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第 1181 号
ります。 日時 6月1日㈭午後1時～4時

など
「下町七夕まつり」
参加者募集中
●あなたの創った七夕飾りが夏の夜空を彩
ります「手作り七夕コンクール」 期間 7
月6日㈭～10日㈪ 場所 かっぱ橋本通り
（昭和通り～国際通り） 賞 金賞1点（賞
金3万円）
、銀賞2点（賞金2万円）
、銅賞3
点（賞金1万円）
、入選※個人のほか、団
体での参加可

場所・問合せ 台東

（ふりがな）
・年代・電話番号、在勤の方は

対象 区内在住か在勤・在学の方

区社会福祉協議会台東ボランティア・地域

勤務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

相談員 根岸順一氏（人権擁護委員）

活動サポートセンター☎（3847）7065

申込締切日 6月13日㈫（必着）

場所・問合せ くらしの相談課区民相談室

FAX （3847）0190

場所・問合せ 〒111−0023

（区役所1階）☎（5246）1025

申込締切日 6月9日㈮

作品搬入日時 7月6日㈭午前10時（必着）
申込み・問合せ 下町七夕まつり実行委員

鼓童「若い夏」
（台東区後援事業）
のチケットを販売しています
日程 7月6日㈭～9日㈰ 入場料 7,000円
（全席指定） 前売券 下記問合せ先で販売
場所・問合せ 浅草公会堂

☎（3844）7491

申込締切日 7月3日㈪

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

制度の利用方法や後見人業務などについ

無料建築相談室

て、司法書士が相談に応じます。 日時 6

耐震診断・家の建替えやリフォーム・建物

月10日㈯午前9時30分～午後4時（1組

の共同化など、建築に関する相談に月1回、

90分程度） 対象 区内在住か在勤・在学

実務経験豊かな建築士が応じます。

の方

日時 6月8日㈭、7月6日㈭午後1時～4時

定員 10組（要予約） 申込締切日 6
場所・申込み・問合せ 台東区社

会福祉協議会あんしん台東

筋力・バランス感覚・ゲーム・パズル・文

1−36−2 産業研修センター
☎（3872）6780

成年後見制度無料相談会

月1日㈭

介護予防教室

台東区橋場

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

☎（5828）7507

マンション管理セミナー・グル
ープ相談会

会 植松☎（3844）1220

学などの脳の活性化や口の健康など、多彩

●「七夕フリーマーケット」出店者募集

な分野の教室です。

日時 7月9日㈰午前10時～午後3時（雨天
中止） 場所 住友不動産上野ビル6号館前

表のとおり 期間 7～9月（各全10回）

障害のある方が、手織りで作った製品を展

日時 6月24日㈯午後1時30分～3時（セミ

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

示・販売します。 日時 6月13日㈫～16

ナー）
、3時10分～4時30分（グループ相

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

日㈮午前9時30分～午後4時30分（最終

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

日は3時30分まで） 場所 区役所1階ロビ

談会） 場所 区役所10階1001・1002会
議室 対象 区内のマンション所有者

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

ー 問合せ つばさ福祉工房

テーマ 新任理事の心構えと運営のコツ～防

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

☎（3842）2838

先へ

配布する申込用紙に記入し提出

災、民泊、高齢化、規約改正等にどう取り
組むか～ 講師 廣田信子氏（マンションコ

（東上野5−24−8） 対象 区内在住の方
出店数（予定）40店（抽選）
出店料 1,000円

申込方法 往復はがきに

申込締切日 6月7日㈬（必着）

申込み・問合せ 〒111−0035

台東区西

申込締切日 6月16日㈮

教室名（内容）等 下

問合せ 老人福祉セ

浅草3−6−8 下町七夕まつり実行委員

ンター☎（3833）6541

会 田中☎090（2144）3042

FAX （3839）5159

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ ときめきたいとうフェスタ事務局

（都市交流課内）☎（5246）1264

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」
日程・実演者（業種） 6月3日㈯・4日㈰大

渕浩吉（江戸指物）
、10日㈯・11日㈰山
田記央（江戸手描提灯〈ちょうちん〉
）
、
17日㈯・18日㈰坂井智雄（看板彫刻）
、
24日㈯・25日㈰藤本義和（型絵染）
実演時間 午前11時～午後5時
場所 江戸下町伝統工芸館
問合せ 産業振興課☎（5246）1131

