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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
台東区芸術文化支援制度対象企
画 「タンキン×ホウガク #平櫛
田中邸によせて」

①金工造形作品展示　時 11月3日㈷午後1
時～6時・4日㈮午前11時～午後6時・6日
㈰午前11時～午後4時
②邦楽演奏会　時 3日㈷・5日㈯午後4時
～5時30分
③尺八ワークショップ　時 3日㈷・5日㈯
午後2時、4日㈮正午、午後3時※各1時間
程度

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場 旧平櫛田中邸アトリエ（上野桜木2－20
－3）　定 ② 各30人　③各6人　
出演者 今井貴絵（鍛金）、津上弘道（尺八）
ほか　費 ①500円　②3,500円　
③2,500円　申 ②③下記二次元コードか
ら申込み　問 津上弘道　
Eメール tsugamikoudou@
gmail.com
台東区文化振興課
TEL（5246）1328

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 5年1
月15日㈰まで
●ギャラリートーク　時 10月19日㈬午後
2時（30分程度）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時 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（祝休日の場合は翌日）
問 朝倉彫塑館 TEL（3821）4549

一葉記念館から

展示替えのため臨時休館します。 時 10月

17日㈪～21日㈮※22日㈯より特別展「一
葉と手紙」を開催します。
場・問 一葉記念館 TEL（3873）0004

ウクレレコンサート＆こどもウ
クレレ教室

●ウクレレコンサート　時 11月12日㈯午
後0時30分開場、1時30分開演（終演予定
2時30分）　場 生涯学習センターミレニア
ムホール※未就学児入場不可　
入場料（全席指定）一般2,000円、小中高生
1,000円　チケット販売場所 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　
出演 DAICHI（ウクレレ）、MASASHI（ギ
ター）ほか　 曲目 Isn’t she lovely、情
熱大陸 ほか
●こどもウクレレ教室　時 11月12日㈯①
午前11時45分～午後０時15分　②3時～3
時30分　場 生涯学習センター　対 小中高
生（保護者２人まで観覧可）　定 各20人　

（抽選）　 練習曲 ①きらきら星　②ハッピー
バースデーの歌　講 DAICHI氏　費 500円

（当日現金支払い）　申 はがきに記入例1
（①か②またはどちらでも可）～4・参加者
の学年・保護者氏名を書いて下記問合せ先
へ郵送または財団HPの申込フォームから申
込み　締 10月19日㈬（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 〒110－0004　台東区下谷１－2－11
台東区芸術文化財団 TEL（5828）7591

視覚障害者・介助者の体験をし
てみませんか

時 11月16日㈬午前10時～午後3時　
場 区役所1階ロビー　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

7591台東区民ドッジボール大会

時 11月23日㈷午前9時30分　定 37チー
ム（予定・先着順)　費 小学生の部は1チ

ーム1,000円、大人の部は1チーム3,000
円　（保険料含む）　締 10月25日㈫※申込
方法等詳しくは、台東区民スポーツ振興協
議会HPをご覧になるか下記問合せ先へ　
場・問 台東リバーサイドスポーツセンター
TEL（3872）3181

あなたの体の健康度、チェックし
てみませんか？

時 11月8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 10月21日㈮午前10時
申・問 国民健康保険課
TEL（5246）1251

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー
クをやってみよう」　時 10月15日㈯午後2
時～4時　場 上野区民館　定 7人（先着
順）　費 100円（材料費）　 申・問 清掃リ
サイクル課 TEL（5246）1018
●フリーマーケット出店者募集　時 ①11
月6日㈰午前10時～午後3時　②13日㈰
午前9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）①30店　
②20店　 出店料 ①②2,000円　
申（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
●子供用品限定　ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集　時 11月27日㈰午前10時
～午後2時　場 環境ふれあい館ひまわり7
階　出店募集 5店舗程度（抽選）※区内在
住の方優先　申 区HPの問合せフォームか
ら申込み※電話での申込不可、営業関係の
方の出店不可　締 10月21日㈮午後5時

※出店決定者のみ出店票を送付　問 清掃
リサイクル課 TEL（5246）1018

第30回隅田川ハゼ釣りと水辺観
察参加者募集

時 11月20日㈰午前9時～正午（雨天中
止）　場 桜橋周辺　対 区内在住か在勤（学）
の方　※釣り道具は各自用意、釣り餌のみ
区で用意　申 記入例1・参加者全員の2
～5をはがきかファクスで下記問合せ先
へ（電子申請可）　締 10月21日㈮（必着）
※「川の水を調べてみよう」も同時開催し
ます（事前申込）。詳しくは、下記問合せ
先へ。 問 〒110－8615　台東区役所環
境課 TEL（5246）1283　
FAX（5246）1159

