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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
滋賀県長浜市　湖北・長浜観音
文化　第１回パネル展

時 10月2日㈰～18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7階　問長浜市市民協働部歴史遺
産課 TEL 0749（65）6510　台東区都
市交流課 TEL（5246）1016

日光市秋の観光展2022
～自然・歴史・温泉とダムの
魅力再発見～

�

時 10月20日㈭～23日㈰午前9時～午後
8時　場浅草文化観光センター6・7階
※アンケート回答者に粗品進呈　問日光
市観光協会 TEL 0288（22）1525　
鬼怒川ダム統合管理事務所
TEL 028（661）7764　
台東区都市交流課 TEL （5246）1016

グローカルシネマ上映会

区内の子供たちや外国にルーツのある若
者が制作した映像作品を見て、多文化共
生について考えませんか？　時 10月15
日㈯午後2時～4時　場区役所10階会議
室　定 20人（先着順）　
申・問 人権・多様性推進課
TEL （5246）1116
（電子申請可）

「ふるさと交流ショップ　台東」
9～10月の出店自治体

出店期間・出店自治体 9月22日㈭～27日

㈫・山形県小国町、29日㈭～10月4日㈫・
青森県深浦町、6日㈭～11日㈫・群馬県
みどり市、13日㈭～18日㈫・北海道函館
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

台東区の伝統工芸職人展

時 10月2日㈰・4日㈫・
5日㈬午前9時30分～午
後5時（入場は4時30分
まで）　場東京国立博物
館平成館ラウンジ（台東
区上野公園13－9）　費入館料　
出展者（業種）赤塚顕（江戸べっ甲）、上川
善嗣（東京銀器）、櫻井悠子（江戸手描提灯）、
田中耕太朗（江戸すだれ）、横谷昭則（江
戸木彫刻）、川島利之（神仏具錺）　
問産業振興課 TEL（5246）1131

たいとう就職面接会
（事前予約制）

区内企業約12社が参加する就職面接会で
す（正社員中心の求人）。�時 10月20日㈭
午後1時15分～3時30分（受付は0時45分
～3時）　場区役所10階会議室　持履歴
書、職務経歴書（複数持参）、ハローワー
ク紹介状　申込開始日 9月30日㈮　申ハ
ローワーク上野
TEL （3847）8609　41#　
問台東区産業振興課 TEL （5246）1152

文化カレッジ「挿絵から読む樋
口一葉～一葉、自作の挿絵を描
く??～」

時 11月5日㈯午後1時30分（2時間程度）
定 20人程度（抽選）　講出口智之氏（東
京大学大学院准教授）　費 1,000円（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 10月11日㈫（必着）　場・問 〒110
－0012　台東区竜泉3－18－4　一葉記
念館 TEL （3873）0004

若手経営者サポートセミナー　
経営者の心構え“醸成”コース

時（全5回）11月22日㈫、12月14日㈬、
5年1月17日㈫、2月8日㈬・28日㈫午後
7時～9時　場区役所10階会議室　対新
時代に求められているものを学びたい経
営者等　定 40人（先着順）　講二条彪氏
（経営コンサルタント）　費 10,000円（5
回分）※オンライン開催になる場合あり　
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

第26回下町大音楽市

①したやウィンドアンサンブル～高品質！音
楽ちゃんこ鍋をどーぞ！～
時 11月20日㈰午後0時30分開場、1時30
分開演　曲目 トッカータとフーガ（バッハ）
ほか
②上野浅草室内管弦楽団～秋といえばク
ラシック音楽です～　時 11月26日㈯午後
1時開場、2時開演※未就学児入場不可　
曲目 交響曲第4番「イタリア」イ長調（メ
ンデルスゾーン）ほか
③上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～再
始動は初心に帰って～　時 11月27日㈰午
後0時30分開場、1時30分開演※未就学
児入場不可　 曲目 交響曲第1番（ベート
ーヴェン）ほか

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場①③浅草公会堂　②生涯学習センター

ミレニアムホール　 入場料（全席自由）①
1,000円　②③1,500円　 前売券 カンフ
ェティHPまたは電話でカンフェティチケッ
トセンター TEL 0120－240－540へ
区内在住か在勤（学）の方を抽選で5組
10人ご招待（①・③のみ）

