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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
2022みんなのはばたき21フォー
ラム～声を上げ続けよう～

●講演会　「日常にある『らしさ』にとらわ
れない 多様性時代の子育て」　時 9月25
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　定 150
人（予約制・先着順）　講 太田啓子氏（弁
護士）　申 電話か直接下記問合せ先へ（区
HPから申込可）※託児あり（1歳以上の未
就学児・20人程度）希望の方は子供の記
入例 3 5 を9月17日㈯ま
でに下記問合せ先へ※手話
通訳・ヒアリングループ

（磁気ループ）あり
●ワークショップ　時 9月24日㈯午前10
時～午後4時・25日㈰午前9時30分～正
午（予約不要）　場 男女平等推進プラザ
●男女平等推進団体パネル展示　時 9月
24日㈯・25日㈰　場 男女平等推進プラザ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 男女平等推進プラザ（生涯学習センタ
ー４階） TEL （5246）5816

下町の秋季伝統工芸展示実演会

時・実演者（業種） 9月17日㈯・藤本義和 
（染色工芸）、18日㈰・増山裕子（創型彫 
刻）、19日㈷・滝沢建 （仏像彫刻）、21日
㈬・田中慎二 （仏像彫刻）、22日㈭・佐々
木幸四郎（仏像彫刻）、23日㈷・日花和子

（創型彫刻）、24日㈯・山田恵美（型絵染）、
25日㈰・川島利之 (神仏具錺)　
時間 午後1時～4時　 入館料 大人300円、 
小中高生100円　 休館日 月曜日（祝休日
の場合は翌日）　 場・問 下町風俗資料館
TEL （3823）7451

上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ31

時 10月6日㈭午後1時開場、2時開演　
出演 上野学園大学音楽学部学生　
内容 合唱、ピアノ連弾ほか　 入場料 500
円　予約方法 電話・Webで事前申込み
予約開始日時 9月21日㈬午前10時※未就
学児入場不可。詳しくは、旧東京音楽学
校奏楽堂HPをご覧ください。　
場・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

「ふるさと交流ショップ 台東」
9月の出店自治体

出店期間・出店自治体 9月8日㈭～13日㈫・
静岡県東伊豆町、15日㈭～20日㈫・茨
城県筑西市　 時間 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）　問 ふるさと交流ショ
ップ台東 TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

ひとり親家庭「秋の日帰りバス
ハイク」～マザー牧場～

時 11月12日㈯午前7時45分区役所集合
※雨天決行、荒天の場合行先を変更する
可能性あり　 行先 マザー牧場（千葉県富
津市）　対 区内在住のひとり親家庭の子供
4歳～中学3年生と保護者※親子で参加で
きる方　定 親子18組（定員を超えた場合、
過去の参加回数の少ない方を優先）
費 無料（昼食代は自己負担）※台東区母
子寡婦福祉協議会（年会費500円）への
入会をお願いしています。 申 下記二次元
コードまたは下記問合せ先へ直接申込み 
締 9月30日㈮　
問 子育て・若者支援課（区
役所6階⑥番）
TEL （5246）1237

JOBANアートライン協議会
「アートアンブレラ」参加者募集

JR東日本沿線の引き取り手のない忘れ物
のビニール傘に、マジックで絵を描くワー
クショップです。時 12月11日㈰（時間
交代制）　①午前10時　②11時15分　③
午後1時　④2時15分※各45分間ずつ　
場 生涯学習センター　定 各8組（1組2人
傘1本まで）　申 電子申請　締 10月28日
㈮※抽選の結果は、7日前までに当落いず
れの場合も返信します。詳しくは、下記二
次元コードをご確認くだ
さい。
問 文化振興課
TEL （5246）1153

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）9月21日㈬～10月11日㈫　
場 区役所１階台東アート
ギャラリー　
展示作品 平成26年度台東
区長賞受賞作品「夏の途」

（杉山佳作）、平成27年度台東区長賞受賞
作品「冬虫夏草」（丸茂陸作）
問 文化振興課
TEL （5246）1153

第5回 台東区長賞 記念演奏会

時 12月3日㈯午後3時　場 旧東京音楽学
校奏楽堂　 出演者 神原颯大（作曲）、萩
岡由子（箏曲）　申 下記二次元コードから
申込むか往復はがきに記入例 1 ～ 5 ・同
伴者の有無（1人まで・同伴者の 3 ）・車
いす等の特記事項を書いて下記問合せ先
へ　締 10月28日㈮※当落いずれの場合
も開催日の2週間前までに
連絡します。
問 文化振興課
TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●常設展示内W特集「生誕100年 朝倉摂 
diary」＆「北村西望との関係」　時 9月9
日㈮～5年1月15日㈰
●ギャラリートーク　時 9月21日㈬午後2
時（30分程度）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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

