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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

友好都市南会津町より「会津高
原だいくらスキー場ふれあいス
キーツアー」

時 5年2月11日㈷～12日㈰　対 区内在住か
在勤（学）の方　定 60人（先着順）  費 一
般21,500円、小学生13,500円、未就学
児11,500円※宿泊代（1泊2食）、交通費、
リフト券（2日分）、保険料含む※詳しくは、
区HPか区役所1階ロビー、9階①番都市交
流課、区民事務所・同分室等で配布するチ
ラシをご覧ください。 申込期間 12月22
日㈭午前9時～5年1月20日㈮午後5時　
申・問 みなみあいづ観光
TEL 0120（915）221
FAX 0241（62）7788
台東区都市交流課
TEL （5246）1028

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）5年1月10日㈫ま
で　場 区役所1階台東アー
トギャラリー　展示作品 壁
画模写作品「法隆寺金堂壁
画3号壁 観音菩薩」（武井
好之作）、「法隆寺金堂壁画
5号壁 半跏菩薩」（小野田
尚之作）、「法隆寺金堂壁画
6号壁 観音菩薩」（藁谷実作）
問 文化振興課
TEL （5246）1153

第5回江戸まちたいとう芸楽祭
演劇連携公演

①No day but today in act「粋息吹
～芽生え伽噺～」　
時 5年2月1日㈬午後7時、2日㈭～4日㈯
2時・7時、5日㈰正午・4
時※内容・購入方法・販売
開始日等詳しくは、右記二
次元コードをご覧ください。
場 上野ストアハウス（北上野1－6－11－
B1）
②マグマ ∞

フォーエヴァー
「南四局は終わらない」　

時 2月1日㈬午後7時、2日㈭～6日㈪2時、
7日㈫7時、8日㈬・9日㈭2時、10日㈮7
時、11日㈷・12日㈰2時
※内容・購入方法等詳しく
は、右記二次元コードをご
覧ください。
場 浅草九劇（浅草2－16－2－2階）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆

区内在住か在勤（学）の方を抽選で
各日4人ご招待

区民招待日時 ①2月1日㈬～4日㈯午後7
時、5日㈰正午　②4日㈯～6日㈪2時、7
日㈫7時　申 下記二次元コードから申込む
か、はがきに公演名・希望日時・希望人数

（2人まで）・記入例1～4、在勤（学）の場
合は67を書いて下記問合せ先へ　
締 1月13日㈮（必着）   問 〒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

台東区芸術文化支援制度対象企
画 「稽古場の空気展vol.1」

時 5年1月11日㈬～22日㈰午前8時30分
～10時30分、正午～午後8時（13日㈮・
20日㈮は5時まで）※詳しくは、下記二
次元コードをご確認ください。 
場 HAGISO（谷中3－10－
25）   問 秋山きらら
Eメール basicresearch.
tokyo@gmail.com 
台東区文化振興課 TEL （5246）1328

江戸たいとう伝統工芸館
「匠の逸品！入札会」
時 12月28日㈬～5年1月23日㈪（1月10
日㈫を除く）午前10時～午後6時　場 江
戸たいとう伝統工芸館　 参加方法 入札対
象品で購入を希望する場合は、所定の参加
用紙に必要事項を記入し、参加箱へ入れて
ください。 商品の引渡し（予定）2月下旬
問 産業振興課 TEL （5246）1131

朝倉彫塑館から

展示替えのため臨時休館します。 時 5年1
月16日㈪～20日㈮　問 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

くずし字解読講座「変体仮名に
親しむ−古典文学をよみとこう
−」（初心者向け）

時（全4回）5年2月11日～3月4日の土曜日
午後1時30分（2時間程度）　定 20人程度

（抽選）　講 山口恭子氏（法政大学兼任講

師）　費 4,000円（4回分・資料代含む・
各当日支払い）　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 1月23日㈪（必着）　
場・問 〒110－0012　台東区竜泉3－18
－4　一葉記念館 TEL （3873）0004