申はがきに記入例1～4、在勤（学）の方
は67を書いて下記問合せ先へ　締 10月
10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

勤労者サービスセンターの催し

●物価上昇からお金を守ろう！～インフレ
時代の資産防衛術～　時 10月27日㈭
講柳好之氏（朝日信用金庫個人営業部課
長）　締 10月11日㈫（必着）　
●健康セミナー「痛み知らずの体づくり」
時（全2回）11月7日㈪・14日㈪　講小西
宏和氏　費 1,000円（会員とその家族は
別料金）　締 10月14日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時間 午後6時30分～8時　場中小企業振
興センター　対区内在住か在勤の方、勤
労者サービスセンター会員とその家族　
定各15人（抽選）　申はがきに記入例1
～4、会員の方は会員番号・事業所名・参
加される方の34を書いて下記問合せ先へ
問〒111－0056　台東区小島2－9－18
台東区勤労者サービスセンター
TEL （5829）4123

ふくしつながりフェスタ

区内のボランティア団体・福祉施設・
NPO法人・企業などが参加して、福祉活
動を知っていただきます。　時 10月16日
㈰午前10時～午後3時　場おかちまちパ
ンダ広場　問台東区社会福祉協議会
TEL （3847）7065

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。

スポーツの祭典【オリンピック編】〜たいとうスポーツフェスタ2022〜

※悪天候や今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催内容・出演者等が変更となる場合があります。
問スポーツ振興課 TEL （5246）5853　清島温水プール TEL （3842）5353

10月10日
（スポーツの日）

開催

野球
阿波野秀幸さん

元プロ野球選手

野球
坂元弥太郎さん

元プロ野球選手

野球
米野智人さん

元プロ野球選手

フットサル
リガーレヴィア葛飾
Fリーグ所属フットサルチーム

バドミントン
嘉村健士さん

東京2020オリンピック
日本代表

バレーボール
江畑幸子さん
ロンドンオリンピック

銅メダル

ラグビー
大西将太郎さん

ラグビー元日本代表

バドミントン
栗原文音さん
リオデジャネイロ

オリンピック日本代表

陸上競技（110ｍハードル）
金井大旺さん

東京2020オリンピック
日本代表

3×3バスケットボール
落合知也さん

東京2020オリンピック
日本代表

●台東リバーサイドスポーツセンター
時間帯 体育館（室内用運動靴をお持ちください） 陸上競技場 少年野球場・テニスコート
午前の部

午前9時30分～正午
ビーチボール、バドミントン、ダンス、

柔道、空手道
50m走、ウォーキング講習、フットサル、

輪投げ、体力測定 野球、テニス

午後の部
午後0時30分～3時

バレーボール、バスケットボール、ボッチャ、
アーチェリー、剣道、少林寺拳法 フットサル、ラグビー 野球、ソフトテニス

※各競技種目の対象年齢および卓球場・トレーニングルームの利用については、区HPでご確認ください。

競泳
森隆弘さん

アテネオリンピック
200ｍ個人メドレー

競泳
森田智己さん
アテネオリンピック

100ｍ背泳ぎ
4×100ｍメドレーリレー

銅メダル

競泳
山口美咲さん
リオデジャネイロ

オリンピック
4×100ｍフリーリレー

※水泳イベントへの参加は、申込みが必要です。
水泳イベント、無料開放等詳しくは、左記問合
せ先（清島温水プール）へお問合せください。

清島温水プールでは
 水泳イベントを開催！
清島温水プール無料開放

※イベント等詳しくは、 
　区HPをご確認ください。

トップアスリートと一緒に
みんなでスポーツを楽しもう！
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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。

5年1月23日㈪、2月22日㈬、3月27日
㈪午後2時～3時　対区内在住のおおむね
65歳以上の方　定 20人（抽選）　内転倒
予防体操と健康ミニ講座　申下記二次元
コードから申込み※Zoom体験会を希望
の方は下記問合せ先へ
締 10月17日㈪
問介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295
FAX（5246）1179

