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周年を迎えました

10月20日を除く・各全７回） 時間（金曜日クラス）
①4歳児コースは午後2時30分～3時30分 ②5歳
児コースは午後4時～5時、
（土曜日クラス）③親
子運動教室（3歳児対象）は午前10時～11時
定員（抽選）①②各10人 ③40人（子供・保護者各
20人） 申込方法 往復はがきに希望クラス（①～
③）
・曜日・住所・氏名・生年月日・性別・保護者
氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 8月15日㈫（必着） 場所・問合せ 〒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☎（3872）3181

問合せ

70

※各事業の詳しい内容は、今後広
報「たいとう」や区ホームペー

日程 9月1日～10月21日の金・土曜日（9月23日・

70

ジでお知らせする予定です。

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室第3期」
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▽日時
月 日㈰
午前 時～正午
▽場所 浅草公会堂

清島温水プール水泳教室

①サップヨガ 水の上に浮かんで行う、水中版
ヨガです。 日時 7月28日㈮午後7時45分～8時
30分 対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上
の方 定員 20人（先着順） 費用 4,000円（保険
料含む） 申込締切日 7月23日㈰
②夏の短期水泳教室2期 日程 8月22日㈫〜24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 対象 Aクラスは小学
1・2年生、Bクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（抽選） 費用 3,750円（3回分・保険
料含む） 申込締切日 8月3日㈭（必着）
③小学1・2年生のための泳力向上教室・小学3
年生からの泳力向上教室1期 日時 8月26日～10
月14日の土曜日（全8回） 時間 Aクラスは午後2
時～3時、Bクラスは午後3時～4時、Cクラスは
午後0時30分～1時30分 対象 A・Bクラスは小
学1・2年生、Cクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（ 抽 選 ） 費用 7,000円（8回 分・ 保
険料含む） 申込締切日 8月7日㈪（必着）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
※レッスン前後の利用は延長料金が必要
講師 ①㈲ヨガワークス ②③野村不動産ライフ＆
スポーツ 申込方法 ①電話で下記問合せ先へ ②
③往復はがきに教室名・希望クラス（A～C）・
住所・氏名・年齢・電話番号・泳力レベルを書い
て下記問合せ先へ※往復はがき返信後、指定日ま
でに下記問合せ先で申込み・チケット購入
場所・問合せ 〒110－0015 台東区東上野6－16－
8 清島温水プール☎（3842）5353

日時 8月の木曜日（10日を除く・全4回）午後7時
～9時（6時50分開場）※学校行事等により中止･
変更の場合あり 場所 富士小学校3階体育館
対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の方
定員 20人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室
内履き、飲み物、タオル、ラケット（貸出あり）
※更衣室なし、保険は各自任意で加入
申込期間 7月18日㈫～28日㈮
申込み・問合せ スポ
ーツ振興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後5時）☎（5246）5853

70

総務課総務係
☎（５２４６）１０５２

スポーツひろば富士小バドミントン初心者教室
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▽主な内容 区政功労者表彰式、
区政功労感謝状授与

