広報

（7） 平成29（2017）年 8月5日

第 1186 号
場所 生涯学習センター301研修室

など
第21回柳北おどり
（浅草橋地区）

定員 80

人（先着順） 講師 三浦敏明氏（㈱三英会
長）
、三浦慎氏（㈱三英代表取締役社長）
申込方法 申込書（下記問合せ先へ請求）に

台東区で生活している外国人と
交流してみませんか
区内の外国人と一緒に、割り箸袋を使った

記入しファックスで下記問合せ先へ

箸置き作りや折り紙などをしながら、会話

日時 8月25日㈮・26日㈯午後6時30分～

問合せ 台東区産業振興事業団経営支援課

を楽しみませんか。語学能力は問いません。

9時、26日㈯午後6時（ちびっこタイム）

☎（5829）4124 FAX （5829）4127

お知り合いの外国人との参加も歓迎です。

場所 柳北スポーツプラザ※事前練習8月

18日㈮午後7時～9時、室内履きを持参

第39回寿作品展示会作品募集

日時 9月2日㈯午後2時～4時

場所 生涯学

習センター303会議室 対象 区内在住か在

問合せ 浅草橋地区センター

地域で暮らす高齢者の手作り作品の展示会

勤・在学の方 定員 20人（先着順） 講師

☎（3851）4500

です。

石井敏子氏（行燈旅館館主） 申込方法 住

第18回上野不忍華舞台
日時 9月30日㈯昼の部は午後0時30分、
夜の部は午後5時開演（雨天決行） 場所

上野公園水上音楽堂

出演 浅野祥（津軽

三味線）
、平野啓子（語り部・かたりすと）
、
ノブ＆フッキ―（ものまね）
、花園直道（日
舞）
、和太鼓グループ-sai-（和太鼓）
入場料 3,000円（全席指定） 前売券 8月

26日㈯午前9時～午後4時に水上音楽堂前

募集作品 手芸・小物細工・絵画・

写真・俳句・書道等（サイズ規定あり）

所・氏名（ふりがな）
・電話番号、在勤（学）

展示日時 10月18日㈬・19日㈭午前9時30

の方は勤務先（学校）名を電話かはがきで

分～午後4時 場所 区役所10階会議室

下記問合せ先へ（区ホームページから申込

対象 区内在住の60歳以上で老人クラブの

可） 申込締切日 8月25日㈮（消印有効）

会員でない方

申込方法 下記問合せ先で

配布する申込用紙に記入し提出

問合せ 〒110－8615

日時 10月12日㈭・12月14日㈭午後1時30

分〜2時
●トーク・イベント「定点写真でみる文京
と台東」 日時 11月3日㈷午後2時〜4時
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911

フラワーアレンジメント教室
こけ

「苔玉づくり」

台東区役所区民課

協働・多文化共生係☎（5246）1126

申込締切日 8月25日㈮（必着） 問合せ 健

康課（区役所3階④番）☎（5246）1214

シルバー人材センターの催し

図書館のこども室から
●石浜図書館こうさく会「しおりをつく

日時 8月23日㈬午前10時～正午

ろう！」 日時 8月16日㈬午前10時～11

内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度

対象 区

特設テント、8月29日㈫以降は上野観光連

●パソコン講座①「インターネットを活用

時30分、午後2時30分～4時※入退室自由

程度）をお持ちの方 定員 10人（先着順）

盟事務所（上野2－1－3 88ビル9階）で

しよう」 ②「LINEでできること」

対象 幼児～高校生※未就学児は保護者同

講師 中川氏（フローリストモア） 費用

伴※参加は1人1回まで

800円（材料費） 申込方法 教室名・氏名・

販売 問合せ 上野観光連盟

日時（全3回）①9月4日㈪・7日㈭・11日㈪

☎（3833）0030
台東区観光課☎（5246）1447

～豊かな生き方働き方～いきい
きと働くためのMyコミュニケー
ション
働きたい・働き続けたい職場を目指し、人

②9月8日㈮・12日㈫・19日㈫午前10時～
正午 定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円

