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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

おわびと訂正

広報たいとう10月5日号8面に掲載の「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』」の

「①金工造形作品展示」の開催日時に誤り
がありました。おわびして訂正します。

【誤】11月4日㈮午前11時〜午後6時
6日㈰午前11時〜午後4時

【正】11月4日㈮〜6日㈰
午前11時〜午後6時
問 文化振興課 TEL（５２４６）１３２8

世界遺産パネル展

世界文化遺産「国立西洋美術館」の開館
当初に近い姿へ復原された前庭や建築家
ル・コルビュジエの功績と建築的特徴な
どについて、紹介します。　時 10月25日
㈫〜11月17日㈭午前9時〜午後8時　
場 浅草文化観光センター7階展示スペース
問 都市交流課 TEL （5246）1193

親子ふしぎ発見塾～作って学ぼう
～（青少年委員協議会主催事業）

時 11月23日㈷午後1時30分〜4時　
場 区役所10階会議室　定 100組（抽選）
対 区内在住か在学の小学3〜6年生と保護
者（2人1組）※子供のみの参加不可、弟・
妹であれば小学1・2年生も一緒に参加可
申 電話で下記問合せ先へ申込むか区HPの
応募フォームから申込み　
締 電話は11月11日㈮、区
HPは13日㈰
問 子育て･若者支援課
TEL （5246）1341

台東区芸術文化支援制度対象企
画 「ファッションを演奏する」

服の型紙や布を楽譜と捉えて音楽をつく
り、マリンバ生演奏で発表します。　時 11
月18日㈮は午前11時30分、19日㈯・20
日㈰は午前11時30分、午後3時※開場は
各時間の30分前、公演時間は70分程度
※詳しくは野木青依のHPをご確認くださ
い。　場 釜浅商店イベントスペース（松が
谷2−24−1庖丁売場4階）　 定 各15人

（先着順）　出 野木青依（マリンバ奏者）　

費 13歳以上1,000円※当日現金支払い
（12歳以下は無料）　申 下記二次元コード
から申込み　問 林
Eメール aoi.n.902@gmail.
com　台東区文化振興課
TEL （5246）1328

第五回　江戸まち たいとう芸楽祭
ワークショップ
　　た 　 て

「殺陣を体験しよう!」

時 12月11日㈰　 クラス・時間 ①親子クラ
ス（保護者と小学生）・午前11時〜午後0
時10分　②k

キ ッ ズ

ids（小学生）クラス・午後
2時〜3時　③一般クラス（中学生以上）・
午後4時30分〜6時　対 小学生以上の方
定（先着順）①5組（保護者1人につき小学
生2人まで）　②10人　③15人　講 井上
謙一郎氏　費 ①保護者1人・子供1人の場
合は4,000円、保護者1人・子供2人の場
合は5,500円　②2,000円　③2,500円
※学生と区内在住（勤）の方は2,200円
申込期間 11月8日㈫午前9時〜12月10
日㈯正午　 場・申・問 浅草公会堂（午前9
時〜午後5時） TEL （3844）7491　
問 江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局（区役所
文化振興課内）
TEL （5246）1328

「台東区・有償ガイドスキルアッ
プセミナー」参加者募集

時 11月24日㈭、12月6日㈫・13日㈫、
5年1月15日㈰または22日㈰　場 浅草文
化観光センター等　対 観光ガイドまたは
添乗員の経験がある方等※ガイド協会所属
有無は問いません。　定 30人（先着順）  
費 セミナー会場までの交通費　申 区HPか
ら申込み※詳しくは、下記二次元コードを
ご確認ください。 締 11月
15日㈫
問 観光課
TEL （5246）1151

一葉記念館から

①特別展「一葉と手紙」　時 10月22日㈯

〜12月11日㈰　 入館料 一般300円、小
中高生100円
②文化ボランティアガイドによる「たけくら
べ」ゆかりの地めぐり　時 11月20日㈰午
前10時30分、午後2時　定 各15人程度（抽
選）　申 往復はがき（1人1枚）に記入例1
〜5・希望時間を書いて下記問合せ先へ
③一葉祭　記念講演と朗読　時 11月23
日㈷午後1時〜3時30分　 定 30人（抽
選）　講 記念講演は関礼子氏（元中央大学
文学部教授）、朗読は熊澤南水氏（朗読家）
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

