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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
日本語スピーチ交流会　
外国にルーツのある方のスピー
チを聴きに来ませんか？
時 3月12日㈰午後2時～4時　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

台東区少年少女発明クラブ　
作品展
時 2月23日㈷～
3月3日㈮午前9
時～午後5時（最
終日は1時まで）
場生涯学習セン
ター1階アトリウム　問生涯学習課
TEL（5246）5815

上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ32
時 3月9日㈭午後1時開場、2時開演　
出演 上野学園大学音楽学部学生　内モー
ツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調
K138 ほか　入場料 500円　予約方法電
話・Webで事前申込み　 予約開始日時 2
月22日㈬午前10時※未就学児入場不可。
詳しくは、旧東京音楽学校奏楽堂HPをご
覧ください。　 場・問 旧東京音楽学校奏
楽堂 TEL（3824）1988

区登録手話通訳者認定試験

時 3月26日㈰午前9時30分～午後5時30
分　場区役所10階会議室　対障害福祉に
理解と情熱を持ち、手話経験が3年程度あ
るか各種手話講習会等を修了し、手話通訳
者として区内で活動できる18歳以上の方
選考方法 手話表現、読み取り（筆記）、社
会福祉に関する問題、面接　申下記二次
元コードから申込むか、応募用紙（区HP
からダウンロード可）に必要事項を書いて
下記問合せ先へ提出　
締 3月3日㈮　問障害福祉
課（区役所2階⑩番）
TEL（5246）1058

市民活動シンポジウム「みんな
のまちのために『何か』してみよ
う！～楽しいつながりづくりの見
つけ方～」

会場とZoomのハイブリット型で実施し
ます。　時 3月14日㈫午後1時30分～3時
30分　対区内在住か在勤（学）の方　
定 20人（会場・先着順）
コーディネーター渡辺裕一氏　
パネリスト 松本郁子氏、淺野マリ子氏、
大橋芳郎氏　申下記二次元コードから申
込むか記入例1～4をメールに入力して
下記問合せ先へ　締 3月7日㈫　
場・問 台東区社会福祉協議
会 TEL（3847）7065　
メール taito-vc@jcom.
home.ne.jp

フリーマーケット出店者募集

時 ①3月5日㈰午前10時～午後3時　②
12日㈰午前9時～午後3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・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　
問台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1018

ミレニアムホールふれあいコン
サート「おとあそび♪親子音楽会」
時 3月4日㈯午後2時～3時　場生涯学習
センターミレニアムホール　対 0歳～小学
3年生の子供とその家族　定 300人（抽
選・全席指定）　出演 東京藝術大学
曲目 おはながわらった ほか　
費 500円（子供無料）　申下記二次元コ
ード（区HP）から申込み※詳しくは、区
HPをご覧ください。　
締 2月15日㈬　
問生涯学習課
TEL（5246）5812

第35回桜橋花まつり

時 3月25日㈯・26日㈰　場隅田公園山谷
堀広場※規模を縮小して開催します。
問桜橋花まつり実行委員会（北部区民事
務所清川分室内） TEL（3876）3566

ひな祭り手作りワークショップ
リース飾りづくり（予約制）
時 2月25日㈯午後1時、3時　定各25人

（先着順）※当日受付可　場・申・問 浅草
文化観光センター TEL（3842）5566

台東区ジュニアオーケストラ　
アンサンブル部スプリングコン
サート
時 3月12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※入場整理券あり2月10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 ディヴェルティメン
ト（ヨゼフ・ハイドン）、弦楽四重奏曲「春」
より1、2、4楽章（モーツァルト）ほか　
問生涯学習課 TEL（5246）5851

図書館のこどもしつから

●ぬいぐるみおとまり会　時ぬいぐるみ
預かりは2月25日㈯午後2時～2時45分、
ぬいぐるみ・アルバムお渡しは26日㈰正
午以降　対図書館利用登録のある幼児～
小学校低学年　定 5人(先着順・ぬいぐる
みは1人１体)※初めての方のみ参加可
申直接下記問合せ先カウンターへ　
申込開始日 2月13日㈪　 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 3月6日㈪
午前11時　対区内在住の令和3年9月6日
～4年9月5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20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 台東子ども家庭支援セ
ンター TEL（3834）4577

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「対等で、尊重し合える関
係を築く、『性』のはなし～性
的同意について考えてみよう～」
時 3月11日㈯午前10時～正午　場生涯
学習センター、オンライン（Zoom形式）
定 20人（先着順）　講染矢明日香氏（NPO
法人ピルコン理事長）　申下記二次元コー
ドから申込む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）希望の方は子供の35を3月4日
㈯までに下記問合せ先へ
申込開始日 2月8日㈬
問男女平等推進プラザ（生
涯学習センター4階）
TEL（5246）5816

