広報

（9） 平成29（2017）年 12月20日

催 し も の など

第 1195 号
覧ください。
②12日㈷

申込締切日 ①2月6日㈫

宝絵刷り体験）
、3日㈬午後1時・3時（南

㈱☎0237（24）1181 （一社）村山市

京玉すだれの実演）
、5日㈮午後1時～4時
え ど たこ
（江戸凧・奴凧の製作実演） 開館時間 午前

観光物産協会☎0237（53）1351

青パト夜間貸出講習会

台東区都市交流課☎（5246）1016

区では、町会等の自主防犯団体に青色回転
灯付パトロール車（青パト）の夜間貸出し
を行っています。
青パトを運行する場合は、
講習会を受講し、警察署から実施者証の交

台東区芸術文化支援制度対象企
画「自由な女神博覧会」

付を受けることが必要です。 日時 30年

日程 30年1月11日㈭、2月11日㈷、3月11
日㈰ 時間 午前11時～午後5時 場所 上野

1月20日㈯午前10時（1時間程度）

公園芸術の散歩道（上野公園8）

場所 区役所10階研修室

対象 区内自主防

午後3時（獅子舞・大黒舞）
・午後1時（お

申込み・問合せ あけぼの観光

在住か在学（園）の5歳～小学4年生

入館料 一般300円、小中高生100円

定員 20人（抽選） 費用 500円（材料費・

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末

保険料） 申込方法 往復はがきに「1月工

年始（12月29日㈮～1月1日㈷）

作教室」希望・住所・氏名・電話番号・学

ふりがな

校（園）名・学年を書いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 下町風俗資料館

☎（3823）7451

申込締切日 1月15日㈪（必着）
問合せ 〒111－8621

参加アーティスト 村上愛佳、荻島大河、

一葉記念館から

申込み・問合せ 生活安全推進課

クト」ホームページをご覧になるか下記問

●文学講座「朗読の楽しみPart.6」

☎（5246）1044

合せ先へ 問合せ 村上愛佳

日時 30年2月10日㈯・24日㈯（全2回）

Eメール nakazenomegami@gmail.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

江戸下町伝統工芸館の催し

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

坂西吾郁※詳しくは、
「自由な女神プロジェ

日時 30年1月19日㈮午前9時～午後5時

日時 30年1月28日㈰午後1時30分～3時
30分 場所 生涯学習センター 対象 区内

9時30分～午後4時30分（入館は4時まで）

犯団体に所属している方

「防災とボランティアの日」に防
災用品の展示等を行います

工作教室「歯ブラシカー」

シニアスポーツ振興事業
「シニアボッチャ体験会」

午後1時30分（2時間程度） 講師 熊澤南
水氏（ひとり語り） 費用 2,000円（2回

日時 30年2月12日㈷午前9時30分～正午

分） 申込締切日 1月20日㈯（消印有効）

対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

●くずし字解読講座 日時 2月23日～3月

定員 30人（先着順） 講師 東京都ボッチャ

場所 台東リバーサイドスポーツセンター

内容 防災用品の展

●職人による実演 日程・実演者（業種）30

16日の金曜日（全4回）午後1時30分（2

協会 持ち物 運動できる服装、室内用運

示・試食、災害時のボランティア活動の紹

年1月1日㈷～7日㈰上川善嗣（東京銀器）
、

時間程度） 講師 山口恭子氏（法政大学兼

動靴、飲み物、タオル

介 問合せ 危機・災害対策課

13日㈯・14日㈰石田一郎（江戸つまみ簪）
、

任講師） 費用 4,000円（4回分・資料代

㈫～2月2日㈮

20日㈯・21日㈰大渕浩吉（江戸指物）
、

含む） 申込締切日 2月1日㈭（消印有効）

振興課☎（5246）5853

場所 区役所1階ロビー

☎（5246）1094

東京都・台東区合同帰宅困難者
対策訓練

かんざし

27日㈯・28日㈰川勝新市（東京組紐）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

実演時間 午前11時～午後5時

※費用は当選後、事前振り込み・初回のみ

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

別途入館料が必要 定員 30人（抽選）

申込期間 1月9日

申込み・問合せ スポーツ

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 30年1

災害発生時における観光客等の帰宅困難者

☎（3842）1990

入館料 一般300円、小中高生100円

月12日㈮午前11時～11時30分

を安全に誘導することを目的とした訓練を

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

草橋区民館

・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下

月12日～29年7月11日生まれの子供と保

