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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
世界遺産区民講座「着せ替えドミ
ノで工作する、あなただけのミュー
ジアム」（建築ワークショップ）
時 3月18日㈯①午前10時〜午後0時30分
②2時30分〜5時　場区役所10階会議室
対区内在住か在学の小学3〜6年生と保護
者（2人1組）　定各15組30人（抽選）　
講 T＊O（建築家ユニット）、おくやめぐ
み氏（京都府立大学准教授）　申往復はが
きに記入例1（受講したい回を希望順に
記入）・2・参加者全員の3・4・子供の
学年、在学の方は6を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可）　締 2月20日㈪（必着）
問〒110−8615　台東区
役所都市交流課「世界遺産
区民講座」担当
TEL（5246）1193

滋賀県長浜市　湖北・長浜観音
文化第２回パネル展、講演会

●パネル展　時 2月14日㈫〜28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
●講演会　「観音の里の村人とホトケたち」
時 2月25日㈯午後1時30分〜3時　場浅
草文化観光センター6階多目的スペース　
定 40人（先着順）　申電話で下記申込先
へ　受付期間 2月6日㈪正午〜24日㈮午
後5時　申・問 長浜市歴史遺産課
TEL 0749（65）6510
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問台東区都市交流課 TEL（5246）1193

台東区芸術文化支援制度対象企
画	「対話篇	THE	DIALOGUES	
OF	DOOR	第2号/vol.2」

台東区で活動する団体と共創し、全編手話
を用いたショート・フィルムと読み上げナ
レーションも加えた、対話によるオムニバ
ス作品を制作。WEBにて電子書籍のコン
テンツとして公開します。 公開予定日 2
月1日㈬※下記二次元コードの「お知らせ」
欄よりご覧いただけます。 問川原吉恵　
Eメール dlab2525dlab@
gmail.com　
台東区文化振興課
TEL（5246）1328

歌舞伎文字「勘亭流書道」
作品展

歌舞伎文字の作品展示・実演をします。筆
耕体験もできます。 時 2月10日㈮〜12

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階展示ス
ペース　問浅草文化観光センター
TEL（3842）5501

世界遺産PRパネル展

時 1月30日㈪まで午前9時〜午後9時　
場生涯学習センター　問都市交流課世界
遺産担当 TEL（5246）1193

たいとう就職面接会

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 2月16日㈭
午後1時30分〜3時45分（受付は1時〜3
時15分、企業PRタイム1時30分〜2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 2月1日㈬　申ハローワーク上
野 TEL（3847)8609　41#
問産業振興課 TEL（5246)1152

江戸たいとう伝統工芸館
「匠サロン」

職人に聞いてみたいこと、職人の仕事につ
いて知りたいことなど、ぜひ直接お尋ねく
ださい。 時 2月24日㈮午後6時〜8時　
場江戸たいとう伝統工芸館　定 6人（抽
選）　締 2月10日㈮　申・問 産業振興課
TEL（5246）1131

生誕140年特別展
「アトリエの朝倉文夫」
時 1月21日㈯〜5月28日㈰　開館時間 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（祝休日と重なる場合
は翌日）  場・問 朝倉彫塑館
TEL（3821）4549

　　　　　　　おう　ぎ　　し らん　てい　じょ

特別展「王羲之と蘭亭序」

時 1月31日㈫〜4月23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

体験教室　
旧奏楽堂のパイプオルガン・チェ
ンバロを弾いてみよう！
時 3月4日㈯①午前10時　②午後1時　
内①楽器見学会（鍵盤楽器未経験者可）
②公開レッスン（鍵盤楽器経験者のみ）
講大塚直哉氏（東京藝術大学音楽学部教