台東区ジュニアオーケストラ　
アンサンブル部　
第34回定期演奏会

時 11月13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　 入場整理券 10月5日㈬より生涯学習
センター1階受付（第1・3・5月曜日休館）
で配布　曲目 交響曲第2番ニ長調第3楽章

（J・ブラームス）ほか　
問 生涯学習課 TEL（5246）5851

台東区社会教育団体協議会による
「第55回　台東区文化祭」

・展示の部　時 10月23日㈰～11月3日㈷
午前9時30分～午後4時30分 （最終日は4
時まで）　
・舞台の部　時 11月3日㈷午前10時～午
後5時
・茶席の部　時 11月3日㈷午後1時～４時
加盟団体 台東区華道茶道文化協会、台東
書道連盟、台東川柳人連盟、台東区吟剣詩
舞道連盟、台東区短歌連盟、台東区合唱連
盟、台東区美術会、台東区民謡連合会、台
東区写真連盟、台東区ボーイスカウト・ガ
ールスカウト協議会、台東区能楽連盟、台
東区体育協会、台東区ラジオ体操連盟、台
東区舞踊協会、台東区立幼稚園PTA連合
会、台東区カラオケ協会　
場 生涯学習センター　問 生涯学習課
TEL（5246）5815

台東区チャレンジフィジカルテス
ト「おとなの体力測定」

時 11月6日㈰午前9時30分～午後1時　
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20歳以上の方
※当日の健康状態チェックやADL（日常
生活活動テスト）の結果により、参加でき
ない種目あり　定 100人（先着順）　
申 電子申請か電話で下記問合せ先へ　
申込期間 10月11日㈫午前9時～27日㈭
午後5時※詳しくは、区HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課 TEL（5246）5853

区民体育祭

●ハンドボール大会　時 11月6日㈰　
申込期間 10月7日㈮～21日㈮午後5時
●ゴルフ大会　時 11月17日㈭　
申込期間 10月14日㈮～11月4日㈮午後5
時

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

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム参加者募集　
時 ①10月18日㈫　②24日㈪　①②午前
11時　対 区内在住の①令和3年4月18日
～4年4月17日生まれの子供と保護者　②
3年4月24日～4年4月23日生まれの子供
と保護者　定 各8組（先着順）※参加は子
供1人につき1回まで　 申込開始日 ①10
月4日　②10日㈷※申込みは保護者に限
る。　 場・申・問 中央図書館
TEL（5246）5911
●根岸図書館 えいがとおはなし会「ぞう
のたまごのたまごやき」　時 10月26日㈬
午前10時30分～11時15分、午後3時30
分～4時15分　場 根岸社会教育館ホール
対 幼児～小学校低学年　定 10組（家族単
位・先着順）※直接会場へ　
問 根岸図書館 TEL（3876）2101
●ぬいぐるみおとまり会　おはなし会の後、
ぬいぐるみを預かり、ぬいぐるみが読書や図
書館を探検する様子をアルバムにします。ま

た、本の紹介をします。 時 おはなし会は10
月29日㈯午前11時、ぬいぐるみのお迎えは
11月3日㈷から午前9時～午後6時（月～土
曜日）、5時まで（日曜日・祝日）  場 生涯学
習センター　対 図書館利用登録のある幼児
～小学校低学年の子供※初めて参加する子
供に限る、子供1人につき1体　定 10人（先
着順）  申込開始日時 10月5日㈬午前9時　
申・問 中央図書館 TEL（5246）5911
●石浜図書館　ワークショップ石浜工房
時 10月29日㈯①午前10時、午後1時　
②午前10時40分、午後1時40分　③午後
2時30分、3時40分　対 ①②幼児～小学
生　③中学生以上※図書館に利用登録のあ
る方　定（抽選）①②各5組　③2人　内 ①
おえかきブックカバー　②しおりクラフト 
③フィルムカバー体験　申 図書館HPから
申込むか直接右記問合せ先カウンターへ　
申込期間 10月5日㈬～19日㈬※申込方法
等詳しくは、図書館HPか電話で右記問合

せ先へ　 場・問 石浜図書館
TEL（3876）0854
●あかちゃんえほんタイム参加者募集　
時 11月2日㈬午前11時　場 根岸社会教
育館　対 区内在住の令和3年5月2日～4
年5月1日生まれの子供と保護者　定 8組