講演会（動画配信）
「発達障害を学ぶ」(乳幼児版）
時 9月16日㈮～10月3日㈪　対 発達に心
配のある子供の保護者・家族・関係者、発
達障害に関心のある方　講 竹谷志保子氏

（うめだ・あけぼの学園発達支援部補佐役
臨床発達心理士）　申 下記二次元コードか
ら申込み　
締 9月30日㈮　
問 松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

フレイル予防大作戦inたいとう

時 10月25日㈫午後1時30分～3時30分
場 台東区民会館9階ホール　対 区内在住
のおおむね65歳以上の方　定 50人（抽
選）　 内・講 フレイルの講演・阿部巧氏（東

京都健康長寿医療センター研究所）、転倒
予防体操と脳トレ・ころばぬ先の健康体操
サポーター　申 はがきに記入例2～4を
書いて下記問合せ先へ　締 10月6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

VR認知症体験会～認知症の人
の世界を感じ、理解する～

時 10月17日㈪午後2時～3時40分　
場 区役所10階会議室　対 区内在住か在勤

（学）の方　定 30人（先着順）　講 ㈱シル
バーウッドVR事業部　 申・問 介護予防・
地域支援課 TEL （5246）1225

第44回寿作品展示会

時 10月12日㈬・13日㈭午前9時30分～
午後4時　場 区役所10階会議室※車での
来場不可　 展示作品 シニアクラブ会員を
中心とする高齢者、児童・園児の作品　
問 健康課 TEL （5246）1214

健康学習会「知っておきたい！
子どもの病気と薬の飲み方」

（オンライン）
時 10月22日㈯午後2時～4時　 対 0～3
歳程度の子供の保護者（区内在住か在勤）
講 小川淳子氏（小川こどもクリニック小
児科医師）、荒木美智子氏（しんわ薬局上
野店薬剤師）　申 電子申請
締 10月14日㈮　
問 健康課
TEL （5246）1215

あなたの体の健康度、チェック
してみませんか？

時 10月6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 9月22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 ①10月2日㈰　②9日㈰　①②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）①30店　②20店　
出店料 ①②2,000円
申・問（土・日曜日・祝日を除く）①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　②タ
イムマシーンカンパニー（午前10時～午
後５時） TEL 050（3616）3300　
問 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

区立保育園・石浜橋場こども園
「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 9月15日㈭午前10時15分～正午、午
後1時15分～3時　場 生涯学習センター

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

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～

10月11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)

9月20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

はじめてのおるすばん 10月1日㈯
午後1時30分～3時30分

区内在住の6か月まで
の子供

5組
(先着順)

9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

絵本と音楽を楽しむ
お話コンサート

10月11日㈫
午前10時30分～11時15分

区内在住の1歳6か月～
3歳の子供

12組
(先着順)

9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

0歳からはじめる
性教育

10月6日㈭
午前11時～11時45分

区内在住の1歳6か月ま
での子供

8組
(先着順)

9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

●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。
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【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。

ダイバーシティ時代の「男性問
題」：ジェンダー平等のために

「男性」は何ができるのか
（オンライン講座）
時 10月8日㈯午前10時～正午　定 30人

（先着順）　講 川口遼氏（名古屋大学ジェ
ンダーダイバーシティセンター特任助教）
申 下記二次元コードから申込むか電話で
下記申込先へ※視聴環境
がない方は下記問合せ先
の会場を利用（託児あり、
詳しくは下記申込先へ）　
申 ㈱明日葉　 TEL 070（8702）2798

（日曜日を除く午前9時～午後5時）　
場・問 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

区内10士業「よろず相談会」

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・一級
建築士・社会保険労務士・行政書士・税理
士・中小企業診断士・不動産鑑定士・宅地
建物取引士および公証人による無料相談会
です。 時 10月8日㈯午前10時～午後4時
30分※1人30分　場 区役所10階会議室
定（先着順）40人（面談相談）、3人（Zoom
相談）　申 電子申請　申込期間 9月12日㈪
～10月5日㈬※詳しくは、
区HPをご覧ください。
問 くらしの相談課
TEL （5246）1025

