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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
「ふるさと交流ショップ　台東」
11～12月の出店自治体

出店期間・出店自治体 11月24日㈭～12月
6日㈫・たいとう・すみだ　十勝ウィーク
十勝産品フェア（北海道十勝地域）、12
月8日㈭～13日㈫・広島県広島市×呉市
×福山市、15日㈭～20日㈫・群馬県桐
生市　 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

友好都市・南会津町提供「会津
高原４スキー場共通リフト１日
券」を抽選で300枚プレゼント

利用可能スキー場 だいくらスキー場、南郷
スキー場、高畑スキー場、たかつえスキー
場　対 区内在住か在勤（学）の方　申 は
がきに記入例1～5・希望枚数（1グルー
プ４枚まで）、在勤（学）の方は6～8・
学年を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）
※当選発表はリフト引換券の発送をもって
代えます。　締 12月9日㈮（必着）　
問 〒110−8615　台東区
役所都市交流課 ｢スキーリ
フト券プレゼント｣ 担当
TEL （5246)1016

外国語を話せなくても大丈夫！
「やさしい日本語」で外国人と
話しませんか？

時 12月6日㈫・13日㈫午前10時～正午
場 区役所10階会議室　対 区内在住か在勤

（学）の方または区内で日本語ボランティ
アをしている方　定 20人

（先着順）　申 電話か電子申
請　問 人権・多様性推進課
TEL （5246）1116

「上野東照宮・一日学校の旅」
モニターツアー参加者募集

ツアーでは通常
非公開の「金色
殿」特別見学、
歴史講座、ナビ
ゲーターとの上
野歴史散策を通
じ、文化資源の磨き上げと活用方法を検証
します。　時 5年1月15日㈰午前10時～午
後4時　対 区内在住か在勤の方　定 30人

（抽選）　費 5,000円（昼食付）※申込み
等詳しくは、右記二次元コ
ードをご確認ください。
締 12月18日㈰　問 観光課
TEL （5246）1151

一葉記念館から 11月28日㈪
三の酉の日は開館します

11月29日㈫は休館します。　入館料 一般
300円、小中高生100円　 場・問 一葉記
念館 TEL （3873）0004

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 12月
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）
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。ご利用ください。
ゆずります　チャイルドシート、ドレッサ
ー、ベビーカー、トースター
※上記の情報は11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

台東区上野の森ジュニア合唱団

●ウィンターコンサート’22　時 12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　 出演 川
上彌榮子（構成・指揮）、寺﨑明日香・小
濱有里子（ピアノ）　 曲目 サウンドオブミュ
ージックより ほか　問 生涯学習課
TEL （5246）5851
●団員募集（随時）　練習日時 水・土曜日
午後4時30分～7時※入団生は上記に代え
て、月2～3回午後3時30分～5時の初期
指導が受けられます。 練習場所 生涯学習
センター　対 区内在住か在学の小学2年～
中学生　費 月額1,000円（楽譜代等、自
己負担あり）　 主な活動 年3回の演奏会　
申・問 生涯学習課 TEL （5246）5851

台東区ジュニアオーケストラ　
初級・養成教室ホームコンサート

時 12月18日㈰午前10時40分開場、11
時開演　場 生涯学習センターミレニアム

ホール　 曲目 おもちゃの
交響曲より第1楽章　ほか
問 生涯学習課
TEL （5246）5851

保育園対象家庭教育学級・後期
「親と子供の気質論（エニアグラ
ム）入門編」オンライン開催

時 5年1月7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（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 12月20日㈫
問 生涯学習課
TEL （5246）5821

都立浅草高等学校温水プール区
民開放

時（予定）12月3日㈯～5年3月20日㈪の
月・水・土・日曜日午前11時30分～午後9
時※年末年始、学校行事で使用する場合
等は開放中止。詳しくは、区HPをご覧く
ださい。 対 区内在住か在勤（学）の方　
費（1時間）15歳以上は250円、小学生～
14歳は100円※65歳以上の事前登録者
は120円、障害者は無料　
場・申 都立浅草高校（今戸1−8−13）
TEL （3874）3019　
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