江戸下町伝統工芸館☎（3842）1990

特設「人権身の上相談」

教室名（内容） 曜日

時間

場所
入谷老
人福祉
面白脳トレ（ゲー
午前10時～ 館
ム、 文 学 な ど を 水
11時30分 三筋老
通じて脳トレ）
人福祉
館
セラバンドで筋
力アップトレーニ
橋場老
午前10時～
ング教室（筋力や 火
人福祉
11時30分
バランス感覚を整
館
える体操）
お口元気度アップ
老人福
午前10時～
（口の健康度チェ 木
祉セン
11時30分
ック・体操）
ター

社会課題解決に組織を導くファ
ンドレイジング基礎講座
日程（内容） 7月10日㈪（基礎）
、11日㈫

（実践） 時間 午後3時～5時 対象 区内に
住所があるか区内で活動している非営利団

つばさ福祉工房「さをり展」

来食サービス（いきいきランチ）

ミュニティ研究会代表） グループ相談会 A

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設

マンションの日常生活上のトラブル B管

の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと
れた食事を提供します。 日時 月～金曜日

理組合運営（総会・理事会）
・管理業務（管

（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時

理会社との関係） C日常の維持管理・大
規模修繕・劣化診断（建物調査）

場所 三ノ輪福祉センター2階レストラン

申込方法 住所・氏名・電話番号・各参加人

対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

数（セミナー・相談会）
、グループ相談会

定員 20人（先着順） 費用 550円

に参加する方は希望グループ名（A～C）

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用紙

を電話かファックスで下記問合せ先へ（電

に記入し提出

子申請可） 問合せ 住宅課

必要な物 本人確認できる物

（健康保険証等） 問合せ みのわ高齢者在宅

☎（5246）1468

FAX （5246）1359

サービスセンター☎（5603）2245

教科書展示会

6月の
「くらしに役立つ講座」

今年度は、小学校用「特別の教科 道徳」

●NO!トラブル 賃貸住宅 契約時・入居

採択の年のため、
特別展示会を開催します。

中・退去時のトラブルを避ける方法を学び

期間 6月3日㈯～15日㈭（特別展示会）
、6

ます。 日時 6月23日㈮午後2時～3時

月16日㈮～7月3日㈪（法定展示会）

場所 区役所10階1003会議室

時間 午前9時～午後5時

場所 生涯学習セ

体 定員 各30人（先着順） 講師 久津摩和

講師 台東区消費生活相談員

ンター6階学校教育情報室内教科書セン

6月1日は、人権擁護委員の日です。全国

弘氏（
〈一社〉日本地域福祉ファンドレイジ

●住宅のリフォームとメンテナンス～快

ター

で一斉に人権擁護委員による人権相談が

ングネットワークCOMMNET理事長）

適・安全な生活のために～ マイホームに

㈯

行われます。日常生活で、人権に関する

申込方法 希望日時・団体名・参加者全員の

長く・快適に・安全に住むために、必要な

悩み事や困りごとがありましたら、気軽

氏名・電話番号を電話かファックスまたは

リフォームやメンテナンスについて学びま

にご相談ください。個人の秘密は固く守

電子メールで右記問合せ先へ

す。 日時 6月24日㈯午後2時～4時

都内でも数少ない野外ジャ

場所 生涯学習センター3階301研修室

ズイベントです。今年は台

台東区発足70周年記念事業

台東区姉妹友好都市
日本酒・うまいもの＆ものづくりフェア
姉妹友好都市の日本酒を中心に、特産品や

るトークショー・日本酒セミナー（9日

区の工芸品・土産品を集め、台東区と姉妹

㈮午後1時30分 ほか5回）

友好都市をPRします。
▷日時 6月9日㈮～15日㈭午前10時～
午後8時（最終日は6時まで）
▷場所 松坂屋上野店本館6階催事場（上

・台東区と姉妹友好都市のキャラクター
ショー（10日㈯・11日㈰午後1時～1
時30分）
・たいとう観光大使の東貴博氏（13日㈫
午後2時）
、アニマル浜口氏・浜口京子