くらしに役立つ講座「楽しい旅
の作り方～トラブルを避けて旅
行計画を立てよう～」
（オンライン開催の場合あり）
時 3月2日㈭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 30人（先着順）※託児（6か月～
就学前）5人程度　講（一社）日本旅行業協
会　申右記二次元コードから申込むか記
入例1～4、Zoom受講の可否、在勤（学）
の方は67を書いてファクスで右記問合
せ先へ※託児希望の方は子供の35・性

別を開催日の一週間前までに、下記問合せ
先へ　
問くらしの相談課
TEL（5246）1144
FAX（5246）1139

ひきこもりに関する①講演会
ひきこもりの方への訪問の実際
～精神科在宅診療の実践から～
②個別相談会　③茶話会
時 3月4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　対②③は台東区・千代
田区・文京区在住の方優先　定（先着順）①
50人　②6組（1組55分程度）　③10人
講①作間聡氏（精神保健福祉士）　②③臨
床心理士　申電話か区HP
から申込み　締 2月24日
㈮　問子育て・若者支援課
TEL（5246）1341　

産業研修センターの催し

●第1回トレーニング教室　やさしい筋力
アップトレーニングで、体幹のバランスを
整えます。　時（全15回）4月4日～7月25
日の火曜日午後1時30分～3時　対区内
在住か在勤の方　定 20人（抽選）　
費 4,000円（15回分・初日に支払い）　
申往復はがきに記入例1～4・年代、在
勤の方は6～8を書いて下記問合せ先へ
●基礎英会話教室　時（全20回）4月4日～
8月22日の火曜日午後6時30分～8時30
分　対区内在住か在勤（学）の16歳以上
の方　定 20人（抽選）　費 6,000円（教
材費別）　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　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

締 3月17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

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室　第1期」
時（全7回）4月7日～5月20日の金・土曜
日（金曜日クラス）①3歳児コースは午後
2時30分～３時30分　②4歳児コースは
午後3時40分～4時40分　（土曜日クラ
ス）③3歳児コースは午前9時30分～10
時30分　④5歳児コースは午前10時40分
～11時40分　定各10人（抽選）※内容
等詳しくは、チラシまたは台東リバーサイ
ドスポーツセンターHPをご覧ください。
申往復はがきに希望クラス・コース（①
～④）・23・参加者生年月日・性別・保
護者の34を書いて下記問合せ先へ　
締 3月15日㈬（必着）　 場・問 〒111−
0024　台東区今戸1−1−10　台東リバ
ーサイドスポーツセンター
TEL（3872）3181

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 3月13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

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。

環境学習室登録制プログラム
プログラム ビオトープ調査隊 くらまえ田んぼクラブ

内容 精華公園ビオトープで生きものと触れ
合い自然体験、管理体験を行います。

種もみの準備から収穫まで自分たちの
手で行い、「食」について考えます。
収穫した稲の試食会もあります。

対象 区内在住か在学の①小学1～２年生　
②小学3～6年生

区内在住か在勤（学・園）の
5歳～小学2年生の親子

定員 ①②各12人（抽選） 8組16人（抽選）

活動日時
第1または第2日曜日
①午前10時30分～正午　
②午後2時～4時

第2または第3日曜日
午前10時30分～正午頃

申込方法

二次元コードから申込むか申込書（下記
問合せ先で配布）に必要事項を記入し
直接提出

環境ふれあい館HPまたは下記問合せ先
で配布のチラシで活動内容を確認し、
申込書（環境ふれあい館HPからダウン
ロードまたは館内で配布）に記入して
直接提出

※詳しくは、区HPをご覧ください。
申込期間 2月7日㈫午前10時～3月5日㈰午後5時　問環境ふれあい館ひまわり
環境学習室 TEL（3866）2011

午前▶ 午後▶
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45分　②法律・税務・不動産の専門家に
よる個別相談は午後1時～5時　場台東区
民会館　定①20人（講座・先着順）　②5
組（個別相談）　申下記二次元コードから
申込むかメールに記入例1～4を入力し
て右記申込先へ　申ミライエ㈱
TEL（6773）9058　
メール office@miraie-
tokyo.jp　問住宅課
TEL（5246）1468

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集
時講義・実習は4月7日㈮～6月26日㈪の
うち44日間午後6時30分～9時40分（8
時30分までの日もあり）、修了式は6月27
日㈫午後6時30分　場三ノ輪福祉センタ
ー　対全日程通学可能な方※区内在住か
在勤の方優先　定 12人（先着順）　
費 77,500円（テキスト代含む）　申電話
で申込書を下記問合せ先へ請求し、本人確
認できる物（運転免許証・健康保険証など
の写し）と共に提出※詳しくは、事業団
HPをご覧ください。　締 3月23日㈭　
問台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

