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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
４月は若年層の性暴力被害予防
月間です　パネル展

被害者、加害者、傍観者にならないために、
知識を身につけ性暴力を見逃さない社会を
作りましょう。 時 4月1日㈯～29日㈷
場 生涯学習センター1階アト︎リウム※内容
等詳しくは、右記二次元コ
ードをご覧ください。
問 男女平等推進プラザ
TEL（5246）5822

第39回浅草流鏑馬
や ぶ さ め

時 5月27日㈯午後１時～午後2時30分
（荒天中止）※草

くさ

鹿
じし

は隅田公園山谷堀広場
で午前11時45分～午後0時45分に実施
場 隅田公園特設会場※会場は混雑が予想
されるため、観覧券をご利用ください。
観覧券販売開始日 4月3日㈪　
観覧券 1席3,000円（記念品「浅草流鏑
馬縁起的板」付き）※詳しくは、下記二次
元コード（区HP）をご覧ください。 
販売方法 電子申請か郵送販売または窓口
販売（下記問合せ先か浅草
文化観光センター）
問 観光課（ 区役所9階③番）
TEL （5246）1447

台東にぎわい観光情報展

観光情報を発信するパネル展です。浅草・
台東区のイベント︎やおすすめモデルコース
を紹介します。台東区在住の写真家、須賀
一氏の写真を展示します。 時 4月1日㈯～
29日㈷　 場・問 浅草文化観光センター
TEL （3842）5566

図書館のこどもしつから

●あかちゃんえほんタイム　時 4月14日㈮
午前11時　場 生涯学習センター　対 区内
在住の令和3年10月14日～4年10月13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 直接下記カウンタ
ーまたは電話で申込み　申込開始日 3月31

日㈮※申込みは保護者に限る。　問 中央図
書館 TEL （5246）5911
●あかちゃんえほんタイム　時 4月27日
㈭午前11時　対 区内在住の令和3年10月
27日～4年10月26日生まれの子供と保護
者　定 10組※参加は子供1人につき1回
まで　申 直接下記問合せ先または電話で
申込み　 申込開始日 3月27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 日本堤子ども家庭支援セン
ター TEL （5824）2535

あさがお講習会

●あさがおを知ろう・育てよう（大輪種子
プレゼント）
時 5月21日㈰午前10時　講 山村聡氏
●変化朝顔を育ててみよう
時 5月21日㈰午後1時30分　講 山村聡氏
費 500円
●大輪朝顔を咲かせてみよう
時（全2回）5月13日㈯、6月17日㈯午前10
時　講 雨間秀浩氏　費 500円
●入谷朝顔を仕立ててみよう
時（全2回）5月13日㈯、6月17日㈯午後1
時30分　講 半谷善之氏　費 500円　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場 区役所10階会議室　対 区内在住か在勤

（学）の方　定 各20人（抽選）　申 はがき
（1人1枚）に記入例1～5を書いて下記
問合せ先へ（電子申請可）　締 4月21日㈮

（必着）　問 〒110－8615　台東区役所
環境課 TEL （5246）1323

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。

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

あつまれ!
元気っこ体操

4月25日㈫ 
午前11時～11時45分

区内在住の1歳6か月～3歳
の子供

25組
(先着順)

3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

絵本と音楽を楽しむ
お話コンサート︎

4月25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

15組
(先着順)