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
②③※複数名の記入、往復はがきでない
ものは無効　締 11月7日㈪（必着）　
場・問 〒110−0012　台東区竜泉3−
18−4　一葉記念館
TEL （3873）0004

特別コンサート　本居長世の音
楽～和洋の調べ～

時 11月23日㈷午後2時　 出演 東京藝術
大学音楽学部教員および学生　 曲目 本居
長世：歌曲「青い目のお人形、十五夜お
月さん、七つの子、白月」  尺八曲「和子
鈴慕、想夫恋」ほか　 入場料 2,000円※
未就学児入場不可　 チケット販売場所 東京
文化会館チケットサービス
TEL （5685）0650
場・問 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

企画展「抵抗と恭順、リターンズ
－激動の明末清初－」

時 11月1日㈫〜5年1月22日㈰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　
場・問 書道博物館 TEL （3872）2645

～花の心プロジェクト～園芸講習
会「冬も華やかなハンギングリー
スを作ってみよう」

時 12月4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 樺澤智江
氏（日本ハンギン
グバスケット協会本部講師）　費 3,000

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 11月14日㈪（必着）　
問 〒110−8615　
台東区役所環境課
TEL （5246）1323

園芸講習会
「冬を楽しむ寄せ植えを作ろう」
時 12月10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 樺澤智江氏（日本家庭
園芸普及協会公認グリーンアドバイザー）
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 11月21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 11月
20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）
TEL （3412）6857　問 台東区清掃リ
サイクル課 TEL （5246）1018
●かんたん金継ぎ講座　時 12月6日㈫午
後1時30分〜3時30分　場 環境ふれあい
館ひまわり2階リサイクル活動室　対 区内
在住か在勤の18歳以上の方　定 10人（先
着順）※初回申込みの方優先　費 500円
※持ち物等詳しくは、区HPをご覧くださ
い。　申込開始日時 11月1日㈫午前10時
問 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。ご利用く
ださい。
ゆずります　チャイルドシート、桐のタ
ンス、テーブル、子供用作り帯
ゆずってください　子供用自転車（24イ
ンチ）、ベビーゲート
※上記の情報は10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。　
場・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 11月1日㈫午前10時15分〜正午、午後
1時15分〜3時※2部制の全員入れ替え　
場 生涯学習センター　対 乳幼児と保護者
定 親子あわせて20組程度（先着順）　
内 ままごと、ミニカー、くつろぎコーナー、
保育士等による歌・手遊び、育児・栄養・
健康・保育園に関する相談　
予約受付期間 10月25日㈫〜31日㈪土・
日曜日を除く午前10時〜午後4時　
問 谷中保育園 TEL （3828）5896

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。

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

パパのための
抱っこ講座

11月26日㈯
午前10時30分〜11時30分

区内在住の5〜11か月
の子供

5組 
(先着順)

10月27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

パパと一緒に
Enjoy English ！

11月19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)

10月27日
㈭

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

ヨガでゆったりリラッ
クスタイム

11月22日㈫
午後2時15分〜3時

区内在住の6か月まで
の子供

7組 
(先着順)

10月27日
㈭

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631
家庭で始める非認知能力の
育み方〜子どもの「やりた
い」を育む環境作り〜

11月29日㈫
午前11時15分〜11時45分

区内在住の3歳までの
子供

8組 
(先着順)

10月27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
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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。

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 11月17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

フラワーアレンジメント教室

時 11月30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 今関範子氏（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

リノベーション型まちづくりの
勉強会「小さなはじまり、まち
への広がり」

時 11月21日㈪午後6時〜8時　場 東浅草
小学校体育館　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 50人（先着順）※別途オンライン
での視聴可（申込不要）　講 瀬川翠氏（ア
ンモナイツ大家・建築家） 　持 上履き、下
足袋　 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