浜図書館☎（3876）0854

電話番号を電話かファックスで下記問合せ

●根岸図書館こうさくあそび「キャンド

先へ

（3回分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）

ルでペンギンをつくろう」

ター（松が谷福祉会館内）

電話番号を書いて下記問合せ先へ

FAX （3842）2674

リハビリボランティア養成講座

●パソコン「無料よろず相談会」
日時 9月5日㈫・15日㈮午前10時～11時、
11時～正午 定員 各5人（抽選）

ンのポイントを学びます。 日時 9月2日

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

㈯午後1時30分～4時30分
10階会議室 定員 50人（先着順）

車椅子や歩行の介助等、脳卒中等中途障害
者の機能訓練や社会参加行事の手助けの仕
方を学びます。 日時 ①8月9日㈬午前10

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

日時 8月23日㈬午前10時～11時、午後3

時～正午 ②29日㈫午前9時30分～11時

相談内容を書いて下記問合せ先へ

時～4時※各10分前から入場開始

30分

場所 根岸社会教育館

る18歳以上の方 定員 各25人（先着順）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

講師 林恭弘氏（ビジネス心理カウンセラ

ー） 申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・

場所・問合せ 障害者自立支援セン

☎（3842）2672

に催し名（①か②）
・住所・氏名・年齢・

との心地よい関わり方やコミュニケーショ
場所 区役所

場所・問合せ 石

対象 幼児～中学生

対象 ボランティア活動に関心のあ

対象 区内在住の原則60歳以上の方

定員 各20人（先着順）※8月9日㈬から根

テーマ ①ボランティア活動の心得など、障

電話番号・就業状況を電話かファックスで

申込締切日 8月22日㈫（必着）※募集数に

岸図書館カウンターでチケットを配布

下記問合せ先へ（区ホームページから申込

達しない場合、8月23日㈬以降に電話で受

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

害者の生活について ほか ②フラワーア
レンジメント教室の見学 講師 ①社会福祉

可）※雇用保険受給中の方は受給資格者証

付

●こわーいおはなし会

協議会職員、永島優子氏（障害当事者）
、

を持参 問合せ 産業振興課

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

☎（5246）1152

ター☎（3864）3338

FAX （5246）1139

友好都市南会津町から
「東武新型特急リバティ会津で
行く南会津そばの花ウオークと
会津のフルーツ狩りツアー」
（1泊2日）

場所・問合せ 〒111－0056

台東区

交通安全区民のつどい
日時 9月8日㈮午後1時15分～3時15分
場所 浅草公会堂

内容 第1部式典、第2部

自転車交通安全教室（スケアード・ストレ

16,500円（1泊4食・交通費含む、大人・
子供同額）※1人での申込みの場合は相部
屋※詳しくは、区ホームページまたは区役
所1階、区民事務所・同分室等で配布する
チラシをご覧ください。
月18日㈮午後5時

申込締切日時 8

申込み・問合せ みなみ

やま観光㈱☎0120－915221
問合せ 南会津町商工観光課

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「わくわく★夏のエコスクー
ル2017特別プログラム」
験や特別ぬりえ等の特別プログラムを実施

しく育てるコツをお話しします。
日程（全4回）
テーマ
「妊娠、出産、育児の違い今・
9月1日㈮
昔」
「はじめてのおもちゃ選び」
「母乳育児、卒乳、離乳食」
「体
10月6日㈮
験してみよう！タッチケア」
「赤ちゃんの発達・発達のめや
すと注意したい事故予防」
「事
11月10日㈮
故予防対策のアイデアあれこ
れ」
「ママと赤ちゃんのための災
12月1日㈮ 害への備え」
「はじめての絵
本選び」

月24日㈰午前9時30分～午後4時30分
（実

場所・問合せ 環境ふ

習） 場所 区役所ほか 対象 次のいずれか

☎（3866）2011

に該当し、
全日程受講可能な方 ①修了後、

健康セミナー
「美・ウオーキング」
「美・ウオーキング」は筋力に頼らずバラ
ンスを重視する走行法です。
27日㈬午後6時30分～8時

日時 9月

申込開始日時 8月7日㈪午前10時

希望 ②すでに従事していて技術向上を目
指す 定員 15人程度（抽選） 費用 4,000
円程度（テキスト代、
実習の交通費等含む）
申込方法 申込書に記入し、返信はがきを添