3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

ぽかぽかフラダンス♪ 4月24日㈪
午前11時～11時45分 区内在住の3歳までの子供 8組

(先着順)
3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

（表1）狂犬病予防集合注射会場
日程 時間 場所

4月10日㈪

午後1時30分～
3時

雨天中止
 （振替なし）

防災広場「根岸の里」
（根岸3－12）

4月11日㈫ 柳北公園
（浅草橋5－1－35）

4月12日㈬ 富士公園
（浅草4－47－2）

4月13日㈭ 防災広場「初音の森」
（谷中5－5）

4月14日㈮ 石浜公園
（清川1－14－21）

4月15日㈯ 台東保健所
（東上野4－22－8）

（表2）協定動物病院
名称（所在地）電話番号 診療時間・休診日

あさくさばし動物病院 予約制
（浅草橋2－26－14）

TEL （5829）8829

月・火・水・木・金・土曜日午前9時～11
時30分、午後4時～6時30分、日曜日・
祝日午前9時～11時30分

入谷動物病院
（下谷2－24－1）

TEL （3876）1217

月・火・水・金・土曜日午前9時～正午、
午後4時～7時
日曜日・祝日午前9時～正午（木曜日休診）

佐野動物病院 予約制
（浅草4－40－7）

TEL （3876）9696

月曜日午前10時～午後1時、3時～6時
火・水・木・土・日曜日・祝日午前10時
～午後1時、3時30分～7時（金曜日休診）

シンシアペット︎クリニック 予約制
（花川戸２－３－１１）

TEL （３８４７）６０８３

月・火・木・金・土曜日午前10時～午後
1時、3時～6時

（水・日曜日・祝日休診）

すずきペット︎クリニック
（三筋1－9－4）

TEL （3865）1988

月・火・水・金・土曜日午前9時～正午、
午後4時～7時
木曜日午前9時～正午（日曜日･祝日休診）

相愛動物病院
（雷門1－15－11）

TEL （3845）0011

月・火・木・金・土・日曜日・祝日午前9
時～午後1時、3時～7時（水曜日休診）

ト︎リト︎ン動物病院
（寿2－8－4）

TEL （3844）9007

月曜日午前9時～11時30分　
火・水・金・土・日曜日・祝日午前9時～
11時30分、午後3時～6時30分（木曜
日休診）

まつもと動物病院 予約制
（竜泉3－23－7）

TEL （5603）2950

月・火・木・金曜日午前9時～午後0時
30分、4時30分～7時
水・土曜日午前9時～午後0時30分

（日曜日・祝日休診）

犬の狂犬病予防集合注射が始まります ―動物病院でも注射ができます―

　犬の飼い主には、狂犬病予防法により犬の登録と
狂犬病予防注射を受けさせること、鑑札（マイクロ
チップ）・注射済票を犬に装着することが義務付け
られています。4月中は、公園会場（表1）と同一
料金で協定動物病院（表2）でも注射できます。犬
の体調に不安がある場合は、できるだけ動物病院で
注射してください。
※協定動物病院以外の病院は、個別にお問合せくだ

さい。
　登録済みの犬には、問診票はがきを郵送します。
署名をして公園会場へお持ちください。まだ登録が
済んでいない犬は、事前に登録の手続きをしてから
公園会場にお越しください。公園会場で登録の手続
きはできません。
●公園会場での注意事項　①しっかりと犬を抑えら
れる方が連れてきてください。　②車での来場はご
遠慮ください。　③海外へ犬を連れて行く予定のあ
る場合は、公園では注射できません。動物病院で注
射してください。　④協定動物病院では5月以降も
注射できますが、料金は各病院の通常料金となりま
す。※動物病院では登録済みの犬は、はがきがない
と注射できません。また、注射を伴わない注射済票
の交付や、登録の手続きはできません。
・犬の体質や体調により、まれに注射による副反応

を示すことがあります。注射後の犬の様子をよ
く観察し、異常があれば獣医師に申し出てくだ
さい。

・当日午前5時の気象庁発表の天気予報（ TEL 03
－177）で、東京地方の午後の降水確率が40%
以上の場合、中止となります（振替は実施しま
せん）。

費 3,750円（注射料金3,200円・注射済票550円）
※おつりのないようにご用意く
ださい。※妊娠・病気等で注射
できない場合は、動物病院が発
行する「診断書」を保健所に提
出してください。
問 台東保健所生活衛生課
TEL （3847）9437
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広報「たいとう」の記事で、費用の掲載のないものは「無料」です。
【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。

ほっとスペース「虹」
（発達障害者のための連続講座）

自身の障害、特性の理解や、社会生活を行
っていくためのスキル習得のための連続講
座です。　時（全8回）5月31日～7月19日
の水曜日午後2時～4時15分　場 台東保
健所6階　対 区内在住で18～65歳未満の
発達障害の診断を受けている方か発達障害
の疑いのある方※詳しくは、下記へお問合
せください。　締 4月28日㈮　
申・問 台東保健所保健予防課
TEL （3847）9405

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」(予約制)

時 4月5日㈬午後2時～4時（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

清島温水プール 水泳教室

①第1期初心者水泳教室　初めてからクロ
ール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまでの
25ｍ完泳を目指した初心者向けのグルー
プレッスンです。　時（全6回）5月11日～
6月15日の木曜日午後2時～4時（1時間
レッスン後1時間自由遊泳）　対 区内在住

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

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　
時 4月16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）40店　費 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 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　土鍋、ベビーベッド、お琴、
エレクト︎ーン、座布団
ゆずってください　ブルーレイハードディ
スクプレーヤー、ハイチェアー
※上記の情報は3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

フレイル予防講演会～楽しく元
気に！みんなで取り組もう！フレ
イル予防～

フレイル予防のポイン
ト︎や、フレイルサポー
ター（フレイル予防普
及啓発ボランティア）
の活動について分かり
やすくお伝えします。 
時 5月30日㈫午後1時
30分～3時30分　場 台東区民会館
対 区内在住か在勤の方　定 150人（抽選）
講 飯島勝矢氏（東京大学高齢社会総合研
究機構機構長）　締 5月19日㈮　
申・問 介護予防・地域支援課
TEL（5246）1295 FAX（5246）1179