野3−29−5）
▷内容

氏（14日㈬午後2時 ）によるトーク

・姉妹友好都市の日本酒・特産品の販売

ショー

・台東区の工芸品・土産品の販売
・オープニングイベント 地酒の鏡割りと
振舞い酒（9日㈮午前10時）
・日本酒イベント ミス日本酒と蔵元によ

※詳しくは、区ホームページをご覧になる
か、下記へお問合せください。
問合せ 都市交流課☎（5246）1016

▲東貴博氏

▲アニマル浜口氏

▲浜口京子氏

問合せ 教育支援館☎（5246）5924

UENO JAZZ INN '17

講師 赤羽嗣久氏（㈱住宅・リフォーム情報

東区発足70周年および、

研究所所長）

ジャズ誕生100周年の記念

●住まいのあかりのお話 「省エネ」のた

すべき年で、現在活躍中の

めの明かりの選び方・点検・手入れ、高齢
者にやさしい明かりのポイントなどを学び

実力派ミュージシャン達が ▲守屋純子
上野の夏を熱く盛り上げま

ます。 日時 6月30日㈮午後2時～3時30

す。 日時 8月5日㈯午後3

分 場所 生涯学習センター3階301研修室

時開場、3時30分開演

講師 パナソニック㈱エコソリューション

場所 水上音楽堂（不忍池畔）

ズ社

出演 守屋純子オーケストラ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 各

（ゲスト・北村英治〈CI〉
）
、 ▲北村英治
渡辺真知子with Special

50人（先着順） 申込方法 講座名・住所・

Egg、UENO LADY'S JA

氏名・年齢・電話番号・ファックス番号、

M、浅草ジャズコンテスト

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

グランプリグループ

地を電話かファックスで下記問合せ先へ

入場券（全席自由）

（電子申請可） 問合せ くらしの相談課消
費者担当☎（5246）1144

前 売3,000円、当日3,500 ▲渡辺真知子
円※当日券のみ学生証の提示で割引あり

FAX （5246）1139

前売券 チケットぴあ（☎0570−02−9999

第2回CAD入門講座

▲2016ミス日本酒・
田中沙百合氏（ＭＣ）

休館日 日曜日、6月10日㈯・24日

・Pコード326−169）
、東京文化会館（☎
5685−0650）
、下町風俗資料館、浅草公

日時 7月4日㈫・5日㈬（全2回）午後6時

会堂、区役所9階④番文化振興課、下記財

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で

団事務局で販売

全日程受講できる方 定員 4人（抽選）

※東京文化会館は6月1日㈭から

講師 清水直人氏

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

費用 3,000円（2回分）

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

販売開始日 5月31日㈬

☎（5828）7591

【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。
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日程 10月7日㈯・8日㈰