講演会（動画配信）
「発達障害を学ぶ」(児童期）
時 5年1月18日㈬～2月16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 2月13日㈪　
問 松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「ハンカチ・
バンダナを使った巾着づくり」　時 5年1月
14日㈯午後2時～4時　場 馬道区民館
定 7人（先着順）　費 200円（材料費）　
締 1月6日㈮　 申・問 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 2月26日㈰午前10時～午
後2時　場 環境ふれあい館ひまわり7階　
出店数 20店（抽選）　申 区HPひまわりフ
リーマーケットのページから申込み※電話
での申込不可、営業関係の方の出店不可　
締 1月20日㈮※出店決定者にのみ出店票を
送付、当日持参　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　テーブル、棚、ドレッサー、
コーヒーメーカー
ゆずってください　ラタン製のソファとい
す、ブルーレイハードディスク
※上記の情報は12月7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

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

ピアノ連弾による
世界紀行

5年1月20日㈮
午前10時45分～11時30分

区内在住の8か月までの
子供

18組
(先着順)

12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

Enjoy English!
1月24日㈫
①午前10時30分～11時
②11時15分～11時45分

区内在住の
①9か月～1歳5か月の子供
②1歳6か月～3歳の子供

各15組
(先着順)

12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

子どもと楽しむ絵本
の世界

1月28日㈯
午前11時～11時45分 区内在住の3歳までの子供 12組

(先着順)
12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

卒乳講座～実践編～ 1月25日㈬
午前11時～11時45分

区内在住の生後8か月
（離乳食中期）以降の子供

6組
(先着順)

12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

①開運！図書館福袋　中が見えない福袋と
して貸し出します。 時 5年1月4日㈬・5
日㈭　場 根岸図書館　対 図書館利用登録
のある方　定 20人（先着順） 
②こども古本市　
図書館で古くなった絵本や児童書など、子
供向けの本を無料で配布します。 時 1月6
日㈮～18日㈬　場 根岸図書館特設コーナー

◆　以降、①②記事の共通項目　◆
※なくなり次第終了　問 根岸図書館
TEL （3876）2101
③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 1月27日㈮午前
11時　対 区内在住の令和3年7月27日～
4年7月26日生まれの子供と保護者　定 6
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 1月13日㈮※申込みは
保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。 場・問 中央図書館浅草橋分室
TEL （3863）0082
④中央図書館 実験教室「おっと音の実験
だ～おどるヘビくんをつくろう」　いろい
ろな物の音の出方の実験と紙コップの上で
おどるヘビくんを作ります。 時 1月28日
㈯午後2時～4時　対 小学生とその保護者

（保護者は1人まで）  定 20組40人（先着
順）  申 電話で右記問合せ先へ※家族単位
での申込み。子供のみの参加不可。未就学
児入場不可。申込みは保護者に限る。
申込開始日 12月20日㈫
⑤「スマホで簡単！図書館活用講座」　
時 5年2月3日㈮午後2時～3時30分　
対 スマホを使った検索・予約に不慣れな方
定 10人（先着順）　持 自分のスマホ　

申 直接下記問合せ先カウンターまたは電話
で申込み　締 1月27日㈮　
⑥企画展「日記が語る台東区9　饗

あえ

庭
ば

篁
こう

村
そん

と馬琴日記」　記念講演会「饗庭篁村と根
岸党」　時 2月18日㈯午後2時～4時　
定 50人（抽選）　講 出口智之氏（東京大
学大学院総合文化研究科准教授）　申 図書
館HPから申込むか往復はがき（1人1枚）
に記入例1～4を書いて下記問合せ先へ
締 1月31日㈫午後5時（必着）

◆　以降、④⑤⑥記事の共通項目　◆
場 生涯学習センター　問 〒111－8621
中央図書館 TEL（5246）5911
⑦【池波正太郎生誕100年記念】池波正太
郎ゆかりの地を訪ねる公式バスツアー　
時 3月5日㈰・16日㈭午前10時～午後5時
30分　対 区内在住の方　定 各25人（抽
選）　費 ツアー料金9,900円（振込手数料
がかかる場合あり）・保険料100円　内 コ

ース（一部省略）上野出発
→待乳山聖天→今戸橋→駒
形堂→龍宝寺（鯉寺）→昼
食（江戸料理・櫻田）→池
波正太郎記念文庫（講座・
文庫解説・見学）→石川島
灯台→池上本門寺→目黒不
動尊→上野※記念品等のプ
レゼントあり　申 上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
～4・希望日を書いて下記問合せ先へ　
締 2月5日㈰（必着）
⑧【池波正太郎生誕100年記念】自筆絵画
と写真展「池波正太郎が描いた東京の情景」
時 3月15日㈬まで　場 中央図書館池波正
太郎記念文庫