ぬいぐるみおとまり会

夜の図書館で楽しく過ごすぬいぐるみた
ちの様子をアルバムにします。また、ぬ
いぐるみたちが選んでくれた本を紹介し
ます。 時 ぬいぐるみ預かりは12月11日
㈰～14日㈬、ぬいぐるみ・アルバムお渡
しは16日㈮～18日㈰　
ぬいぐるみ受取・受渡場所 根岸図書館カウ
ンター　対 図書館利用登録のある幼児～
小学校低学年　定 5人（抽選・ぬいぐるみ
は1人1体・体長50㎝以内）※初めての方
のみ参加可　申 下記二次元コードから申
込むか直接下記問合せ先カウンターへ　
申込期間 11月24日㈭～
12月3日㈯
問 根岸図書館
TEL （3876）2101

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

親子ダンス体操
12月15日㈭
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の①1歳の子供
②2・3歳の子供

各12組
(先着順)

11月28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

くびれストレッチ
12月19日㈪
午前10時30分～11時15分
11時30分～午後0時15分

区内在住の8か月までの
子供

各15組
(先着順)

11月28日
㈪

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

発達を促す運動遊び 12月16日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の5～8か月の
子供

7組
(先着順)

11月28日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかクリスマス 12月21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)

11月28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

子ども家庭支援センターの催し

内容、出演者等については、変更になる場合があります。詳しくは、江戸まちたいとう芸楽
祭HPをご覧ください。

プログラム名 日時・場所 内容 料金・販売（申込み） チケット購入・申込方法

伝統話芸と
邦楽でつづる

「お江戸将軍さま列伝」
区民割引
区民招待

日時
5年2月4日㈯
午後2時

（午後1時15分開場）
場所

浅草公会堂
※未就学児
　入場不可

天下泰平の世・江戸時代をつくり支えた将軍さ
まから、家康、家光、吉宗にスポットを当て、
そのエピソードなどを浪曲、講談、落語を通し
て紹介。さらに絢爛豪華な邦楽演奏や漫才によ
り皆さんを花のお江戸にいざないます。
演目 浪曲「鈴木久三郎　鯉の御意見」、講談「間

垣平九郎 出世の春駒」、落語「紀州」、長唄「元
禄花見踊」、漫才
出演 玉川奈々福・広沢美舟（浪曲）、神田松鯉（講

談）、春風亭一朝（落語）、東音福田眞規連中・
望月美沙輔連中（長唄）、母心（漫才）

全席指定
1・2階席　3,300円
区民割引

２階席　2,800円（先着順）
対 区内在住か在勤(学)の方
※数に限りがあります。
※右記の購入先で電話受付のみ。
※「台東区民割引」購入希望の旨
を必ずお申し出ください（お申し
出のない場合の返金・交換等の対
応はできません）。

電話での購入 Confetti（カンフェティ）
TEL 0120（240）540

（土・日曜日・祝休日・年末年始12月30日～5年1
月3日を除く午前10時～午後6時）
※台東区民割引は電話受付のみ
WEBでの購入
右記二次元コードより申込み
窓口での購入

TKTS各店舗（台東区内は浅草文化観
光センター1階、午前10時～午後８時）
※残席がある場合に2月3日㈮・4日㈯のみ取扱い

第五回 第五回 江戸まち たいとう芸楽祭開催！江戸まち たいとう芸楽祭開催！ 問
合
せ

〒110−8615　
江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局（台東区役所文化振興課内）
TEL（5246）1328（午前9時～午後5時）

区内在住か在勤(学)の方を
抽選でご招待！

WEBでの申込み 右記二次元コードより申込み　はがきでの申込み はがき（1人1枚、記入不備・2枚以上は無効）に希望人数（2人まで）、記入例1～4、在勤（学）の
方は67、車いす利用の場合はその旨を書いて上記 江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会事務局「お江戸将軍さま列伝」区民招待係へ　締 12月28日㈬（必着）
※当選の発表は、チケットの発送をもってかえさせていただきます。
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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。