定員 各15組（抽選） 費用 3,750円

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

（3回分・保険料含む）※レッスン前後の利

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ルショップ☎（3866）8361

者

第18回谷中まつり
出演団体募集

用は延長料金が必要
対象 合唱・踊り

・演奏等の活動を、主に谷中地区で行って
いて、区内在住か在勤・在学の方で構成さ

第 1181 号 （6）

申込締切日 6月27

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

日㈫（必着）

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

③夏休み子供短期水泳教室 日程 7月25
日㈫・26日㈬・27日㈭（全3回） 時間 A

パネルに掲示しています。
ゆずります ランドセル、三輪車、電気

<6月>

クラスは午前9時～10時、Bクラスは午前

ポット

10・11日

鳥越祭（鳥越神社）

月上旬に開催予定の実行委員会で決定後、

10時～11時

対象 Aクラスは小学1～2年

ゆずってください 紙パック式掃除機、子

24・25日

お富士さんの植木市（浅間神

通知

れている団体 定員 若干数

出演の決定 7

生、Bクラスは小学3年生以上の方 定員 各

供用自転車（22インチ）
、チャイルドシー

社周辺）

申込締切日 6月8日

30人（抽選） 費用 3,750円（3回分・保

ト付自転車

30日

㈭ 問合せ 谷中まつり実行委員会事務局

険料含む）※レッスン前後の利用は延長料

※上記の情報は5月1日現在の内容です。

須賀神社・小野照崎神社・矢先稲荷神社ほ

金が必要

詳しくは、右記へお問合せください。

か）

申込方法 申込書（下記問合せ先で

配布）に記入し提出

（西部区民事務所谷中分室内）
☎（3828）9291

申込締切日 7月6日㈭（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

工作教室
「革でつくるペンケース」

申込方法 往復はがきに教室名（①～③）
・

希望クラス（AかB）
・住所・氏名・年齢・

日時 6月25日㈰午後1時30分～3時30分

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

先へ※往復はがき返信後、指定日までに下

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

記問合せ先で申込み・チケット購入

年生※保護者同伴 定員 20人（抽選）

場所・問合せ 〒110−0015

台東区東上

費用 500円（材料費・保険料） 申込方法

野6−16−8 清島温水プール

往復はがきに「6月工作教室」希望・住所

☎（3842）5353

・氏名（ふりがな）
・電話番号、在学（園）
の方は学校（園）名・学年を書いて下記問
合せ先へ

区民体育祭

申込締切日 6月12日㈪（必着）

問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

日程

弓道

フェンシング

6月25日㈰

8月6日㈰

生涯学習課「工作教室」担当

場所 台東リバーサイドスポーツセンター

☎（5246）5815

申込 台 東区弓道 協 会 台東区フェンシン
方法 へ申込み
グ協会へ申込み

区民環境調査「隅田川をきれい
にしながら川を観察しよう！」
桜橋から浜町公園までの隅田川テラスを歩
き、清掃と水辺に生息する生き物の観察や

6月1日 ㈭ ～ 7月
申込 6月1日 ㈭ ～25日
15日 ㈯ 午 後5時
期間 ㈰午後1時
（必着）
費用

無料

2,000円

対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しく

水質調査を行います。
清掃は市民団体の
「隅

は、区ホームページまたは下記問合せ先で

田川クリーン大作戦」と合同で行います。

配布する大会要項をご覧ください。

日時 6月17日㈯午前9時～正午

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

場所 桜橋

集合～浜町公園（中央区日本橋）解散

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～

対象 区内在住か在勤・在学の小学4年生以
上で、4キロメートル程度歩ける方 定員

午後5時）☎（5246）5853

30人（先着順） 申込方法 催し名・参加者

リサイクル

全員の住所・氏名・年齢・電話番号をはが

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

きかファックスで下記問合せ先へ

日時 6月18日㈰午前10時～午後2時

申込締切日 6月9日㈮（必着） 問合せ 〒

場所 環境ふれあい館ひまわり7階

問合せ

110−8615 台東区役所環境課

環境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

☎（5246）1283

☎（3866）8050

FAX （5246）1159

環境漫才・環境漫談出張します

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6
月18日㈰ ②25日㈰

時間 ①午前10時

環境やごみ減量・リサイクルなどを題材に、

～午後4時 ②午前9時～午後5時

プロの漫才師・漫談家があなたの町や会社

花川戸公園※車での来場不可、天候により

に出張します。 期間 6月～30年2月（月

中止の場合あり

曜日を除く） 場所 台東区内 対象 区内の

②20店

企業・団体

した区内在住の方は1,500円） ②1,500

定員 5団体（先着順） 講師

場所

出店数（予定）①40店

出店料 ①2,000円（事前支払い

林家ライス・カレー子（環境漫才）
、
宮田陽・

円

昇（環境漫才）
、林家まる子（環境漫談）

の会（土・日曜日・祝日を除く午前10時

のいずれか

～午後4時）☎（3412）6857

申込方法 団体名・代表者の

申込み・問合せ ①リサイクル推進友

氏名・電話番号・希望日時（第3希望まで、

②里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝

希望に沿えない場合あり）
・希望講師・実

日を除く午前10時～午後7時）

施場所の名称・住所を電話かファックスま

☎090（3068）3534

たは直接下記問合せ先へ 問合せ 環境ふ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

れあい館ひまわり☎（3866）8098

☎（5246）1291

FAX （3866）8099

催し名

①障害者水泳教室 日程 7月7日㈮・14日
㈮・21日㈮（全3回） 時間 Aクラスは午
後4時15分～5時15分、Bクラスは午後5
時30分～6時30分 対象 心身に障害があ
る小学生以上で、排泄の意思表示ができ、
着替えが1人でできるか介助者を同伴でき
定員 各5組（抽選） 申込締切日 6

月20日㈫（必着）
②親子で幼児水泳教室 日程 7月16日㈰・
23日㈰・30日㈰（全3回） 時間 Aクラス
は午前9時～10時、Bクラスは午前10時
～11時

新常識！高齢期を元気に過ごすための食生活「低栄
養にご注意を」問合せ 介護予防・地域支援課介護予防担当☎（5246）1295
高齢期は栄養状態が悪く、痩せている人の
方が、寿命や認知機能に悪影響を及ぼすと
言われています。
●次の項目に思い当たる方は、ご注意くだ
さい
①料理が面倒
②入れ歯が合わない、しっかり噛めない
③毎日同じような物ばかり食べている
④食費を減らしている
⑤洋服がゆるくなった
●低栄養になるとどうなるの？
筋肉が落ちて、身体活動がスムーズに行え