認知症サポーター養成講座
（オンライン）
時 10月25日㈫午後6時～7時30分　
対区内在住か在勤（学）の方　定 20人（先
着順）　講介護予防・地域支援課職員　
締 10月13日㈭
申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

工作教室「トリックカード」

時 10月30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 10月14日
㈮午後5時　問生涯学習課
TEL （5246）5815

オンラインスポーツ教室

①姿勢改善！猫背に効くストレッチ中編！
時 10月16日㈰午後2時～2時50分　
②運動不足解消！おうちでできるスクワッ
トトレーニング！
時 10月16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）　締 10月7日㈮　
申電子申請※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

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

浅草ものづくり工房「第10回
施設公開」（事前申込不要）

入居者アトリエ公開、展示販売などを行い
ます。� 時 10月14日㈮・15日㈯・16日㈰
午前10時～午後5時　場浅草ものづくり工
房　販売内容バッグ、靴、革小物、アクセ
サリーなど※詳しくは、浅草ものづくり工
房HPをご覧ください。�問台東区産業研修
センター TEL （3872）6780

園芸講習会～野菜や花を育てる
～「コンテナガーデンを楽しもう」

時 11月12日㈯午後1時　場区役所10階
会議室　対区内在住か在勤（学）の方　
定 20人（抽選）　講伊藤康仁氏（シテ
ィファーマー）　費 2,000円　申はがき
に記入例1～5を書いて下記問合せ先へ
（電子申請可）　締 10月24日㈪（必着）　

問〒110－8615　台東区役所環境課
TEL（5246）1323

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 10月
29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）40店　出店料 2,000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）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。
ゆずります　体重計、タオルケットと冬物
シーツ、テーブル、英和辞典、国語辞典
ゆずってください　ビデオカセットレコー
ダー、子供用自転車、ベビーゲート
※上記の情報は9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。
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

区民体育祭

●バレーボール大会（男女混合）　時 11
月20日㈰　申込期間 10月21日㈮～28日
㈮午後５時※先着18チーム
●テコンドー大会　時 11月27日㈰　
申込期間 9月27日㈫～10月29日㈯
●ビーチボール大会　時 12月18日㈰　
締 10月20日㈭

◆　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※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

第15回ジュニア駅伝大会
参加者募集

時 12月4日㈰　対区内在住か在学の小学
4年～中学生　募集チーム数 小学４～6年
生男子（男女混合可）60チーム、小学4～
6年生女子40チーム、中学生男子10チー
ム、中学生女子10チーム　チーム編成 1チ
ーム5人　申電子申請または申込書（区HP

からダウンロード可）を郵送するか下記問
合せ先へ持参　締 10月11日㈫（必着）
※詳しくは、区HPをご確認ください。
問スポーツ振興課（土・日
曜日・祝日を除く午前9時
～午後5時）
TEL（5246）5853

スポーツひろば　
ナイトウォーキング

「スポーツ推進委員運営校」

時・コース 10月12日㈬・浅草周辺コース
14日㈮・上野周辺コース

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時午後7時～9時　定各20人（先着順）
申電子申請か下記問合せ先へ電話で申込み
申込期間 9月22日㈭午前9時～10月7日㈮
午後5時　
※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

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
くらしに役立つ講座「～初めて
の資産運用～NISA、iDeCoを
学ぼう！」オンライン開催

Zoomを利用したオンライン講座です。
時 10月21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NPO法人金融と証券を学習す
る会　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を書いてファクスで下記問合せ
先へ　締 10月13日㈭　
問くらしの相談課
TEL （5246）1144
FAX（5246）1139

産業研修センターの催し

●第3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）11月8日㈫・9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
～8を書いて下記問合せ先へ　締 10月
19日㈬（必着）　
●ファッションデザイン画講座　
時（全4回）11月9日㈬・10日㈭・16日㈬・
17日㈭の午後6時30分～8時30分　対区
内在住か在勤（学）でファッションイラス
トレーションの基本デザイン画を学びたい
方（photoshopのライセンス取得あり）
定 15人（先着順）　講鄭貞子氏
費 5,000円（4回分）持パソコン　申は
がきに記入例1～4・年代、在勤（学）
の方は6～8を書いて郵送かファクスで
下記問合せ先へ　締 10月25日㈫（必着）
※内容等詳しくは、下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 〒111－0023　
台東区橋場1－36－2　産業研修センター
TEL （3872）6780
FAX（3871）9525

