366

耐震相談会

建築士による住宅の耐震化や建物全般に関
する相談会です。　時 9月2日㈮午前10時
～午後4時　場 区役所1階展示コーナー
問 建築課 TEL （5246）1335

台東区民カレッジ 
地域活動体験講座 〈災害編〉

●大都市災害の在宅避難に備える
　−安心を支える“つながり”を見つける−
時（全6回）10月8日～11月19日の土曜日

（10月22日を除く）午前10時～正午※11
月12日のみ午後1時～4時　場 生涯学習
センターほか　対 区内在住か在勤（学）
の16歳以上の方　定 20人（抽選）　講 危
機・災害対策課職員、防災
専門家ほか　申 右記二次
元コードか電話で下記問
合せ先へ　締 9月20日㈫
問 生涯学習課 TEL （5246）5811

清島温水プール 水泳教室

●第2期 ウォーターエクササイズ　
全身をシェイプアップしたい方におすすめ
な水中版エアロビクスです。 
時（全6回）10月7日～11月11日の金曜日
午前11時30分～午後1時30分（1時間レ
ッスン後1時間自由遊泳）　対 区内在住か
在勤（学）の高校生以上の方　定 40人（抽
選）　費 500円（保険・利用料含む）　
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　申 往

●申込み・問合せは各開催場所へ
社会教育センター 〒110－0015　台東区東上野6－16－8　 TEL （3842）5352
千束社会教育館 〒111－0032　台東区浅草4－24－13　 TEL （3874）5450
根岸社会教育館 〒110－0003　台東区根岸5－18－13　 TEL （3876）2103
今戸社会教育館 〒111－0024　台東区今戸2－26－12　 TEL （3873）4140
生涯学習センター 〒111－8621　台東区西浅草3－25－16　 TEL （5246）5811

㈲フォーティ 〒111－0034　台東区雷門2－19－17雷一ビル612
TEL （3842）6453　 Eメール taito@fortynet.co.jp

台東学びのひろば 第2期受講者募集

Eデジタルスキル講座　デジタル機器（パソコンまたはスマホ）の基本的な操作方法
を中心に学ぶ講座です。 時間 ①③④⑤午前10時～正午　②午後2時～4時

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所
①地域活動応援！パソコン講座2期　Wordコース 水 5 10月5日～11月2日

各
12人 1,000円

生涯学習
センター

②地域活動応援！パソコン講座2期　Excelコース 水 5 10月5日～11月2日
③地域活動応援！パソコン講座2期　PowerPointコース 日 5 10月2日～30日
④初心者のためのスマホ講座2期　Androidコース 土 2 11月19日・26日 各

10人 無料
⑤初心者のためのスマホ講座2期　iphoneコース 金 2 11月4日・11日
※パソコン講座は㈲フォーティへはがきかメールで申込み。複数コース申込可。
※スマホ講座はどちらかのコースを選んで申込み。1期受講者の申込みは不可。

C学びの仲間体験講座　団体・サークルの学びの学習講座に参加しながらグループ
での学びを体験できます。

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

※※学んで教えて地域と
交流！
ITボランティア体験講座

土 3
10月1日～22日

（10月8日を除く）
午前10時～正午

10人 無料
社会教育センター
10月15日は生涯学
習センター 午前9時
３０分～正午

スポーツ吹矢体験講座 水 3 10月5日～19日
午後3時～5時 12人 200円 千束社会教育館

D現代課題講座　現代的・社会的課題を知り、考える講座です。
講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