授）　費 ①1,000円　②3,000円　申 申
込用紙（旧奏楽堂HPからダウンロード可）
に記入し郵送かファクスで下記問合せ先へ

（旧奏楽堂HPからも申込可）
締 2月10日㈮（必着）　場・問 旧東京音楽
学校奏楽堂 TEL（3824）1988　
FAX（3824）1989

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時①2月
5日㈰午前10時〜午後3時　②12日㈰午
前9時〜午後3時　③19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）①30店　②20店　
③40店　出店料 ①②③2,000円※③は区
民は会HPから予約で1,500円
申・問（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　③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
●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで
ボランティア体験」　時 2月18日㈯午後2
時〜4時　場清川区民館　定 7人（先着順）
申・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、テレビ台、本棚、
ドレッサー、コーヒーメーカー
ゆずってください　ピアノ、ブルーレイハ
ードディスクプレーヤー
※上記の情報は1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

キッズONLINEライブレッスン

時（全3回）2月19日、3月5日・19日の日
曜日　①午前9時〜9時20分　②9時40分
〜10時　コース ①3・4歳コース　②5・
6歳コース　対区内在住の平成28年4月2
日〜31年4月1日生まれの
子供　定各コース80人（先
着順）　申電子申請　
申込期間 1月22日㈰〜2月

12日㈰※詳しくは、区HPをご覧ください。
問スポーツ振興課  TEL（5246）5853

図書館のこども室から

●本でしりとり　こどもしつにある本のタ
イトルでしりとりをしてみましょう。　
時 2月1日㈬〜28日㈫　対小学生以下　
場・問 根岸図書館 TEL（3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　時 2月7日㈫
午前11時　対区内在住の令和3年8月7日
〜4年8月6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24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 中央図書館谷中分室
TEL（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム　時 2月21日
㈫午前11時　場生涯学習センター　対区
内在住の令和3年8月21日〜4年8月20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 2月7日㈫※申込みは保護者に
限る。 問中央図書館 TEL（5246）5911

老人福祉センターの催し

●ほのぼの寄席　
時①3月4日㈯　②8日㈬　③16日㈭　④
24日㈮　①〜④午後1時30分〜2時30分
対区内在住の60歳以上の方
定（先着順）①②③各20人　④15人　
出演 ①③桂伸治 ほか　②④神田すみれ 
ほか　申直接下記問合せ先または電話で
申込み　申込開始日 2月7日㈫　
場・問 ①入谷区民館（かがやき長寿ひろ
ば入谷） TEL（3834）6370（老人福祉
センター内専用電話）
②橋場老人福祉館 TEL（3876）2365　
③老人福祉センター TEL（3833）6541
④三筋老人福祉館 TEL（3866）2417

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
スマホで申込みや申請！講座
−基本編−
時 ①2月15日㈬　②17日㈮　③④27日
㈪　⑤⑥28日㈫　①②③⑤午前10時　④
⑥午後2時（各90分程度）　場①入谷区民
館　②谷中区民館　③馬道区民館　④寿区
民館　⑤台東一丁目区民館　⑥浅草公会堂
定各30人（先着順）　締①
②2月6日㈪　③〜⑥20日
㈪　申・問 情報政策課
TEL（5246）9022

日本語学習支援ボランティアサ
ポート講座「言葉を覚えるレッ
スン法」（実践編）
時 2月26日㈰午前10時〜正午※オンライ
ン開催の場合あり　場区役所10階会議室
対台東区内でボランティアとして日本語
学習支援活動を行っている方　
定 20人（先着順）　申下記二次元コード
から申込むか電話で下記問
合せ先へ
問人権・多様性推進課
TEL（5246）1116

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

パパタイム〜ベビー
マッサージ〜

2月18日㈯ 
午前10時45分〜11時30分

区内在住の5か月までの
子供と父親

5組 
(先着順)

1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

あつまれ！
元気っこ体操

2月28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

25組 
(先着順)

1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
〜パパ編〜

2月25日㈯ 
午後2時15分〜3時

区内在住の8か月までの
子供

7組 
(先着順)

1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

ぴっかり早瀬先生と
ウクレレタイム♪

2月14日㈫ 
午前11時15分〜11時45分 区内在住の3歳までの子供 6組 

(先着順)
1月20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」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