◆　以降、⑦⑧記事の共通項目　◆
問 〒111－8621　中央図書館池波正太
郎記念文庫 TEL （5246）5915

図書館から

▲武井好之作
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【「はたちの献血」キャンペーン】献血者が減少しがちな冬期に安全な血液製剤を安定的に確保するため、新成人を中心に広く献血に関する理解と協力を呼びかけています。
キャンペーンメッセージは「きっと誰かが、だったら私が はたちの献血」　▷問合せ　台東保健所生活衛生課 TEL（3847）9401

家庭介護講座　
①「家庭でできる介護の基本」
②「コロナの時代の家庭介護」

（録画配信）
時 5年1月10日㈫～3月31日㈮　対 区内
在住か在勤の方　内 ①ムリをしない適切
な介護のコツ　②悩み、不安、喜びを共に
講 ①元松敏彦氏　②相田里香氏　申 下記
二次元コードか電話で申込
み　締 3月15日㈬　
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

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 5年1月25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 40人（先着順）
講 地域包括支援センター職員　
申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

成年後見制度連続講座

時・内 ①5年1月27日㈮・生きるための遺
言状　②2月10日㈮・公証役場と任意後見
③2月17日㈮・法定後見①～③午後2時～
4時　対 区内在住か在勤の方　講 ①大友康
生氏（行政書士）　②澤野芳夫氏（公証人）
③宇髙亘氏（司法書士）　定 各30人（先着
順）　
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

無料建築相談

時 5年2月2日㈭午後1時～4時　
場・問 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

清島温水プール 水泳教室

①初心者水泳教室　 時（全6回）5年2月2日
～3月16日の木曜日（2月23日㈷を除く）
午後2時～4時（1時間レッスン後1時間自
由遊泳）　対 区内在住か在勤（学）の高校
生以上の方　定 50人（抽選）　費 500円（保
険料・利用料含む）　締 1月10日㈫（必着）
②第6期ジュニア水泳教室　時（全8回）2月
2日～3月30日の木曜日（2月23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

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

シニアボッチャ体験会

時 5年1月28日㈯午前9時30分～11時30
分　場 台東リバーサイドスポーツセンタ
ー　対 区内在住か在勤の60歳以上の方
定 30人（先着順）　持 運動できる服装、
室内用運動靴　申 電子申請か電話で下記
問合せ先へ　申込期間 12月
23日㈮～5年1月20日㈮午
後5時　問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

台東学びのひろば

●デジタルスキル講座 つながりを諦めな
い！初心者のためのZoom講座
時 5年2月1日㈬・8日㈬　 内・時間 ①ス
マホ・タブレットコース 午後1時～3時　
②パソコンコース 3時30分～5時30分 
場 生涯学習センター　対 区内在住か在勤
の16歳以上で自身のデバイスを持ってい
る（メールを送受信できる）方　定 12人

（抽選）　講 ㈲フォーティー　申 下記二次
元コードから申込み　締 1
月18日㈬※各コース応募
は1回まで　問 ㈲フォーテ
ィ TEL （3842）6453　
台東区生涯学習課 TEL （5246）5811

令和4年度　台東区児童館合同
行事　下町こどもステージ

時 5年2月5日㈰午後1時～4時　場 生涯
学習センターミレニアムホール　定 300
人（先着順）  内 ダンス、大縄、ハンドベ
ル等　申 各児童館でチケット配布　問 台
東区社会福祉事業団 TEL（5603）2229

文化の香りを下駄履きで
春よ、来い!! マリンバ＆ピアノ
お楽しみコンサート

時 5年2月4日㈯午後1時30分（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60歳以上の方　
定 20人（先着順） 申込開始日時 1月4日
㈬午前9時30分　申 電話または直接下記
問合せ先で申込み　問 かがやき長寿ひろ
ば入谷（老人福祉センター内専用電話）
TEL （3834）6370

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

スマートフォン講習会
時（全4回）5年2～3月※日程等詳しくは、

チラシまたは老人福祉センターHPをご覧
ください。 時間 ①月曜日午後3時～4時
②金曜日午前10時～11時　③水曜日午前
11時～正午　④金曜日午後1時30分～2
時30分　場 ①②入谷区民館（かがやき長
寿ひろば入谷）　③老人福祉センター　④
橋場老人福祉館　対 区内在住の60歳以上
の方　定 各10人（抽選）　講 NPO法人竹
箒の会　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 1月20
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）
問 〒110－0015　台東区東上野2－25
－14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