（先着順）※子供1人につき1回まで　
申込開始日 10月22日㈯※申込みは保護
者に限る。　 申・問 根岸図書館
TEL（3876）2101
●図書館を貸し切り！～家族でゆっくり本
を探そう～　休館日の図書館を期間限定で
利用できます。 時 11月3日㈷・6日㈰・
23日㈷、12月4日㈰ 午前9時30分～10
時30分、11時～正午、午後1時～2時、2
時30分～3時30分、4時～5時　対 小学生
以下の子供がいる世帯　定 各1世帯（抽
選）　申 図書館HPから申込み（1世帯1回
のみ第2希望まで）　申込期間 10月13日㈭
～18日㈫※詳しくは、図書館HPをご覧く
ださい。 場・問 根岸図書館
TEL（3876）2101



【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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対 区内在住のおおむね65歳以上の方　
定 各10人（抽選）　講 街のITボランティ
アの会　締 10月17日㈪　 申・問 介護予
防・地域支援課 TEL（5246）1295

認知症サポーター養成講座

認知症の原因や行動を理解し、対応方法を
考えます。 時 １１月7日㈪午後2時～3時
30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 下垣光氏（日本社会事業大学社会福祉学
部福祉援助学科教授）　 申・問 介護予防・
地域支援課 TEL（５２４６）１２２５

第4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 11月10日㈭午
後1時30分～4時　
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㎝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 10月6日
㈭～27日㈭　問 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9437

たなかクラブ
キッズ・チアダンス教室

時（全5回）11月4日・18日、12月9日・
23日、5年1月20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 20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　 申込日時 10月13日㈭・14日㈮・20
日㈭・27日㈭・28日㈮木曜日は午後1時
～4時30分、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

文化財講座須賀一写真パネル展
「わが町、上野　寛永寺」を語る
時 11月13日㈰午後2時～3時30分　場 区
役所10階会議室　定 20人（抽選）※応募
多数の場合は区内在住の方優先　講 須賀
一氏（写真家）、石川亮岳氏（寛永寺執事）
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※重複申込不可　
締 10月21日㈮（必着）　
問 〒111－8621　生涯学習センター生涯
学習課 TEL （5246）5828

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

●バウンドテニス大会　時 11月19日㈯　
申込期間 10月17日㈪～11月12日㈯午後
5時
●ボウリング大会　時 11月19日㈯　
締 11月15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

松本清張賞受賞作家
額賀澪氏講演会

時 11月26日㈯午後2時～4時　場 生涯学
習センター　対 中学生以上の方　定 50人

（抽選）　申 図書館HPから申込み　問 中央
図書館 TEL（5246）5911

池波正太郎記念文庫　
写真展　池波作品の舞台は今！

「雲霧仁左衛門」
時 12月14日㈬まで　 場・問 池波正太郎
記念文庫 TEL（5246）5915

文学散歩と講座「池波正太郎が
描いた江戸 四ツ谷周回篇」

時 講座は11月19日㈯午後2時～3時30
分、散歩は11月26日㈯、12月3日㈯午後
1時～4時頃　場 生涯学習センター　対 講
座と散歩の両方に参加できる方※散歩はど
ちらか1日に参加　定 40人（抽選）　
講 鶴松房治氏（池波正太郎記念文庫指導員）
費 100円（保険料）  散歩コース JR四ツ
谷駅 （集合）、石切横町、戒行寺、四ツ谷・
仲町、東京メトロ四ツ谷駅（解散）　申 下
記二次元コードから申込むか往復はがき

（1人1枚）に記入例1～5を書いて下記
問合せ先へ　締 10月23日㈰（必着）
問 〒111－8621　生涯学
習センター中央図書館池波
正太郎記念文庫
TEL （5246）5915

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
日常のグリーフ（悲しみ）に寄り
添う講座「女性のライフステー
ジとグリーフ～経験者のお話と、
日常にあるグリーフへの理解～」

時 11月20日㈰午後2時～4時　 定 20人
（先着順）　講 西部沙緒里氏（㈱ライフサ
カス代表取締役）、大城京子氏（㈱ベター
パートナーシップ代表取締役）　申 電話ま
たは直接下記問合せ先へ※託児あり（1歳
以上の未就学児）希望する方は子供の氏