実感！多様性の強さ・
面白さ 日 4

11月6日・20日
12月4日・18日
午後2時～4時

20人

無料

社会教育センター

SDGsシリーズ講座
気候変動の影響と今で
きること

金 4 9月30日～10月21日
午後2時～4時 30人

環境ふれあい館
ひまわり
※申込み・問合せは
　社会教育センターへ

A生涯学習スタート講座　趣味的な内容からアカデミックなものまで、生涯学習
を始めるきっかけになる講座です。

講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

はじめてのつまみ細工 月 5
9月26日～10月31日

（10月10日を除く）
午後1時30分～3時30分

16人 4,000円 千束社会教育館

地下鉄の歴史と台東区
にまつわるよもやま話 木 3 10月13日～27日

午前10時～正午 20人
200円

※別途地下鉄博物
　館入館料220円

根岸社会教育館
※10月27日は地下鉄博
　物館（葛西）にて実施

キャンプの楽しみ方 火 4 10月11日～11月1日
午後6時～8時 20人 500円 今戸社会教育館

似合う色を知って輝き
ませんか？～おしゃれ
が変わる・あなたが変
わる～

火 3 9月27日～10月11日
午後2時～4時 15人 2,000円

環境ふれあい館
ひまわり
※申込み・問合せは
　社会教育センターへ

※※数字が苦手でもOK !
実感する統計学
Zoomを使用したオンライン

木 3
9月29日、10月6日・
20日午後6時30分
～8時30分

20人 無料 ※問合せは社会
　教育センターへ

B我がまち先生講座　地域で学習活動をしている学びの先輩が講師となる講座です。
講座名 曜日 回数 日時 定員 教材費 場所

水で描く！にじみを楽し
む透明水彩 金 8

10月14日～12月9日
（11月25日を除く）
午前10時～正午

16人 1,500円 社会教育センター

やさしく歌えるドイツ
語の歌 金 8

10月14日～12月9日
（11月25日を除く）
午前10時～正午

20人 400円 千束社会教育館

「たけくらべ」音読の
ススメ 火 6 10月4日～11月8日

午後2時～4時 16人 600円 根岸社会教育館

一眼レフカメラで
「夜景」に挑戦！！ 木 9

10月20日～12月22日
（11月3日を除く）
午後6時～8時

20人 1,500円

今戸社会教育館
※11月10日・24日は浅草、
　隅田川周辺で撮影会
※12月15日は生涯学習
　センター

対 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方（Eは学生除く）　 定（抽選）下表のとおり　申 往
復はがき（1講座1通）に記入例 1 ～ 5 ・性別、在勤（学）の方は 6 ～ 8 を書いて、各開
催場所へ（Eパソコン講座のみ㈲フォーティへ）（A～Dは社会教育センター・社会教育館
HPからも申込可）※※は社会教育センター・社会教育館HPからのみ申込み　 締（必着）A～
Dは9月15日㈭　Eのパソコン講座は9月16日㈮、スマホ講座は10月7日㈮
※詳しくは、区HPまたは社会教育センター・社会教育館HPをご覧ください。

老人福祉センター

●ことぶき教室（後期）
時 10月～5年3月　場 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　対 区
内在住の60歳以上の方　定 各10人（抽
選）　費 実費（教材費）　締 9月27日㈭（必
着）※教室等詳しくは、上記場所のほか、
区役所高齢福祉課（2階⑥番）、各地域包
括支援センターなどで配布する申込書をご
確認ください。
●介護予防教室受講生募集
時（全10回）10～12月　①②③午前11時
～正午　④午前10時～11時　場 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　対 区内在住
のおおむね65歳以上の方　定 各10人（抽
選）　締 9月16日㈮（必着）

教室名 開催会場 曜日

面白脳トレ教室
①老人福祉センター 
TEL （3833）6541 火

②橋場老人福祉館 
TEL （3876）2365 火

セラバンドで
筋力アップ

トレーニング教室
③老人福祉センター 
TEL （3833）6541 水

お口元気度 
アップ教室

④かがやき長寿ひろば
入谷（入谷区民館）
TEL （3834）6370 

（老人福祉センター内
専用電話）

火

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申 老人福祉センター、かがやき長寿ひろ
ば入谷、各老人福祉館ほかで配布する申込
用紙に記入し提出（下記問合せ先へ郵送も
可）※申込書は老人福祉センターHPから
ダウンロード可　 申込用紙提出時の持ち物
本人確認できる物（老人福祉施設使用登録
証等）、84円切手　 問 〒110－0015　
台東区東上野2－25－14　老人福祉セン
ター TEL （3833）6541