保育園対象家庭教育学級「子ど
もの幸せな自立をサポートするた
めに」前期～子供の心のコーチ
ング～（オンライン開催）

時 11月26日㈯午前10時〜正午　対 区内
在住の保護者か、区内保育園通園児の保
護者　 定 50人（抽選）　 講 菅原裕子氏

（NPO法人ハートフルコミュニケーショ
ン代表理事）　申 区HP（右記二次元コー
ド）から申込み※受講者にはURLとパス

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　持 持ち物　申 申込方法・申込み　締 申込締切日　問 問合せ凡例

須賀一コレクション写真パネル展 
Part.10 「わが町、上野　寛永寺」

▲根本中堂堂内

区内在住の写真家、須賀一氏が撮影した
改修前の清水観音堂や根本中堂堂内など
の写真パネル展を開催します。　時 11月
8日㈫〜15日㈫（土曜日を除く午前9時〜
午後5時）※15日は午前9時〜正午
場 区役所1階ロビー　問 生涯学習課
TEL （5246）5828

シニアライフ応援計画
「企画のつくり方入門～私のやっ
てみたいことを実現しよう～」

時（全3回）①11月22日㈫　②29日㈫　
③12月20日㈫①〜③午後1時30分〜3時
30分　場 生涯学習センター　対 区内在住
か在勤のおおむね50歳以上の方　定 20
人（抽選）　講 浦山絵里氏（ファシリテー
ター）　内 ①イメージを外に出しましょう
②人に伝わる形にしましょう　③実現でき
そうな企画を探しましょう　申 はがきに
記入例1〜4・年代、在勤の方は67を
書いて下記問合せ先へ郵送か電話、または
区HP（申込みフォーム）から申込み
締 11月10日㈭（必着）　
問 〒111−8621　
生涯学習課
TEL （5246）5821

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 11月15日㈫午前11時　対 区内在住の
令和3年5月15日〜４年5月14日生まれの
子供と保護者　定 各10組（先着順）※参
加は子供1人につき1回まで。※申込みは
保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。　場・申・問 寿子ども家庭支援センタ
ー TEL （3841）4631
●読書週間イベント「本の福袋」　絵本や読
み物などを、中身がわからないよう包んで
貸出しします。 貸出日 10月27日㈭、11
月3日㈷※なくなり次第終了　
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

企画展「台東区の寺」

時 12月11日㈰まで　
●図書館職員によるギャラリー・トーク　
時 11月24日㈭午後２時１５分〜2時45分
定 8人（先着順）　申 事前に直接下記問合
せ先または電話で申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

根岸図書館50周年記念イベント

根岸図書館は12月1日に開館50周年を迎
えます。50年分の「ありがとう」の気持
ちを込めて記念イベントを開催します。
●特別展示「50年を振り返る」　時 11月
1日㈫〜5年1月29日㈰
●ブックスタンプカード　本を借りてスタ
ンプを集めると記念品をプレゼントします。
スタンプの数でプレゼントの内容が変わり

ます。　時 11月1日㈫〜5年1月29日㈰
●ワークショップ「フィルムカバー体験」
時 11月26日㈯午前10時30分〜11時30
分　場 根岸社会教育館　対 台東区立図書
館の利用登録がある中学生以上の方　
定 6人（先着順）　持 フィルムカバーをか
けたい本（30cm以内・2冊まで）
申込開始日 11月1日㈫※下記問合せ先カ
ウンターへ直接申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 根岸図書館 TEL （3876）2101

くまのがっこう×根岸図書館　
～ジャッキーをさがそう～

くまのがっこう20周年とのコラボレーシ
ョン企画です。　 時 11月1日㈫〜12月
25日㈰　対 高校生以下の方　 場・問 根岸
図書館 TEL （3876）2101

石浜図書館　
人形劇「王様の耳はロバの耳」

時 11月26日㈯午前11時〜正午、午後2
時〜3時（入場は15分前から）　場 産業
研修センター　対 小学生以下の子供と保
護者　定 各90人（先着順）※10月27日
㈭から下記問合せ先3階カウンターで整理
券を配布します。※詳しくは、図書館HP
をご覧ください。　問 石浜図書館
TEL （3876）0854