おうちから参加！いきいき
Zoomで体操教室　※事前に
Zoom体験会を実施（希望制）

時（全5回）11月29日㈫、12月20日㈫、

清島温水プール 水泳教室

①第5期ジュニア水泳教室　
時（全8回）10月29日～12月17日の土曜日
時間 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年長～小学生　定各
30人（抽選）　費 8,500円（保険・利用
料含む）　締 10月4日㈫午後9時
②第5期 ベビースイミング　
時（全6回）11月1日～12月6日の火曜日
時間 Cクラス（4か月～1歳未満）は午前
9時40分～10時20分、�Bクラス（1～2歳
未満）は9時55分～10時40分、�Aクラス（2
～3歳）は10時10分～10時55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）　費 7,000円（保険・
利用料含む）　締 10月7日㈮午後9時
③子供のためのワンポイントレッスン　
時（全6回）11月6日～12月11日の日曜日
午前9時10分、9時35分、10時、10時30
分　対区内在住か在学の3歳～小学3年生
※未就学児は保護者同伴。小学生は2人以
上のグループでの入場となります。�定各
6人程度　費プール利用料　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申①②は清島温水プールHPから申込み　
③は当日プールサイドで申込み（先着順）
※定員に満たない場合は締切日以降もフロ
ントで受付　講野村不動産ライフ＆スポ
ーツ㈱　場・問 〒110－0015�台東区東
上野6－16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353

「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 11月4日㈮午前10時～11時、午後1時
～2時　場三ノ輪福祉センター　対区内
在住の方　定各20人（先着順）��講丸山
としこ氏　申記入例1～4・希望時間を
電話かファクスで下記問合せ先へまたは下
記二次元コードから申込み
問台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228　
FAX （5603）2230　

地域の身近な施設で、転倒予防体操や健康ミニ講座など、健康に過ごすために役立つ
教室を実施しています。�時午後1時30分～2時30分　対区内在住のおおむね65歳
以上の方　申下記問合せ先かお近くの地域包括支援センターに直接申込みまたは、
はがきに希望会場名（1会場のみ）・記入例1～5を書いて下記問合せ先へ　締 10
月17日㈪　問〒110－8615　台東区役所介護予防・地域支援課（区役所2階⑤番）
TEL（5246）1295

会場名 場所 　日程 定員

あさくさ 台東区民会館
（花川戸2－6－5）

11月11日㈮、12月6日㈫、
5年1月13日㈮、2月10日㈮、3月10日㈮ 25人

くらまえ 環境ふれあい館ひまわり
（蔵前4－14－6）

11月17日㈭、12月15日㈭、
5年1月19日㈭、2月16日㈭、3月16日㈭ 15人

まつがや
入谷区民館４階ホール
（かがやき長寿ひろば入谷）
（入谷1－15－6）

11月8日㈫、12月13日㈫、
5年1月10日㈫、2月14日㈫、3月14日㈫ 20人

みのわ たなかスポーツプラザ
（日本堤2－25－4）

11月21日㈪、12月19日㈪、
5年1月16日㈪、2月20日㈪、3月20日㈪ 25人

やなか 谷中区民館
（谷中5－6－5）

11月18日㈮、12月16日㈮、
5年1月20日㈮、2月17日㈮、3月17日㈮ 18人

たいとう 老人福祉センター
（東上野2－25－14）

11月9日㈬、12月14日㈬、5年1月11日㈬、
2月8日㈬、3月8日㈬ 15人

ほうらい
リバーサイドスポーツ
センター
（今戸1－1－10）

11月25日㈮、12月23日㈮、
5年1月27日㈮、2月24日㈮、3月23日㈭ 18人

※定員を超えた場合は抽選

ふれあい介護予防教室