場・申・問 ①浅草保健相談センター
TEL（3844）8172　
②台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」（予約制）
時 2月16日㈭午前10時〜正午（1人20分
程度）　場台東保健所4階　対区内在住か
在勤の女性で、更年期や月経障害・不妊な
どでお悩みの方※医師とはオンライン相談
です。 申・問 台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

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 2月21日㈫午後1時〜4時（受付は3時
まで）　場区役所3階302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・予約優先）　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

工作教室
「仕組みのある木箱」
時 2月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 2月10日㈮午後5時
問生涯学習課
TEL（5246）5815

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

講座「男女共同参画の視点は災
害対応力のカギ！～災害関連死
の防止と受援力を高めるため
に」（オンライン受講可）
時 2月25日㈯午前10時〜正午　場生涯
学習センター　定会場は42人（先着順）
講浅野幸子氏（減災と男女共同参画 研修
推進センター共同代表、早稲田大学地域社
会と危機管理研究所招聘研究員）　申下記
二次元コードか電話または直接下記問合せ
先へ※会場受講は託児あり（1歳以上の未
就学児）希望する方は子供の35を2月
18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

青パト夜間貸出講習会

町会等自主防犯団体の夜間防犯パトロール
に、青色回転灯付パトロール車（青パト）
を貸し出しています。青パトをご利用いた
だくには講習会の受講が必要です。受講に
ついて詳しくは、下記問合せ先へ。 
対区内自主防犯団体に所属し、青パトの
貸出を希望する方　
申・問 生活安全推進課
TEL（5246）1044

2月のくらしに役立つ講座
（オンライン開催の場合あり）

①介護の基本と全体像～大切な人が倒れる
前に知っておきたいこと～　
時 2月24日㈮
②介護における「自滅」を防ぐ～大切な人
が倒れた時にすること～　
時 2月27日㈪
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

時間 午後2時〜3時30分　場生涯学習セ
ンター　対区内在住か在勤（学）の方　
定各30人（先着順）　講太田差惠子氏（介
護・暮らしジャーナリスト）　申下記二次
元コードから申込むか記入例1（①か②
または両方）〜4、Zoom受講の可否、在
勤（学）の方は67を電話かファクスで下
記問合せ先へ
※1講座から申込可能です。
問くらしの相談課
TEL（5246）1144  
FAX（5246）1139

勤労者サービスセンターの催し

●ものづくり教室「そば打ちを体験しよ
う！」　時 2月25日㈯午前10時〜午後1
時、1時〜4時　場全麺協研修センター（西
浅草2−8−10 フジコービル）　対区内在
住か在勤（学）の中学生以上の方、勤労者
サービスセンター会員とその家族　定 16
人（抽選）　講全麺協の講師　費 3,000
円（会員とその家族は別料金）　持三角巾

（バンダナ、手拭等可）、エプロン、タオル、
持ち帰り用パック　申はがきに記入例1
〜5・希望時間、在勤（学）の方は6、
会員の方は会員番号を書いて下記問合せ先
へ　締 2月3日㈮（必着）　
問〒111−0056　台東区小島2−9−18
台東区産業振興事業団勤労者サービスセン
ター TEL（5829）4123

フラワーアレンジメント教室

時 3月1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（スタジオボルフラワー）　
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
※お花は写真と異なる場合があります。

台東区社会福祉協議会　
実践講座　ストップ！！特殊詐欺
時 2月16日㈭午前10時〜11時30分
対区内在住か在学の方　定 20人（先着
順）　講下谷警察署職員　締 2月10日㈮
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7547

子育て心理相談（予約制）

「自分に、子育てに自信がもてない」など
の相談に、専門カウンセラーが応じます。
時①2月15日㈬　②28日㈫　①②午前9
時30分〜11時（1人30分程度）　対区内
在住で就学前の子供を育てている方