台東区民カレッジ　
地域活動体験講座〈音楽編〉

●人×まち×音楽をつなぐプログラム～
“アートマネジメント”を学んでみよう～

時（全8回）5年1月22日～3月12日の日曜
日午前10時～正午　場 今戸社会教育館　
対 区内在住か在勤（学）の16歳以上で地
域での音楽活動に経験や関心がある方　
定 15人（抽選）　講 アートマネジメント講
師　申 往復はがきに記入例1～5・性別・
音楽活動歴、在勤（学）の方は6～8を書
いて下記問合せ先へ　締 12月15日㈭（必
着）※プログラム等詳しくは、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。 問 〒111−0024 
台東区今戸2−26−12　
今戸社会教育館
TEL （3873）4140　

オンラインスポーツ教室

①オンライン体育祭　時 12月18日㈰
午後2時～2時50分　講 財部憲治氏
②ストレッチ教室　時 12月18日㈰午後3時
30分～4時20分　講 川田駿氏

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定 25人（抽選）　講 台東区スポーツ推進
委員　申 電子申請※詳しくは、区HPでご
確認ください。 
締 12月12日㈪　
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

ケア現場ヒント講座（F）（J）

●外国人介護士向け録画配信型 (F）　ケア
現場でよく使う言葉の講座です。 講 前島
雅紀氏（〈福〉聖風会相談員）

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

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム　時 12月10日
㈯午前11時　場 生涯学習センター　対 区
内在住の令和3年6月10日～4年6月9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 直接下記問合せ先
カウンターまたは電話で申込み　
申込開始日 11月26日㈯※申込みは保護者
に限る。
●冬休み映画会「それいけ！アンパンマン
ドロリンとバケ～るカーニバル」　時 12月
17日㈯午前10時30分、午後2時　 場 生
涯学習センター　対 小学生以下の子供と
保護者　定 各200人　申 下記問合せ先で
整理券を配布（家族単位・先着順）

◆　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
講座「知って安心　女性のための
年金とマネープラン」

時 12月10日㈯午前10時～正午　場 生涯
学習センター　定 20人（先着順）　講 岩
永真理氏（ファイナンシャルプランナー）
持 電卓（スマホの電卓）　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35を12
月3日㈯までに下記問合せ先へ　問 男女平
等推進プラザ（生涯学習センター４階） 
TEL （5246）5816

子供と一緒に考えるライフプラ
ン講座

時 12月18日㈰午前10時～11時30分　
対 区内在住か在学の小学5年～中学生と保

護者　定 10組（先着順）　講 埴生潔氏（明
治安田生命）　締 12月13日㈫　
場・申・問 社会福祉協議会
TEL （5828）7547

第5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 5年1月
14日㈯午後1時30分～4時　場 エリール

（浅草4−5−3）　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、伝染性疾病等にかかっていな
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 12月2日㈮～23日㈮　
申・問 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9437

●日本人介護士向け録画配信型 (J）　外国
人介護士と働くときの配慮点などを学ぶ講
座です。 講 吉田浩一氏（〈福〉聖風会法人
本部課長）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時 12月20日㈫～5年3月31日㈮　対 区内
在住か在勤の方　締 5年3月15日㈬　
申・問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