問合せ
ときめき たいとうフェスタ
第30回下町七夕まつり
推進委員会☎（5246）1016
産業振興課
江戸下町伝統工芸館
☎（5246）1131
20周年記念イベント
技能者顕彰・育成
産業振興課☎（5246）1131
（公財）台東区芸術文化財団
UENO JAZZ INN '17
☎（5828）7591
総務課
たいとう音頭ダンスコ
たいとう音頭のダンスコンテスト
8月20日㈰
生涯学習センター
☎（5246）1052
ンテスト
（公財）台東区芸術文化財団
台東薪能（たきぎのう） 能楽の公演
9月5日㈫
浅草寺境内
☎（5828）7591
隅田公園リバーサイドギャ 生涯学習課
台東区美術展
区民の絵画等の作品を展示・公開
9月8日㈮～13日㈬
ラリー
☎（5246）5815
上野公園野外ステージ（水上
第10回したまちコメデ 映画上映や音楽ライブ、短編コンペティション、
文化振興課
9月15日㈮～18日㈷ 音楽堂）、東京国立博物館、浅
ィ映画祭 in台東
コメディ栄誉賞授与等
☎（5246）1328
草公会堂、雷5656会館 ほか
台東リバーサイドスポー スポーツ振興課
スポーツボランティア スポーツボランティア育成講習会（希望者はス
9月22日㈮
ツセンター
☎（5246）5853
を育む
ポーツボランティアとして登録）
企画展「定点写真と台
中央図書館
定点写真に写された風景を名所として紹介し、そ 9月22日 ㈮ ～12月
中央図書館
東区の風景～名所の記
☎（5246）5911
の歴史的背景をさぐる企画展
20日㈬
憶をさぐる～」
文化振興課
（仮称）横山大観シンポ
シンポジウム
9月30日㈯
東京藝術大学
☎（5246）1153
ジウム
防災広場「初音の森」ほ ときめき たいとうフェスタ
地域活性化と住民の相互交流を目的としたイベン
10月7日㈯～8日㈰
第18回谷中まつり
か
推進委員会☎（5246）1016
ト
体育の日記念行事「た
台東リバーサイドスポー
障害者スポーツを含む約30種目のスポーツの体験
スポーツ振興課
10月9日㈷
いとうスポーツフェスタ
ツ セ ン タ ー、 清 島 温 水
トレーニングルーム、清島温水プールの無料開放
☎（5246）5853
2017」
プール
くらしの相談課
消費生活に関する学習発表、暮らしに役立つ情報 10月13日 ㈮ ～14日
区役所
台東区消費生活展
☎（5246）1144
の展示・発表
㈯
姉妹友好都市をはじめ、全国の自治体が集う商談 10月20日㈮ ～22日 台東区民会館、花川戸公 都市交流課
ふるさとPRフェスタ
会と物産展
㈰
園
☎（5246）1016
国立西洋美術館世界文
国際・都市交流推進室世界遺
国立西洋美術館の世界文化遺産登録1周年を記念 10月21日㈯～11月5
浅草文化観光センター
化 遺 産 登 録1周 年 記 念
産担当☎（5246）1193
するパネル展
日㈰
パネル展
10月26日㈭ ～27日 産業貿易センター台東館 産業振興課
台東区産業フェア
BtoBを基本とする展示商談会
㈮
ほか
☎（5246）1143
浅草公会堂、生涯学習セ
定点撮影写真によるパ 区内地点を昭和49年から継続して撮影した写真に 10月下 旬～11月下 ンターアトリウム、浅草 中央図書館
文化観光センター、区役 ☎（5246）5911
ネル展
よるパネル展
旬
所1階
広報課
「台東区発足70周年記 区の取り組みを紹介するほか、国立西洋美術館世
10月ごろ
－
☎（5246）1021
念誌」の発行
界文化遺産登録等の特集を収録する記念誌を発行
国際・都市交流推進室世界遺
国立西洋美術館世界文化 世界文化遺産登録1周年を迎える国立西洋美術館
10月ごろ
－
産担当☎（5246）1193
遺産登録啓発用DVD制作 の価値や、登録までの経緯等の啓発用DVDを制作
税務課
オリジナルナンバープ 台東区をイメージする図柄入りデザインの原付バ
10月ごろ
－
☎（5246）1101
レートの交付
イク用オリジナルナンバープレートを作成
庶務課
昭和22年の4月1日以降現在までに統廃合した学
10月ごろ
－
校歌集（CD）制作
☎（5246）1402
校および現存する学校の校歌集を制作
台東区映像アーカイブ これまで収集した映像資料の中から、区の街並み
生涯学習課
－
「70周年 記 念 作品」の や風景、生活などの移り変わりを記録したDVDを 10月ごろ
☎（5246）5852
作成
制作
文化振興課
したまち台東芸能文化 短時間で気軽に大衆芸能に触れることのできるプ
12月2日㈯･9日㈯
浅草文化観光センター
☎（5246）1328
ミニ実演イベント
ログラムを実施
台東リバーサイドスポー スポーツ振興課
第11回ジュニア駅伝大 区内在住・在学の小学4年生から中学3年生を対象
12月3日㈰
ツセンター
☎（5246）5853
会
に、5人1組のチームで駅伝大会
（公財）台東区芸術文化財団
浅草ジャズコンテスト ジャズコンテスト
12月9日㈯
浅草公会堂
☎（5828）7591
人権・男女共同参画課
区内小中学生を対象とした人権メッセージ
12月15日㈮
浅草公会堂
人権のつどい
☎（5246）1116
人権作文の表彰・発表、講演会
※実施期間等、上記の内容は変更する場合あり

台東区が発足して

概要
期間
場所
パレードやストリートパフォーマンスを行うイベ
7月6日㈭～10日㈪ かっぱ橋本通り
ント
職人による実演・手作り教室等、職人団体や地域
7月8日㈯～9日㈰
江戸下町伝統工芸館
と連携した記念イベント
台東区優秀技能者顕彰の受賞作品展
7月13日㈭～31日㈪ 江戸下町伝統工芸館
上野公園野外ステージ
ジャズコンサート
8月5日㈯
（水上音楽堂）

昭和 年３月 日に、旧下谷区 現在さまざまな記念事業を実施し
と旧浅草区が合併して台東区とな ています。記念式典の開催や記念
ってから、今年の３月で 周年を 誌の発行など、今後予定している
各種事業をお知らせします。
迎えました。
区では、発足 周年を記念して、 ●記念式典

事業名

第 1184 号

夏期ラジオ体操地区大会
日程
場所・地区名
7月22日㈯ 小島公園・浅草寿地区
7月23日㈰ 松葉小学校・雷門地区
7月24日㈪ 千束小学校・馬道地区
台東リバーサイドスポーツセンター陸上
7月25日㈫
競技場（雨天時は地下準備室）・清川地区
7月26日㈬ 駒形中学校・入谷地区
7月27日㈭ 旧下谷小学校・東上野地区
7月28日㈮ 竹町公園・竹町地区
7月29日㈯ 柏葉中学校・金杉地区
防災広場「初音の森」
（雨天時は谷中小学
7月30日㈰
校）・谷中地区
7月31日㈪ 忍岡小学校・上野地区
8月1日㈫ 浅草中学校・浅草橋地区
時間 午前6時（清川・谷中地区以外は雨天中止）
※各会場で子供（中学生以下）に参加賞あり。体
操指導も行います。
問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

区民体育祭「ソフトテニス大会」

日程 8月20日㈰～9月3日㈰

場所 台東リバーサイ

ドスポーツセンター庭球場 対象 区内在住か在勤
・在学の方 費用（1組）一般1,000円、高校生600
円、中学生100円 申込締切日 8月7日㈪※詳しくは、
下記問合せ先で配布する大会要項をご覧ください。
問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター5階）
☎（5246）5853

台東区体育協会ジュニア育成地域推進事業
「第8回ジュニア100メートル走講習・測定会」
日時 9月10日㈰午前9時10分～正午（小雨決行） 場所 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場
対象 区内在住か在学の小学4～6年生 定員 120人（先着順） 持ち物 運動できる服装、飲み物、タオル、
運動靴（スパイク可） 申込方法 申込書（下記問合せ先で配布）に記入し、郵送か持参 申込締切日時 8月
10日㈭午後5時（必着） 問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時
～午後5時）☎（5246）5853