記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき

護者※子供1人につき1回まで、いずれの

行います。上野公園噴水広場で防災啓発
ブースの展示もあります。

日時 30年2

朝倉彫塑館から
ごしょうせき

ふりがな

場所 浅

対象 区内在住の平成28年7

月5日㈪午前9時30分～午後1時30分

●特集展示「呉昌碩と朝倉文夫」 期間 30

でない物は無効

場所・問合せ 〒110－

回・会場とも同内容 定員 10組（先着順）

場所 上野駅周辺

年1月5日㈮～3月7日㈬

0012 台東区竜泉3－18－4 一葉記念

※申込みは保護者に限る。中央図書館では

館☎（3873）0004

受付しません。

問合せ 危機・災害対策

課☎（5246）1094

時30分～午後4時30分（入館は4時まで）

友好都市山形県村山市から「浅
草寺奉納大わらじ制作見学と雪
のやまがた見聞録」ツアー（1
泊2日）
日程 ①30年2月13日㈫～14日㈬

開館時間 午前9

②19日

㈪～20日㈫ 対象 区内在住か在勤の方
定員 20人（先着順）※最少催行人数15人
費用 各25,500円（1泊4食・交通費別途）

※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

入館料 一般500円、小中高生250円※入

フラワーアレンジメント教室
「春のアレンジメント」

☎（3863）0082

●展示替えのため休館します 期間 12月

日時 30年2月7日㈬午前10時～正午

生まれる」 日時 1月27日㈯午後2時～3時

25日㈪～30年1月4日㈭

対象 区内在住の身体障害者手帳か愛の手
帳（4度程度）をお持ちの方 定員 10人（先

生以下の子供と保護者※家族単位で申込み

着順） 講師 中川氏（フローリスト モア）

※子供のみ・大人のみの参加不可、申込み

費用 800円(材料費)

は本人に限る 定員 30組（先着順）

館時は靴を脱ぎ、靴下着用 休館日 月・
木曜日（祝日の場合は翌日）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

下町風俗資料館
お正月のイベント
日時（内容） 30年1月2日 ㈫ 午 前10時・

平成29年度

台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業を認定しました
区では、従業員が仕事と生活を両立しな
がら、いきいきと働き続けられる職場の実
現に向けて、ワーク・ライフ・バランスに
取り組む中小企業等を「ワーク・ライフ・
バランス推進企業」と認定し、認定企業の
PRや中小企業融資あっせんなどにより、
その取り組みを応援しています。
認定の対象は、仕事と子育ての両立支援
に取り組む「子育て支援分野」
、長時間労
働の削減等、働きやすい職場づくりに取り
組む「働きやすい職場づくり分野」
、仕事
と介護の両立支援に取り組む「介護支援分
野」の3分野です。認定期間は11月1日～
31年10月31日です。
㈱コマキ楽器（楽器小売業）
▷認定分野 子育て支援
▷主な取り組み アルバイトへの育児・介
護休業規程の適用
育栄建設㈱（建築工事業）
▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 女性が建築施工現場で働
きやすい環境整備

申込開始日 1月5日㈮

申込み・問合せ 中央図書館浅草橋分室

申込方法 教室名・

氏名・電話番号を電話かファックスで下記
問合せ先へ

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

●読み聞かせ講演会「人と出会って絵本が
30分 場所 生涯学習センター 対象 小学

講師 西村繁男氏（絵本作家）
申込開始日時 1月5日㈮午前9時
申込み・問合せ 中央図書館

FAX （3842）2674

☎（5246）5911

池波正太郎記念文庫 自筆絵画展

リサイクル

展示絵画の中から13点を使用したカレン

アミエージェンシー社会保険労務士事
務所（社会保険労務士業）

●フリーマーケット出店者募集 日時 30

ダーの販売（1,000円）もしています。

年1月28日㈰午前9時～午後5時

期間 12月22日㈮～30年3月14日㈬

▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 従業員の生活状況に配慮
した働き方の実践

川戸公園※車での来場不可、天候により中

㈱日本システムブレーンズ（ソフトウェ
アの開発・販売・導入・運用支援・保守）

部（土・日曜日・祝日を除く午前10時～

▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 計画的な有給休暇取得の
奨励
㈱エス・ティー・シー（コンピュータソ
フトウェアの受託開発）
▷認定分野 働きやすい職場づくり
▷主な取り組み 面談による時間外労働の
制限やメンタルヘルスへの配慮
㈱共同紙販ホールディングス（洋紙卸売）
▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
づくり、介護支援
▷主な取り組み 給与明細や勤怠管理ソフ
トを活用した勤務管理の見える化の推進
ライトクルー㈱（ネットワークやデータ
ベース、Webシステムの設計・開発）