介護予防教室受講生募集

時（各全10回）5年1～3月　①③午前10時～
11時　②④11時～正午　対 区内在住のおお
むね65歳以上の方　定 各10人（抽選）

教室名 曜日 開催会場

面白脳トレ教室
（前頭葉に刺激を与える
クイズやパズルなどで、

楽しみながら脳をト
レーニング） 火

①かがやき長寿ひろ
ば入谷（入谷区民館）
TEL （3834）6370

面白脳トレ教室
（漢字や熟語のクイズ
や計算問題などで前頭

葉を活性化！）

②三筋老人福祉館
TEL （3866）2417

セラバンドで筋力アッ
プトレーニング教室

（トレーニング用のゴム
で無理のない筋力アップ）

木

③かがやき長寿ひろ
ば入谷（入谷区民館）
TEL （3834）6370

お口元気度アップ教室
（歯科衛生士の指導で
口腔機能を向上し、目

指せ健康長寿）

④橋場老人福祉館
TEL （3876）2365

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
用紙に記入し直接提出（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　締 12月15日㈭（必
着）　 直接提出時の持ち物 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

●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3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 ①～④午前10時～正午

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3期
PowerPointコース
Zoomを使用したオンライン

土 5 5年1月28日～
2月25日 各

12人 1,000円
オンライン

②地域活動応援！パソコン講座3期　Excelコース 水 5 1月18日～2月15日
生涯学習
センター③初心者のためのスマホ講座3期　Androidコース 火 2 1月17日・24日 各

10人 無料
④初心者のためのスマホ講座3期　iphoneコース 土 2 1月14日・21日
※パソコン講座は㈲フォーティへ申込み（①はメール申込みのみ、②はメール申込みも可）
※スマホ講座はどちらかのコースを選んで申込み。1・2期受講者の申込みは不可。
※①はオンライン講座のため、教材費は口座振込（振込手数料は受講者負担）。

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
あなたが創る根岸ミニ
散策 火 3 5年2月7日～28日（2月21

日を除く）午後2時～4時 16人 無料 根岸社会教育館

親子で空手体験～コミュ
ニケーションも深まる～ 土 3 1月21日～2月4日

午後2時～4時 7組 無料 今戸社会教育館

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　
～生物多様性・食文化・
性別・コミュニケーション～

土 4
5年1月21日～2月25日

（1月28日、2月11日を
除く）午前10時～正午

20人 無料 千束社会教育館

SDGsシリーズ講座 なぜ、
暖かいといけないのか？
気候変動の影響と今でき
ること

金 4 1月27日～2月17日
午前10時～正午 20人 無料 今戸社会教育館

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

和洋中の基本から！
男の料理　はじめの一歩 土 5 5年1月14日～2月11日

午前11時～午後1時30分 12人 5,500円 社会教育センター

傾聴から学ぶ、自分も
相手も大切にするコミュ
ニケーション

水 5 3月1日～29日
午後6時30分～8時30分 20人 300円 千束社会教育館

上野の山をひもとく
～「公園」の歴史を通して～ 日 5 2月19日～3月19日

午後2時～4時 30人 300円 根岸社会教育館

経絡リンパマッサージ
セルフケア講座 月 3 3月6日～20日

午前10時～正午 15人 200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

※※名画を解説！
西洋絵画の歴史と鑑賞
のポイント
Zoomを使用したオン
ライン

日 4 1月29日～2月19日
午前10時～正午 20人 無料

オンライン
※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

足腰を鍛えよう！
やさしいエクササイズと
はじめての社交ダンス

金 6
5年1月13日～3月3日

（1月27日・2月10日を除く）
午前10時～正午

男女 
各 
8人

無料 社会教育センター

初心者のための
おもてなし茶道 月 6 1月16日～2月20日 

午後2時～4時 10人 3,000円 千束社会教育館

「詩吟」で鍛える腹式呼吸　
～大きな声と正しいア
クセント～

土 6
1月14日～2月25日 
（2月11日を除く） 

午前10時～正午
20人 500円 根岸社会教育館

ウクレレを弾いて音楽
を楽しもう 木 8

1月19日～3月16日 
（2月23日を除く） 

午後2時～4時
20人 200円 今戸社会教育館

対 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方（C空手体験は小学生と保護者、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 、（C空手体験は子供の3・5・性別）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12月15日
㈭　Eのパソコン講座は5年1月9日㈷、スマホ講座は12月16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。