サービスセンター会員とその家族、区内在

えて郵送か持参※詳しくは受講案内（下記

住か在勤の方

問合せ先で配布）か、区ホームページをご

定員 30人（抽選） 費用

1,000円（会員とその家族は500円）

覧ください。

申込締切日 9月8日㈮（必

申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住所

着） 問合せ 障害福祉課（区役所2階⑩番）

・氏名・年齢・電話番号、在勤の方は勤務

☎（5246）1058

先名、会員の方は会員番号を書いて下記問
合せ先へ

申込締切日 8月18日㈮（必着）

勤労者サービスセンター☎（5829）4123

申込み

区内の事業所でガイドヘルパーとして従事

対象 勤労者

月以降生まれの子供の保護者・祖父母、妊

リオオリンピックや国際大会で採用された

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修

期間 8月31日㈭まで

台東区都市交流課☎（5246）1016

申込方法 日本助産師会ホームページから

FAX （3842）2674

れあい館ひまわり環境学習室

2－9－18 （公財)台東区産業振興事業団

の方優先） 費用 500円（4回分）

場所・問合せ 障害者自立支援センター（松

が谷福祉会館内）☎（3842）2672

日時 9月23日㈷午後1時～6時（講義）
、9

時間 午後1時30分～3時30分 場所 生涯
学習センター4階和室さくら 対象 29年5

婦 定員 15組（先着順・区内在住か在勤

申込方法 講座名・氏名・電話番号を電話か

しています。ぜひ、お越しください。

☎0241（62）6200

世界が驚く卓球台を生んだ実践
経営学

錦織美之（松が谷福祉会館）
ファックスで下記問合せ先へ

氏） 申込方法 町会交通部長を通じて各交
通安全協会へ 問合せ 交通対策課

助産師と孫育ての専門家が、子供や孫を楽
定員 60人（先着

場所・問合せ 中央図書館谷中分

環境学習室では夏休みの期間中、打ち水体

楽しい子育て・孫育て講座

順） 費用 1室2人以上の利用で1人あたり

保護者

室☎（3824）4041

イト）
、第3部ミニコンサート（水木一郎

☎（5246）1288

日程 9月2日㈯～3日㈰

日時 8月23日㈬
午後4時～5時 対象 小学生以下の子供と

場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

企画展「台東区発足70周年記
念 定点写真と台東区の風景～
名所の記憶をさぐる～」

地域のチカラ講座
「私らしさ発見 人生を豊かに
する自分史のススメ」
い

自分史の意義や思い出の活かし方など、
自分史作りの基礎知識を楽しく学ぶ講座
です。

日時 9月9日㈯・16日㈯（全2回）

午前10時～正午 定員 30人（先着順）
講師 桑島まさき氏

持ち物 思い出の写真5

卓球台を製作している㈱三英の事業承継・

問合せ （公社）日本助産師会

期間 9月22日㈮～12月20日㈬

枚程度（データ可） 申込方法 氏名・電話

商品開発・海外展開等について学びます。

☎（3866）3054

●専門員によるスライド・トーク 展示内

番号、託児（1歳以上の未就学児）希望の

日時 9月21日㈭午後2時～3時30分

台東区生涯学習課☎（5246）5821

容について見どころを解説します。

方は子供の氏名・年齢・性別を電話か直

【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。

広報

平成29（2017）年 8月5日

第 1186 号 （6）

メ作家の山田優子氏によるワークショップ

研修期間 8月28日㈪～12月27日㈬

参加者の氏名・電話番号を電話かファック

託児の申込締切日 9月2日㈯

です。

対象 区内在住で①学校卒業後求職中の方

スまたは電子メールで下記問合せ先へ

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

間程度） 定員 10人（先着順）

②非正規雇用から正規雇用を目指す方 ③

申込締切日 9月4日㈪

③スクリプトドクター三宅隆太の脚本教

結婚や出産等の理由により一度離職し､ 再

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東ボ

室「よくわかるストーリー作りの秘訣！」

度就職を希望する女性の方※詳しくは、下
記へお問合せください。 定員 15人（選考）

ランティア・地域活動サポートセンター

接下記問合せ先へ

申込開始日 8月8日㈫

学習センター4階）☎（5246）5816

ひ けつ

下町風俗資料館企画展
「下町の学び舎 机に広がる教
科書と思い出」
期間 9月3日㈰まで

日時 9月18日㈷午前10時（3時

開館時間 午前9時30

分～午後5時30分（入館は5時まで）

脚本家・スプリクトドクターの三宅隆太

☎（3847）7065

氏によるワークショップです。 日時 9月

申込方法 氏名・電話番号を電話か電子メー

FAX （3847）0190

18日㈷午後3時30分（2時間30分程度）

ルで下記申込先へ※下記申込先ホームペー

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

定員 20人（先着順）

ジからも申込可

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込締切日 8月22日㈫

申込み・問合せ ヒューマンアカデミー㈱

NPOのための個別相談

☎（3863）0771

入館料 一般300円、小中高生100円

場所 浅草公会堂1階ロビー

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

在住か在学の小学生※保護者同伴可 ③高

Eメール taitohuman@gmail.com

場所・問合せ 下町風俗資料館

校生以上の方

問合せ 台東区産業振興課

月14日㈭（労務相談）
、9月20日㈬（会計

☎（5246）1152

・税務相談） 時間 午後2時～4時 対象 区

☎（3823）7451

対象 ①②区内

申込締切日 8月31日㈭

※詳しくは、映画祭公式ホームページを
ご覧ください。

朝倉彫塑館から

申込み・問合せ 「した

事務局（文化振興課内）

野市（旧朝地町）との友好都市提携30周

☎（5246）1328

年を記念して、故郷とゆかりのある作品を
特集展示します。 期間 8月27日㈰まで
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