【池波正太郎生誕100年記念】
「雲霧仁左衛門」劇画展

漫画家・崗田屋愉一氏
の描いた「雲霧仁左衛門

（原作 池波正太郎）」の
劇画展です。
時 4月3日㈪～9日㈰午
前10時～午後6時（3日は午後2時から、
9日は4時まで）　場 浅草公会堂　
問 中央図書館池波正太郎記念文庫
TEL（5246）5915

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
成年後見制度無料相談会

（事前予約）

制度の利用方法等を司法書士に相談してい

ただきます。　時 4月22日㈯午前9時30分
～午後4時30分（1組60分程度）　対 区内
在住か在勤（学）の方　定 8組（先着順）
締 4月13日㈭　
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

産業研修センターの催し

●ファッション・マーケティング講座
2023−24年秋冬ニューヨークファッシ
ョントレンドとニューヨーク・ヨーロッパ
のグッズトレンド速報　時 4月12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 布矢千春氏

（ファッションジャーナリスト︎、ドレスメ
ーカー学院院長）、鈴木雅子氏（ファッシ
ョングッズディレクター）　費 1,000円

（別途資料代300円程度）　申 記入例1～
4、在勤（学）の方は6～8をはがきかファ
クスまたはメール（kensyuusenta@jcom.
home.ne.jp）で下記問合せ先へ　締 4月
5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

山谷堀公園で「うんどう教室」
を実施します

公園の健康遊具を使って足腰を鍛えるう
んどう教室です。運動が苦手な方も大歓
迎です。青空のもとで運動し、地域の仲
間と体力をつけてみませんか。 時 4月5
日・19日、5月10日・24日、6月7日・
21日の水曜日※7月以降の日程は、下記
へお問合せください。 時 午後2時～3時
場 山谷堀公園（東浅草1－4山谷堀公園橋
～紙洗橋）※雨天時は台東リバーサイドス
ポーツセンター　対 区内在住のおおむね
65歳以上の方　持 運動できる服装、飲み
物　申 当日直接会場へ　問 介護予防・地
域支援課 TEL （5246）1295

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 ①4月19日㈬　②25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　　
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

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）
②第1期ウォーターエクササイズ　水中版
エアロビクス。水の特性を使ってさまざま
な動きを楽しみます。全身をシェイプアッ
プしたい方へおすすめです。　時（全6回）5
月12日～6月16日の金曜日午前11時30
分～午後1時30分（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 90人（抽選）　
費 500円（保険料・利用料含む）
③第2期幼児水泳教室　未就学児を対象に
した、水慣れからクロールまでのレベル別
グループレッスンです。　時（全6回）5月20
日～6月24日の土曜日 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歳までの未就学児　定 各32人（抽選）
費 8,000円（保険料・利用料含む）

◆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
②は往復はがき（1人1枚）に記入例1～
4・泳力レベル（①のみ）を書いて下記問
合せ先へ　③は清島温水プールHPから申
込み　 締（必着）①②4月17日㈪　③4月
25日㈫午後9時※往復はがき返信後に来
館手続きがあります。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

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
3～4月出店自治体をご紹介します！3～4月出店自治体をご紹介します！

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。
場 台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）　
時 午前10時～午後7時（水曜日定休）

※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
発信します。ぜひご覧ください。(IDはすべてtaitoshop2017)

▲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

3月30日㈭～4月18日㈫ オースト︎リア政府観光局
 4月20日㈭～25日㈫ 鹿児島県鹿児島市

問合せ ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

ふるさと交流ショップ 台東とは

▲過去のショップの様子
（オースト︎リア政府観光局）

障害者を対象とした教室・サークル
申 記入例 1 （サークル名）・ 3 4 を電話かファクスで右記問合せ先へ　問 松が谷福祉会館 TEL （3842）2672　 FAX（3842）2674
サークル名 音楽教室 体操教室 さをり織教室 ブロックおりがみサークル 絵画教室 パソコン体験 自主リハ（脳ト︎レ）サークル

日時
第1または第4土曜日
(4月を除く、全11回)

午前10時～正午

第2・4火曜日
(4月を除く、全20回)
午前10時～11時30分

水曜日（月2回程度）
(4月を除く、全20回)
午前9時30分～11時30分

第1・3水曜日
午後1時～3時

第1・3木曜日
(4月を除く、全20回)
午後1時30分～3時30分

要相談 土曜日（不定期）
午後1時～3時30分

場所 松が谷福祉会館5階 松が谷福祉会館6階 松が谷福祉会館5階 松が谷福祉会館3階

対象 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 区内在住で身体障害者
手帳をお持ちの方

費用 無料 実費（糸等材料費） 実費（おりがみ等材料費） 実費（画材等材料費） 無料
募集人数 6人 6人 1人 6人 2人 8人 4人