働き方セミナー「知っておきた
い育児・介護休業制度と社会保
険のしくみ」
時 2月25日㈯午後1時30分〜4時　場区
役所10階会議室　対現在働いている方、
内容に関心のある方　定 30人（先着順）　
講馬見塚仁氏（社会保険労務士・年金アド
バイザー）※雇用保険受給中の方は、受給
資格者証を持参してください。 申下記二
次元コード（区HP）から申
込むか電話で下記問合せ先
へ　問産業振興課
TEL（5246）1152

清島温水プール	水泳教室

●大人のためのワンポイントレッスン～
10分間のワンポイントアドバイス～　
時（全8回）2月3日〜3月24日の金曜日午
後2時〜4時　定各回20人（先着順）　
費利用料金のみ　申当日フロントで1時
30分より申込み※午後2時以降は、プー
ルサイドで受付
●障害者水泳教室　指導者養成講座
時（全4回）3月3日〜24日の金曜日午後7
時〜9時　定 10人（抽選）　申清島温水
プールHPより申込むか往復はがきに記入
例1〜4・泳力レベルを書いて下記問合
せ先へ　締 2月24日㈮（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

対区内在住か在勤（学）の高校生以上　
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

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
1～2月出店自治体をご紹介します！1～2月出店自治体をご紹介します！

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が変更にな
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

1月26日㈭〜31日㈫ 北海道函館市
2月2日㈭〜7日㈫ 栃木県鹿沼市
2月9日㈭〜14日㈫ 青森県青森市
2月16日㈭〜21日㈫ 長崎県

▲出店の様子（青森県青森市）

実施会場
事業名 台東保健所 浅草保健相談センター

2歳児歯科健康診査
（予約制）

10日午後1時〜2時
TEL  （3847） 9449

発達相談 （予約制）

14日（個別）
午前8時45分〜正午
28日（個別）
午前9時30分〜10時30分
TEL  （3847） 9497

15日（個別）
午前9時30分〜10時30分
16日（集団）
午前9時50分〜11時
TEL  （3844） 8172

産婦歯科健康診査
（予約制）

1日午前9時〜10時
TEL  (3847） 9449

歯科衛生相談
区内在住の方 （予約制）

7･22日午後1時30分〜2時30分
TEL  (3847) 9449

2･16日午後1時30分〜2時30分
※予約は左記へ

こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

9日午前10時30分〜正午
21日午後1時30分〜3時
24日午前9時30分〜11時
TEL  （3847) 9405

7日午前9時30分〜11時
27日午後1時〜2時30分
TEL  （3844) 8172

発達障害個別相談 
（成人向け・予約制）

2･16日午後1時30分〜3時30分
TEL  (3847) 9405

HIV即日検査
（予約制）

8･22日午後1時〜2時30分
予約専用電話 TEL  (3843) 5751

栄養相談 （予約制）
3･27日午前10時〜午後3時30分
14日午前10時〜正午
TEL  (3847) 9440

ハローベビー学級
（両親学級 ・ 予約制）

日程等は区HPをご覧ください。
浅草保健相談センター TEL  （3844） 8177

2月の保健所・保健相談センターの事業案内

台東区少年少女発明クラブ指導員募集
業務内容 定例活動の準備および指導、
作品展等の引率ほか　対発明クラブの
主旨や目的に理解があり、次のいずれか
に該当する方（特定の資格等は不要）　
①木工、電気・電子工作の知識や経験が
ある　②工芸、美術に関する知識や経験
がある　③プログラミングを活用した工
作の指導ができる　時 4月1日〜6年3
月31日　活動形態Ⓐ第1・3土曜日午後
2時〜4時　Ⓑ第1・3日曜日午前10時
〜正午　Ⓒ第1・3日曜日午後2時〜4時
※採用後に相談の上コースを決定　

場生涯学習センターほか　謝礼 1回の
定例活動につき7,000円（交通費別途）
申⑴履歴書　⑵作文（応募動機、400
字程度）　⑶今までの創作活動の内容・
成果がわかる資料・写真等（任意）を下
記へ簡易書留で郵送か持参　
選考方法書類審査・面接
締 2月24日㈮（必着）　
問〒111−8621　
生涯学習センター生涯学
習課
TEL（5246）5815