内で活動する非営利団体 定員 各2組（先

日帰りバスツアー
「日光東照宮散策ツアー」

まちコメディ映画祭in台東」実行委員会

●特集展示「ふるさとへの想い」 豊後大

日程（内容） 9月12日㈫（法律相談）
、9

着順） 申込方法 希望日・団体名・参加者
全員の氏名・電話番号を電話かファックス

日時 10月1日㈰午前7時区役所前出発、午
後5時30分帰着予定（雨天決行） 行先 日

まちかど映画会in上野公園（無
料）

光東照宮(散策）
、鬼怒川観光ホテル（昼食

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

・温泉入浴）、日光ろばたづけ鬼怒川店

ボランティア・地域活動サポートセンター

②20

（買物） 対象 勤労者サービスセンター会
員とその家族、区内在住か在勤・在学の方

FAX （3847）0190

場所 上野公園噴

定員 80人（抽選） 費用 8,500円※食事・

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

日程 ①8月19日㈯

場合は翌日） 入館料 一般500円、小中高

日㈰

生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

天中止

●展示替えのため休館します

水前広場※野外のため敷

座席が不要な2歳以下は無料、会員とその

期間 8月28日㈪～9月1日㈮

物などは各自持参。蚊の

家族は6,300円

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込締切日 各開催日の1週間前

時間 午後7時※荒

館は4時まで） 休館日 月・木曜日（祝日の

場所・問合せ 朝倉彫塑館

または電子メールで下記問合せ先へ

対策も各自行ってくださ
い。 内容 ①ファンタス

申込方法 はがきにツアー

名・参加者全員の氏名・年齢・性別、代表
©2016 Warner Bros. Ent. All
Rights Reserved. Harry
Potter and Fantastic Beasts
Publishing Rights (c) JKR.

☎（3847）7065

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

者の住所・氏名・電話番号、在勤（学）の

日時 8月22日㈫、9月19日㈫午後1時～4

方は勤務先（学校）名、会員は会員番号を

時（受付は3時まで） 場所 区役所5階501

使いの旅 ②チャーリー

書いて下記申込先へ

会議室

とチョコレート工場※詳し

㈮（必着） 申込み・問合せ 〒164－0001

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

くは、映画祭公式ホーム

中野区中野2－29－5 山内ビル6階 ア

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

期間 8月29日㈫～9月18日㈷

ページをご覧になるか下

イネストラベルサービス 台東区勤労者

受付可

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は

記へ

サービスセンターバスツアー申込係

ほか

4時まで） 休館日 月曜日（祝日の場合は

コメディ映画祭in台東」

☎（5340）3330

☎（5246）1468

翌日） 入館料 一般300円、小中高生100

実行委員会事務局（文化

円

振興課内）☎（5246）1328

☎（3821）4549

ティック・ビーストと魔法

一葉記念館ミニ企画展②
「博物館実習生による展示」

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

問合せ 「したまち
©2005 Warner Bros.
Entertainment Inc. All
rights reserved.