養育家庭（里親）相談会（要予約）

時 10月8日㈯・13日㈭・29日㈯、11月
19日㈯　午前10時～11時30分、午後1
時30分～3時（1人60分～90分程度 ）  
対 区内在住で養育家庭に関心のある方　
定 各1人（先着順）　締 希望する日の前日
正午　場・申・問 日本堤子ども家庭支援セ
ンター TEL （5824）2571

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　
内・時（全3回）①「Windows10の基本」
10月6日㈭・13日㈭・17日㈪　②「初め
てのワード」10月12日㈬・14日㈮・19
日㈬　①②午前10時～正午※パソコン持
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 10
月21日㈮・31日㈪午前10時、11時　
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 9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

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 10月15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 10月6日㈭　
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

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

対 乳幼児と保護者　定 20組程度（先着
順）　 予約受付日時 9月8日㈭～14日㈬午
前10時～午後4時　
申・問 石浜橋場こども園
TEL （3873）6887

たなかスポーツプラザ　ちびっ
こスポーツアカデミー（第３期）

時 ①（全5回）3～5歳コース10月6日・
20日、11月17日、12月1日・15日の木
曜日　②3・4歳コース、5歳コース（各
全6回）10月13日・27日、11月10日・
24日、12月8日・22日の木曜日　 場 た
なかスポーツプラザ　 定（抽選）①30人　
②各10人　申 電子申請　締 9月18日㈰※
時間、対象、申込等詳しく
は、区HPをご確認ください。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

柳北スポーツプラザ
幼児運動教室（第３期）

時（全5回）10月16日・30日、11月13日・
27日、12月11日の日曜日　場 柳北スポ
ーツプラザ　定 各30人（抽選）　申 電子
申請　締 9月18日㈰※時間、対象、申込
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

区民体育祭

●ロードレース大会　時 10月9日㈰　
締 9月29日㈭午後5時
●サイクリング大会　時 10月23日㈰　
申込期間 9月10日㈯～30日㈮午後6時　
●柔道大会　時 10月23日㈰　
申込期間 9月10日㈯午前9時～10月7日
㈮午後6時
●バレーボール大会（一般男女）　時 10月
23日㈰　 申込期間 9月23日㈷～30日㈮
午後5時
●アーチェリー大会　 時 10月23日㈰　
締 10月19日㈬午後7時
●剣道大会　時 10月30日㈰　
締 9月20日㈫
●少林寺拳法大会　時 10月30日㈰　
申込期間 9月16日㈮～10月7日㈮午後5
時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住か在勤（学）の方※場所、費用、
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

清島温水プール 水泳教室

●第4期ジュニア水泳教室　時（全8回）10
月20日～12月15日の木曜日（11月3日
を除く）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 区内在住か在学の年長～小学生　定 各
40人（抽選）　費 8,500円（保険・利用
料含む）　締 9月25日㈰午後9時
●3年生からの泳力向上教室　 時（全8回）
10月23日～12月11日の日曜日午前11
時30分～午後0時30分　対 区内在住か在
学の小学3年生以上　定 各30人（抽選）　
費 8,500円（保険・利用料含む）　締 9月
28日㈬午後9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　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
場・問 清島温水プール
TEL （3842）5353

目次読書法体験イベント
（オンライン）
時 10月16日㈰午前10時30分～正午　
対 高校生以上の方　定 20人（先着順）　
申 図書館HP申込フォームから申込み　
締 10月9日㈰　問 中央図書館
TEL （5246）5911

図書館のこども室から

●おりがみ教室　カボチャをつくろう　
時 9月25日㈰　対 幼児～小学生※未就学
児は保護者同伴　定 5組（1組3人まで）
申 下記問合せ先カウンターまたは図書館
HPの申込フォームから申込み　
申込期間 9月6日㈫～14日㈬　
場・問 石浜図書館 TEL （3876）0854

企画展　「台東区の寺」

　浮世絵や古地図等の資料で台東区の寺
を紹介します。 時 9月16日㈮～12月11
日㈰　場 中央図書館　
●トークイベント　時 10月16日㈰午後2
時～4時　場 生涯学習センター　定 50人

（抽選）　 内・講 台東区の寺の特色と歴史・
平野恵氏（郷土・資料調査室専門員）、寛
永寺凌雲院と我孫子市龍泉寺・イサベル・
田中・ファンダーレン氏（東京大学史料編
纂所共同研究員）　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、または図書館HPから申込み※詳し
くは、区HPをご覧ください。 締 10月4
日㈫午後5時（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 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
体験講座「旧奏楽堂のパイプオ
ルガンとチェンバロ」