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

講座「気づいていますか？それっ
てDVですよ」～DVのサインを
見逃さないために～

時 12月17日㈯午前10時〜正午※来場ま
たはオンライン参加　定 来場30人・オン
ライン20人（先着順）　講 柴田美代子氏

（NPO法人男女平等参画推進みなと理事
長）　申 電話または下記二次元コードから
申込み※託児あり（1歳以上の未就学児・
15人)、希望の方は子供の35を12月10
日㈯までに下記問合せ先へ
申込開始日 10月24日㈪　
場・問 男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5819

CAD応用講座

より高度な技術を覚えたい方、または仕事
にCADを活用し、取引先と「CADデータ」
でのやり取りを希望されている方におすす
めの講座です。 時（全2回）12月13日㈫・
14日㈬午後6時〜8時30分　対 区内在住
か在勤（学）でステップアップ講座（当セ
ンター実施）を受講済みで全日程受講可能
な方　定 4人（抽選）　講 渡辺豊氏　
費 3,000円　申 往復はがきに記入例1〜
4・年代、在勤（学）の方は6〜8を書
いて下記問合せ先へ　締 11月24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

ウクレレ教室

時（全6回）12月9日㈮・16日㈮・23日㈮
5年1月13日㈮・20日㈮・27日㈮午後3
時（1時間程度）　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歳以上の男性　定 20人（抽選）　
講 高嶋尚子氏（ウクレレ☆パラダイス代
表）　申 老人福祉センター・かがやき長寿

ワードを送ります（通信料
は各自負担）。
締 11月16日㈬　問 生涯学
習課 TEL （5246）5821

「発達をうながす親子の関わり」
～乳幼児家庭教育学級運営団体
向け講座～（オンライン開催）

時 11月15日㈫午後7時〜9時　対 区内で
家庭教育支援の活動を行っている（今後予
定している）団体に所属している方、子育
てに興味のある方　定 15人（抽選）　講 永
田陽子氏（臨床心理士）　申 区HP（下記二
次元コード）から申込み※受講者にはURL
とパスワードを送ります（通
信料は各自負担）。　締 11
月8日㈫　問 生涯学習課
TEL （5246）5821

台東区介護職員基礎研修「利用
者の生活に直結する知識と技術
の習得」（録画配信型）

時 12月〜5年3月　対 区内在住か在勤の
方　 内・講 ①ケアスタッフが知っておき
たい介護保険制度・鈴木誠一氏　②歯科
衛生士が伝える失敗しない口腔ケア・坂
巻真有美氏・餌取恵美氏　③医療ソーシ
ャルワーカーから学ぶ病院との連携・高
岡里佳氏　④作業療法士の視点から考え
る生活支援・吉田光秀氏　申 下記二次元
コードから申込み　
締 5年3月15日㈬　
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

高齢者施設ボランティア育成講
座（入門講座）

高齢者介護に関する基礎知識の講座・体
験研修、施設の食事体験　時 11月17日
㈭午前10時〜午後1時30分　場 三ノ輪
福祉センター　対 ボランティアや介護の
仕事に関心のある方※動きやすい服装で
参加　定 6人（先着順）　締 11月15日㈫
申・問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
10～11月出店自治体をご紹介します！10～11月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ 台東とは
　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、各地の魅力を発信する新しい形の
アンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品がそろい、懐かしいふるさとの魅
力に出会えます。
時 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 TEL （3874）8827　都市交流課 TEL （5246）1016

※出店する自治体のPR情報、商品の入荷状況やイベント等について、写真を交えて
発信してします。ぜひご覧ください。(IDはすべてtaitoshop2017)

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、出店の中止または営業時間の変更にな
る場合があります。

※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

▲出店自治体スケジュール▲twitter ▲Facebook ▲Instagram

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

10月20日㈭〜25日㈫ 香川県

10月27日㈭〜11月1日㈫ 山形県村山市×
千束通商店街

11月3日㈷〜8日㈫ 福島県会津美里町
11月10日㈭〜15日㈫ 滋賀県長浜市
11月17日㈭〜22日㈫ 宮城県美里町▲過去のショップの様子（福島県会津美里町）