なくなり、転倒して骨折等をする恐れがあ
ります。また、体が動かしにくいと運動量
が少なくなるため食欲が湧かず、ますます
栄養が足りなくなるという悪循環に陥って
しまうことがあります。
●低栄養予防のためにできること
①1日3食食べる
②主食とおかずをバランス良く食べる
③たんぱく質（卵・肉・魚・豆類など）を
積極的にとる
④楽しく食べる
⑤体重を定期的にチェックする

健康ミニ講座

「ふれあい介護予防教室」の中で、管理栄養士による「健康ミニ講座」を開催し、低栄養
を予防するコツを紹介します。 対象 区内在住の65歳以上の方
日時
場所
6月9日㈮午後1時30分～3時
特別養護老人ホーム浅草※要上履き
6月14日㈬午後1時30分～3時
台東一丁目区民館
6月15日㈭午後1時30分～3時
環境ふれあい館ひまわり
7月21日㈮午後1時30分～3時
谷中区民館
7月28日㈮午後1時30分～3時
福祉プラザ台東清峰会
8月21日㈪午後1時30分～3時
根岸社会教育館
30年2月13日㈫午後2時～3時30分
ケアハウス松が谷
※前半は、1時間程度の座ってできる筋力アップ体操を行います。※当日直接会場へ

朝鮮通信使に関する記録について、ユネスコ「世界の記
憶」への登録を目指しています
。台東区
・
「世界の記憶」
（ユネスコ記憶遺産）とは （※現在公開はされていません）
世界の重要な記録遺産（手書き原稿、書 は、28年2月に「世界の記憶」の日本側
籍、新聞、ポスター、図画、地図、音楽、 の申請団体である「NPO法人 朝鮮通信使
縁地連絡協議会」に加盟しています。
写真・映画等）の保護と振興を目的に、平
成4年に開始されたユネスコ（※）の事業 ・朝鮮国書
です。
（※）教育・科学および文化などの活動を
通じて、世界平和を実現するために
作られた国際機関。
・朝鮮通信使とは 室町時代から江戸時代
にかけて朝鮮王朝が日本に派遣した外交使 ▲1643年 東京国立博物館所蔵
朝鮮通信使から江戸幕府が受け取った朝鮮
節団で、日韓の平和構築と文化交流の歴史
朝鮮国王の書契
（書
として、貴重な記録が残っています。
「世 国王名義の国書であり、
簡）と別幅（礼物目録）からなります。こ
界の記憶」への登録を目指して、28年3月
に日韓の団体が共同で申請を行い、29年 の国書は、将軍徳川家光が1643年の朝鮮
通信使から接受したものです。国書の授受
秋に登録の可否が決定される予定です。
・台東区との関係 台東区にある東本願寺 は国家間外交の象徴的な行為であり、朝鮮
通信使を介した日朝外交の展開を伝えるう
は、朝鮮通信使が江戸を訪れた際の宿所と
えで重要な史料となっています。
して利用されました。また、東京国立博物
問合せ 都市交流課☎（5246）1193
館には関連する資料が所蔵されています

子ども家庭支援センターの催し

清島温水プール水泳教室

る方

茅の輪くぐり（鳥越神社・榊神社・

対象 3歳以上の未就学児と保護

日時

対象（保護者同伴）

定員
申込開始日
（先着順）

スタイルアップチアダ 6月16日㈮
区内在住の1歳7か月～3歳の
ンス
午前10時45分～11時30分 子供
6月19日㈪
親子でふれ愛ハグサイ
①午前10時15分～11時
ズ
②11時15分～正午

20組

日本堤子ども家庭支援セン
5月27日
ター「にこにこひろば」
区内在住の①首がすわった～
㈯
☎（5824）2535
よちよち歩き ②しっかり歩 各20組
行～3歳の子供

パパと一緒に楽しい音 6月17日㈯
午前10時45分～11時30分 区内在住の9か月～3歳の子供
楽遊び
打楽器レボリューショ 6月23日㈮
午前10時45分～11時30分 区内在住の0～3歳の子供
ン
デュオなーぷのミュー 6月27日㈫
区内在住の0～3歳の子供
午前10時30分～11時15分
ジックワールド
発達を促す運動遊び

場所・申込み・問合せ

6月30日㈮
午前10時30分～11時15分 区内在住の7～11か月の子供

25組

台東子ども家庭支援センタ
5月27日
ー「わくわくひろば」
㈯
☎（3834）4577
100組
30組
20組

寿子ども家庭支援センター
5月27日
「のびのびひろば」
㈯
☎（3841）4631

広報「たいとう」の「催しもの」「健康」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