都立浅草高等学校
温水プール初心者水泳教室
時①2月25日㈯・26日㈰　②3月4日㈯・
5日㈰①②午後2時～2時50分　対区内在
住か在勤（学）の高校生以上の方※内容等
詳しくは、区HPをご覧ください。　定各
30人（先着順）　費プール利用料で参加
可　持水着、バスタオル等　申記入例1
～5・性別・希望日時を電話かファクス
で下記申込先へ　締①2月25日㈯午後1
時　②3月4日㈯午後1時　
場・申・問 都立浅草高等学校温水プール

（今戸1−8−13）
TEL FAX（3874）3019
問台東区スポーツ振興課
TEL（5246）5853

清島温水プール	水泳教室

①第1期幼児水泳教室　時（全6回）4月1日
～5月13日の土曜日（4月29日を除く）
Aクラスは午前11時30分～午後0時30
分、 Bクラスは0時30分～1時30分　
対区内在住か在学の3～6歳の未就学児　
定各32人（抽選）　費 8,500円（保険料・
利用料含む）　締 3月7日㈫午後9時
②3年生からの泳力向上教室　
時（全8回）4月2日～5月28日の日曜日（4
月30日を除く）午前11時30分～午後0時
30分　対区内在住か在学の小学3～6年
生　定 30人（抽選）　費 8,500円（保険
料・利用料含む）   締 3月8日㈬午後9時
③第1期	ベビースイミング　時（全6回）4
月4日㈫・7日㈮・11日㈫・14日㈮・18
日㈫・21日㈮Cクラス（4か月～1歳未満）
は午前9時40分～10時20分、 Bクラス（1
～2歳未満）は9時55分～10時40分、 A
クラス（2～3歳※3歳で迎える3月末まで）
は10時10分～10時55分　対区内在住か
在勤の方※子供1人に対し保護者1人　
定各10組（抽選）　費 7,000円（保険料・
利用料含む）　締 3月10日㈮午後9時
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

申清島温水プール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　講野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　
場・問 清島温水プール
TEL（3842）5353

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

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　内・時（全3回）①「初め
てのスマホ」3月6日㈪・9日㈭・13日㈪
②「エクセルの応用」8日㈬・10日㈮・
17日㈮　①②午前10時～正午※パソコン
持参　定各6人（先着順）　費 3,000円（3
回分）
●パソコン「無料よろず相談会」　時 3月
15日㈬・30日㈭午前10時～11時、11
時～正午　定各5人（先着順）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

対区内在住の原則として60歳以上の方　
場・申・問 台東区シルバー人材センター
TEL（3864）3338

はじめての福祉ボランティア講
座～視覚障害体験・当事者によ
る講話～
時 3月15日㈬午後2時～4時　対区内在
住か在勤の方　定 20人（先着順）　講台
東区視覚障害者福祉協会、NPO法人ガイ
ドヘルプあいサポート　申下記二次元コ
ードから申込み　
締 2月26日㈰　 場・問 台
東区社会福祉協議会
TEL（3847）7065

災害講座

①防災＝情報～災害時に活
用できる情報伝達手段　
時 2月15日㈬午後6時30分
～8時　
②たいとう近隣防災共助の一歩　
顔の見える関係づくり
（オンライン可）　
時 2月23日㈷午後1時
～3時
◆以降、上記記事の共通項目　◆

対区内在住か在勤の方　定 20人（先着順）
申それぞれの二次元コードから申込むか
電話で右記問合せ先へ　 場・問 台東区社
会福祉協議会 TEL（3847）7065

第6回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会（無料）

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 3月
15日㈬午前9時30分～正午　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 2月8日㈬
～3月1日㈬※本形式での開催は今回が最
後となります。今後の開催等については改
めて区HP等でお知らせします。 問台東
保健所生活衛生課 TEL（3847）9437

耳の講演会「難聴の早期発見と
認知症の予防」（予約制）
時 3月10日㈮午後2時30分～4時　場区
役所10階会議室　定 40人（先着順）　
講神崎晶氏（東京医療センター感覚器セ
ンター聴覚障害研究室室長）　申記入例1
～4、磁器ループ用補聴器使用の有無を
電話かファクスで下記問合せ先へ　
問台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9481
FAX（3847）9467