地域で暮らす外国人をサポート
する！日本語ボランティア講座

時（全6回）5年1月24日～2月28日の火曜
日午前10時～正午　場 区役所10階会議
室※オンライン開催に変更の場合あり　
対 区内在住か在勤（学）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 右記二次元コ
ードか電話で申込み　
問 人権・多様性推進課
TEL （5246）1116

日常のグリーフ（悲嘆）に寄り添
う講座「音楽とグリーフケア～音
楽の癒し効果を実例に学ぶ～」

時 5年2月12日㈰午後2時～4時　場 生涯
学習センター　定 30人（先着順）  講 四
野見和敏氏（指揮者、音楽の架け橋代表）
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）希望の方は子
供の35を2月4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

ファッション・マーケティング講
座「23ー24年秋冬トレンド・カ
ラー＆レザー」

時 5年1月25日㈬午後6時30分～8時　対
区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）  講 池田正晴氏（㈱ジャルフィック
代表）　費 1,000円　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 1月18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　 FAX （3871）9525

（抽選）　費 8,500円（保険料・利用料含
む）　締 1月8日㈰午後9時
③第6期ベビースイミング　 時（全6回）2
月19日～3月26日の日曜日、Cクラス（4
か月～1歳未満）は午後0時10分～0時50
分、 Bクラス（1～2歳未満）は0時25分～
1時10分、 Aクラス（2～3歳）は0時40分
～1時25分　対 区内在住か在勤の方※子
供1人に保護者1人の参加
定 各8組（抽選）　費 7,000円（保険料・
利用料含む）　締 1月25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 ①
は往復はがき(1人1枚1教室)に記入例1
～4・泳力レベルを書いて下記問合せ先
へ※往復はがき返信後に来館手続きあり
②③は清島温水プール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 〒110－0015　台東区東上野6－
16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353※各教室の詳細は、
清島温水プールHPをご覧ください。

スポーツひろば　初心者教室

種目 場所
バスケットボール 柏葉中学校
バレーボール 浅草中学校
バウンドテニス 御徒町台東中学校

卓球
大正小学校
田原小学校

バドミントン
根岸小学校
富士小学校

ソフトテニス
金竜小学校

フットサル
テコンドー 谷中小学校
テニス 上野小学校

※日時等詳しくは、区HPをご確認くださ
い。 対 区内在住か在勤(学)の中学生以上
の初心者　問 スポーツ振興課（生涯学習
センター5階・土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後
5時）
 TEL （5246）5853

小・中学生向け発明教室
「知的財産ってなんだろう？」

ち 　てき ざい さん

時 5年2月11日㈷午後2時～4時　場 生涯
学習センター　対 区内在住か在学の小中学
生　定 36人（抽選）申 電
子申請　締 1月20日㈮午後
5時　問 生涯学習課
TEL （5246）5815

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
12～1月出店自治体をご紹介します！12～1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

※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
日程 出店自治体

12月22日㈭～27日㈫ 山口県長門市
5年1月5日㈭～10日㈫ 青森県黒石市
1月12日㈭～17日㈫ 鹿児島県鹿児島市
1月19日㈭～24日㈫ 埼玉県越生町

▲過去のショップの様子（鹿児島市）

第39回浅草芸能大賞授賞式第39回浅草芸能大賞授賞式

▲大賞　
ナイツ（漫才師）

▲奨励賞　
劇団ひとり

（お笑いタレント・監督）

▲新人賞　
桂宮治（落語家）

時 5年3月4日㈯午後3時　場 浅草公会堂
※4歳未満入場不可　 プログラム ①浅草
名人会　②「スターの手型」顕彰式　③
浅草芸能大賞授賞式　桂宮治（落語家）、
劇団ひとり（お笑いタレント・監督）、ナ
イツ（漫才師）　④受賞記念公演　

申 はがき（1人1通）に記入例1～5・
希望人数（2人まで）を書いて下記問合
せ先へ　締 2月2日㈭　
問 〒110－0004　台東区下谷1－2－
11　台東区芸術文化財団「浅草芸能大
賞」担当
TEL （5828）7591抽選で300組600人をご招待