時 10月15日㈯午前10時、午後2時（各1
時間30分程度）　対 小学4年生以上の方
定 各15人程度　講 当館学芸員　
費 1,000円　申 申込用紙に記入して、フ
ァクスか郵送で下記問合せ先へ（申込用紙
は旧東京音楽学校奏楽堂HPでダウンロー
ド可)　締 9月20日㈫　 場・問 旧東京音楽
学校奏楽堂 TEL （3824）1988
FAX （3824）1989

勤労者サービスセンターの催し

●スマホ・タブレット講座～入門から活用
編～　 時（全2回）11月17日㈭・24日㈭午
後6時30分～8時30分　場 中小企業振興
センター　対 区内在住か在勤（学）の方ま
たはサービスセンター会員および登録の同
居家族で、スマートフォンやタブレットを
お持ちの方　定 8人（抽選）　講 フォーテ
ィネットパソコンスクール　費 2,000円

（受講料・会員とその家族は別料金）
持 自分のスマートフォンやタブレット　申
はがき（1人1枚）に記入例 1 ～ 5 、在勤

（学）の方は 6 、会員の方は会員番号を書
いて下記問合せ先へ　締 10月18日㈫（必
着）　問 〒111－0056　台東区小島2－
9－18　台東区産業振興事業団勤労者サ
ービスセンター
TEL （5829）4123

文化財講座

●江戸時代の古文書にみる町の運営
時 10月8日㈯午後2時～4時　場 生涯学習
センター　定 25人（先着順）　講 葛生雄二
氏（台東区文化財保護調査員）　申 記入例
1・参加者全員の35、代表者の24・
希望人数（2人まで）を電話かファクスで下
記問合せ先へ　締 9月30日㈮午後5時
●旧岩崎邸庭園の遺跡見学会　時 10月29
日㈯午後2時～4時　場 旧岩崎邸庭園
定 20人（抽選）※応募者多数の場合は区
内在住の方優先　講 小俣悟氏（台東区文
化財保護調査員）　費 一般320円、65歳
以上160円（入園料の団体料金額を各自
支払い）※雨天決行（荒天時は館内展示
のみ）。館内は靴下着用。 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35、代表者の24を書いて下記問
合せ先へ　締 9月28日㈬（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 〒111－8621　生涯学習センター生涯
学習課（土・日曜日・祝日を除く午前８時
30分～午後5時15分）
TEL （5246）5828
FAX （5246）5814

読み聞かせボランティア養成講座
（スキルアップ小学生編）
時（全2回）10月11日㈫・25日㈫午前10
時～11時30分　場 生涯学習センター　
対 読み聞かせ活動の経験が浅く、両日受
講可能な方　定 20人（先着順）　講 児玉
ひろ美氏（JPIC読書アドバイザー）※申込
みは本人に限る　 申込開始日 9月12日㈪
申・問 中央図書館 TEL （5246）5911

介護福祉士資格受験対策講座
（会場・オンライン同時開催）
時 ①10月2日㈰　②16日㈰　③30日㈰
④5年1月8日㈰　①～④午前9時30分～
午後4時30分　場 三ノ輪福祉センター　
対 区内在住か在勤で介護福祉士受験資格
がある方　定 各20人　講 ①五十嵐さゆり
氏　②岡賢子氏・伊達哲也氏　③木村久枝
氏　④白井幸久氏　費 各2,000円（クレ
ジット決済）　申 下記二次元コードから申
込み※支払い案内のメー
ルを送ります。入金確認後、
テキスト類と受講の手引
きを送ります。 締 9月26
日㈪　問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

脳の健康教室

東北大学の川島隆太教授の研究成果を活
用した学習教室です。認知機能向上に役
立つ読み・書き・計算を行います。
時（全20回）10月19日～5年3月29日の
水曜日午前10時～正午のうち40分程度　
場 入谷区民館（かがやき長寿ひろば入谷）
対 区内在住のおおむね65歳以上で毎日
10分程度の自宅学習が可能な方　定 30
人（抽選）※1クラス10人程度　費 月額
1,500円（計7,500円）  申 老人福祉セン
ター・かがやき長寿ひろば入谷・各老人福
祉館で配布する申込用紙に記入し提出する
か、下記問合せ先へ郵送（申込書は老人福
祉センターHPからダウンロード可）※詳
しくは、下記問合せ先へご確認ください。 
締 9月30日㈮（必着）　問 〒110－0015
台東区東上野2－25－14　老人福祉セン
ター TEL （3833）6541