マンションのトラブル・管理・修
繕についての無料よろず相談室
（予約制）
時 3月9日㈭午後1時30分～4時15分　
場区役所10階会議室　対区内のマンショ
ン所有者　定 6組（先着順・1組45分程
度）　相談員 弁護士または一級建築士　
申込期間 2月6日㈪～3月6日㈪　
申・問 住宅課 TEL（5246）9028

民間賃貸住宅をお探しの方に向
けた入居相談窓口（予約制）
時月～金曜日午前8時30分～午後5時
※電話でも相談可　対区内在住の高齢者、
障害者、ひとり親世帯など　
場・申・問 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

自宅を空き家にしないための
終活相談会（予約制）
時 3月8日㈬　①自宅を空き家にしないた
めの終活スタート講座は午前11時～11時

オンラインスポーツ教室

時 2月25日㈯　①ラジオ体操で美しい姿
勢づくりは午後2時～2時50分　②身体ぽ
かぽかヨガ体験教室は3時30分～4時20
分　定各20人（抽選）　講①桜田敬子氏　
②岡本絵理香氏　申電子申請　
締 2月19日㈰※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　

高齢者施設ボランティア育成講
座（入門講座）
時 3月8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　
定 6人（先着順）　締 3月6日㈪　
問台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

たなかクラブ　太極拳体験教室

時（全4回）3月3日～24日の金曜日午後7
時～8時　場たなかスポーツプラザ　
対区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）※申込不要、たなかクラブ（たなか
スポーツプラザ内）に直接お越しください。
問たなかクラブ
TEL（3875）2860　
台東区スポーツ振興課
TEL（5246）5853

介護予防教室受講生募集	

時（全10回）4～6月　①午前10時～11時
②～④11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）

コース 曜日 場所

①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！）

火
かがやき長寿
ひろば入谷

（入谷区民館）
TEL（3834）6370

②面白脳トレ教室
（オリジナルのカード
や道具を使い、楽し
みながら脳のトレー
ニング）

火 橋場老人福祉館 
TEL（3876）2365

③お口元気度アップ
教室（歯科衛生士の
指導で目指せ健康
長寿）

水 老人福祉センター
TEL（3833）6541

④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
用のゴムを使って筋
力アップ）

木 三筋老人福祉館
TEL（3866）2417

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 3月1日㈬（必着）
直接提出持の持ち物本人確認できる物（老人
福祉施設使用登録証など）、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

ゆとり教養講座「マティス絵画
の魅力～色彩の楽園～」
時 3月2日㈭午後1時30分（1時間程度）　
対区内在住の60歳以上の方　定 20人　
講斎藤陽一氏（美術ジャーナリスト）　
受付開始日時 2月13日㈪午前9時　
申電話または直接下記問合せ先へ　
場・問 老人福祉センター
TEL（3833）6541

ふれあい介護予防教室（転倒予防体操と健康ミニ講座）

時午後1時30分～2時30分
対区内在住のおおむね65歳
以上の方　申下記問合せ先
かお近くの地域包括支援セン
ターに直接申込みまたは、は
がきに希望会場名（①～⑦・
1会場のみ）・記入例1～5
を書いて下記問合せ先へ　
締 3月17日㈮（消印有効）　
問〒110−8615　台東区役
所介護予防・地域支援課

（区役所2階⑤番）
TEL（5246）1295

場所 日程 定員

①台東区民会館
（花川戸2−6−5）

4月14日㈮、5月12日㈮
6月8日㈭、7月6日㈭
9月8日㈮、10月6日㈮

25人

②環境ふれあい館ひま
わり

（蔵前4−14−6）

4月20日㈭、5月18日㈭
6月15日㈭、7月20日㈭
9月21日㈭、10月19日㈭

15人

③入谷区民館
（入谷1−15−6）

4月11日㈫、5月9日㈫
6月13日㈫、7月11日㈫
9月12日㈫、10月10日㈫

25人

④たなかスポーツプラザ
（日本堤2−25−4）

4月17日㈪、5月15日㈪
6月19日㈪、7月24日㈪
9月11日㈪、10月16日㈪

25人

⑤谷中区民館
（谷中5−6−5）

4月21日㈮、5月26日㈮
6月16日㈮、7月21日㈮
9月15日㈮、10月20日㈮

18人

⑥老人福祉センター
（東上野2−25−14）

4月12日㈬、5月10日㈬
6月14日㈬、7月12日㈬
9月13日㈬、10月11日㈬

15人

⑦台東リバーサイドス
ポーツセンター

（今戸1−1−10）

4月28日㈮、5月19日㈮
6月23日㈮、7月28日㈮
9月22日㈮、10月27日㈮

20人

※定員を超えた場合は抽選

①▶

②▶