ふり

名
がな

・年齢を11月12日㈯までに下記問合せ
先へ　 場・問 男女平等推進プラザ（生涯
学習センター4階） TEL（5246）5816

したまち伝統工芸体験教室
「自分で彫った版木で年賀状を作
ろう」

時 ①11月6日㈰　②13日㈰　①②午前10
時～午後3時　場 上野区民館101集会室
対 18歳以上　定 各8人（抽選）  講 小竹一
平氏（下町風俗資料館運営協力員）　
費 1,000円（材料費）　申 往復はがき（1人
1枚）に、記入例1（①か②）～5を書いて
下記問合せ先へ※複数名記入、往復はがき
でない場合は無効　締 10月21日㈮（必着）
問 〒110－0007　台東区上野公園2－1　
下町風俗資料館
TEL（3823）7451

ひきこもりに関する　①講演会
「ひきこもりの長期化から考える
ライフプラン」　②個別相談会
③茶話会

時 11月5日㈯①午前10時～11時30分　
②午後1時～5時　③1時～2時30分　
場 区役所10階会議室　 定（先着順）①50
人　②6組（1組55分程度）　③10人※②
③は台東区・千代田区・文京区在住の方優
先（3区連携事業）　講 ①村井英一氏（フ
ァイナンシャルプランナー）　②・③臨床
心理士　申 電話か区HPか
ら申込み
締 10月28日㈮
問 子育て・若者支援課
TEL（5246）1341

産業研修センターの催し

●ファッション・マーケティング講座「2023
年春夏ニューヨークファッショントレンドと
ニューヨーク・ヨーロッパのグッズトレンド
速報　時 11月12日㈯午後1時30分～3時
対 区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）　講 布矢千春氏（ファッションジャ
ーナリスト）、 鈴木雅子氏（ファッション
グッズディレクター）　費 1,000円（別途
資料代300円程度）　申 記入例1～4、在
勤（学）の方は67をはがきかファクス
で下記問合せ先へ　締 11月5日㈯（必着）
●第4回革小物　手作り教室（スリッパ）　
時 12月3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 木村真弓氏・山崎康則氏（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）　申 往復は
がきに記入例1～4・年代、在勤（学）の
方は6～8、会員の方は会員番号を書い
て下記問合せ先へ　締 11月15日㈫（必着）

◆　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

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「ワー
ドで年賀状」11月7日㈪・10日㈭・14日
㈪　②「筆ぐるめで年賀状」11月9日㈬・
11日㈮・18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 （①
か②）～ 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 11月
16日㈬・25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 ・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 10月20
日㈭（必着）※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　シルバー人材センター
TEL（3864）3338

Zoomの使い方講座
～Zoomを体験してみよう～

日程・場 ①11月4日㈮・谷中区民館　②7
日㈪・浅草橋区民館　③10日㈭・清川区
民館　④18日㈮・区役所10階　 時間 ①
②③午後2時～4時　④午前10時～正午　

工作教室「コロコロ二輪車」

時 11月27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 800円（材料費・保険料）
申 電子申請　
締 10月31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ピラティス教室　時 11月6日㈰
午後2時～2時50分　講 笛田美智子氏
②ストレッチ教室　時 11月6日㈰午後3時
30分～4時20分　講 川田駿氏（台東区ス
ポーツ推進委員）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定 25人（抽選）　申 電子申請※詳しくは
区HPでご確認ください。
締 10月31日㈪　
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

無料建築相談

時 11月10日㈭午後1時～4時　
場・申・問 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

時 11月15日㈫午後1時～4時　場 区役所
会議室　対 区内に空き家を所有している
方　 定 3組（1組60分程度・先着順・予
約制）　相談員 宅地建物取引士・建築士・
弁護士または司法書士　 申・問 住宅課
TEL（5246）1468

音訳ボランティア講習会(初級)

時（全2回）11月19日㈯・26日㈯午後1時
30分～3時30分　場 生涯学習センター　
対 区内在住か在勤（学）で音訳ボランテ
ィアに興味があり全日程参加できる15歳
以上の方　定 15人（先着順）　講 木村光
恵氏（音訳講師）　申 下記問合せ先カウン
ターで配布する申込用紙に記入し提出する
か電話で申込み　
締 10月31日㈪　問 中央図書館
TEL （5246）5911

台東区ケアマスター講座2022
「認知症についての徹底理解」
録画配信型

時 11月15日㈫～5年3月　 内・講 ①認知
症に関する基礎知識・飯塚弘幸氏　②気づ
きを促し実践に活かしていくポイントを学
ぶ・永島徹氏　③ひもときシートを活用し
て認知症の人のニーズを理解する・宮島渡
氏　④認知症の心理アセスメントをケアに
生かす・扇澤史子氏　費 1講座1,000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、資料と受講の手引きを送りま
す。
締 5年3月15日㈬
問 社会福祉事業団
TEL （5603）2228