問合せ 台東区勤労者

対象 区内に空き家等を所有して

相談員 宅地建物取引士・建築士
申込み・問合せ 住宅課

サービスセンター☎（5829）4123

マンション理事長等連絡会

リサイクル

産業研修センターの催し

台東区発足70周年記念事業

申込締切日 8月25日

区からの情報提供や分譲マンション間の意

●第4回CAD入門講座「RootPro CAD」

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

見交換、マンション管理士による助言等を

日時 10月3日㈫・4日㈬（全2回）午後6

クをやってみよう」 日時 8月28日㈪午前

行います。 日時 9月2日㈯午後3時15分

日時 9月5日㈫午後5時開場、5時45分開演

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

10時～正午

～5時 場所 区役所10階1002会議室

場所 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）

で全日程受講できる方

対象 小学3年生以上の方

演目 （能）吉野天人

講師 清水直人氏

たきぎ

第38回 台東薪能

天人揃 観世喜正、

（狂言）萩大名 山本泰太郎、
（能）猩々乱

定員 4人（抽選）

場所 谷中区民館第3集会室
定員 7人（先着

順） 費用 100円（材料費）

費用 3,000円（2回分）

申込締切日 9月12日㈫（必着）

☎（3866）8050

円、A席4,000円※未就学児の入場不可

アップトレーニングで、体幹のバランスを

●フリーマーケット出店者募集

販売場所 チケットぴあ（☎0570－02－

整えます（トレーニングマシンは使いませ

月3日㈰ ②10日㈰

入場料（全席指定）S席5,000

接下記問合せ先へ（電子申請可）※要事前

9999、Pコード457－591）
、浅草公会堂、

ん）
。

曜日（全15回）午後1時30分～3時

可、天候により中止の場合あり

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

対象 区内在住か在勤の方 定員 20人（抽
選） 費用 4,000円（15回分）

出店料 各2,000円

「第10回したまちコメディ映画
祭in台東」したコメワークショッ
プ～映画のおしごと～（要申込）

後3時

日時 10月3日～30年2月6日の火

階1001会議室 対象 区内のマンション所

合せ先へ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

有者

☎（5246）1291

正とマンション管理組合がやるべきこと」
、

映画「進撃の巨人」
「シン・ゴジラ」の特

間は給与（時給1,300円）を支給します｡

殊造形プロデューサーを務めた監督 西村

NPOのための心をつかむプレ
ゼンのコツ

クレイアニメをつくろう！ クレイアニ

テーマ 第1部「個人情報保護法の改

第2部「大規模修繕工事の発注適正化につ
いて」 講師 東京都マンション管理士会城
東支部

申込方法 住所・氏名・電話番号・

参加人数を電話かファックスで下記問合せ

日時 9月8日㈮午後1時30分～3時30分
対象 区内で活動する非営利団体 定員 30人
（先着順） 講師 藤井祐剛氏（㈱CALICO

DESIGN代表取締役） 申込方法 団体名・

先へ（電子申請可）
問合せ 住宅課☎（5246）1468
FAX （5246）1359

子ども家庭支援センターの催し
催し名

②台東区フィルム・コミッションpresents

第2回マンション管理セミナー

☎050（3616）3300

場所・問合せ 〒111－0023

働くための基礎的研修と中小企業で職場実

ペットを歩いていただきます（誘導あり）
。

FAX （5246）1359

勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記問

習を行い､ 正規雇用を目指します。研修期

申し出てください。
※メイク後、
レッドカー

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

日時 9月2日㈯午後1時30分～3時※グルー
プ相談会はありません。 場所 区役所10

イク子供ワークショップ モンスター編

着順）※アレルギー症状のある方は事前に

申込締切日 8月31日㈭（必着）

②タイムマシーンカンパニー

①江戸っ子おじさん西村喜廣監督の特殊メ

※荒天時は変更の場合あり 定員 20人（先

②20店

☎048（268）8711

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

若者と女性のための就業支援事
業

日時 9月16日㈯午前9時（2時間程度）

送。

①フリーマーケット推進ネットワーク

☎（3872）6780

喜廣氏によるワークショップです。

登録。既に登録済みの場合、別途案内を郵

☎（5246）1468

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場1－36－2 産業研修センター

©2016「したまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

場所 花川戸公園※車での来場不

出店数（予定）①30店

申込締切日 9月12日㈫（必着）

日程 ①9

時間 午前10時～午

区役所9階④番文化振興課、
下記財団事務局
☎（5828）7591

申込方法 登録書（区ホームページからダウ

ンロード可）を郵送かファックスまたは直

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

●第2回トレーニング教室 やさしい筋力

坂真太郎

対象 区内の分譲マンションの理事長・理事

日時

9月4日㈪
ベビーウィズヨ
①午前10時15分～11時
ガ
②午前11時15分～正午

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

区内在住の①0～11か月の 各15組 8月21日 日本堤子ども家庭支援センター「に
子供 ②2～3歳の子供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535

ヒップホップビ 9月4日㈪
区内在住の1歳6か月～3歳 20組 8月21日 台東子ども家庭支援センター「わ
クス
午前10時45分～11時30分 の子供
(先着順)
㈪
くわくひろば」☎（3834）4577
赤ちゃんのリズ 9月9日㈯
ム体操
午後２時～３時

区内在住の0～12か月の子 30組 8月21日 寿子ども家庭支援センター「のび
供
(先着順)
㈪
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。