㈱ビジネス情報テクニカルシステムズ ▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
（コンピュータソフトウェアの開発・導
づくり
入コンサルティング業務）
▷主な取り組み 有給奨励日の設定など有
給休暇を取得しやすい環境づくり
▷認定分野 子育て支援、働きやすい職場
づくり、介護支援
男女平等推進プラザ（生涯学
▷主な取り組み 男性の育児休業取得の促 問合せ 習センター４階）
☎（5246）5816
進

止の場合あり
円

出店数 20店

場所 花

費用 1,500

申込み・問合せ 里彩くるカエル倶楽

午後7時）☎090（3068）3534
問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

場所・問合せ 池波正太郎記念文庫（中央

図書館内）☎（5246）5915

講 座・相 談 会 など
男女平等推進プラザから

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

①講座「被災地仙台から学ぶ 女性・多様

出店者募集 日時 3月4日㈰午前10時～午

な視点からの防災」 日時 30年2月3日㈯

後2時

午後1時30分～3時30分 対象 区内在住か

出店数 23店（抽選）※区内在住

の方優先

申込方法 住所・氏名・年齢・電

在勤で防災や減災に関心のある方 講師 宗

話番号・子供の年齢をメールで下記問合せ

片恵美子氏（NPO法人イコールネット仙

先へ※電話での申込不可、営業関係の方の

台代表理事） 託児の申込締切日 1月27日㈯

出店不可

申込締切日時 1月29日㈪午後6

②講座「パパとママのためのライフプラン

時※出店決定者にのみ出店票を送付しま

&仕事と子育ての両立セミナー」 日時 2

す。

月12日㈷・24日㈯（全2回）午前10時～

場所・問合せ 環境ふれあい館ひま

わりリサイクル活動室☎（3866）8094
Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

安価で信頼できる耐震改修工法
等の展示会

正午 対象 主に子育て中の夫婦（1人でも
参加可） 講師 村上誠氏（NPO法人ファ
ザーリング・ジャパン理事）
、林田香織氏
（ロジカル・ペアレンティングLLP代表ほ
か） 託児の申込締切日 2月3日㈯

日時 30年1月16日㈫～18日㈭午前9時～

③講座「パリテカフェin台東 パリテ（男

午後5時（無料耐震相談は午前10時～午

女半々）になったら、暮らしが変わる！」

後4時） 場所 区役所1階ロビー

日時 2月17日㈯午後2時～4時

問合せ 建築課☎（5246）1335

まり氏（上智大学教授）

講師 三浦

【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 12月20日
託児の申込締切日 2月10日㈯

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

第 1195 号 （8）

族・関係機関等 定員 50人程度（先着順）

月18日㈭

講師 山村武彦氏（防災システム研究所所

役所5階⑩番）☎（5246）1468

長） 申込方法 住所・氏名・電話番号を電

場所 生涯学習センター
定員（先着順） ①90人

②③30人

申込開始日 12月25日㈪

話かファックスで下記問合せ先へ
場所・問合せ 障害者自立支援センター（松

申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

が谷福祉会館内）☎（3842）2672
FAX （3842）2674

日本語ボランティア講座
地域で暮らす外国人に、ボランティアとし

場所・申込み・問合せ 住宅課（区

子育て家庭プロジェクト
「家庭教育支援者養成講座（ス
テップアップ編）
」
日程・テーマ ①30年1月9日㈫・ハートフ

高齢者施設ボランティア育成講
座

日時 30年1月11日㈭午後1時30分～2時
定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

書館専門員）
●トーク・イベント「一葉日記を読む」
日時 2月25日㈰午後2時～4時
内容・講師 「一葉の歩いた場所―文京・墨

田・台東区―」平野恵（中央図書館専門員）
、

ルコミュニケーション
「子供の幸せな自立」

「一葉ブック・トーク」児玉ひろ美（中央

②1月25日㈭・乳幼児の心肺蘇生・応急

図書館司書）
、
「江戸から読む樋口一葉」鈴

手当とファミリー・サポート制度 ③2月

木淳氏（国文学研究資料館名誉教授）
定員 50人（抽選） 申込方法 往復はがき（1

て日本語を教える方法などの基礎を学びま

日時 30年1月26日㈮午前10時～午後3時

6日㈫・活動にもっとファシリテーシ

す。※日本語教師の養成講座ではありませ

45分

ョンを！ ④2月9日㈮・発達障害の理解

人1枚）に催し名・住所・氏名・電話番号

ん。

対象 ボランティアや介護の仕事に関心の

と支援 ⑤2月13日㈫・このチラシ全部

を書いて下記問合せ先へ（区ホームページ

日（全7回） 時間 午前9時30分～11時30

ある方 定員 10人（先着順）※演習・体験

スマホでできちゃった！（基礎編） ⑥2

から申込可） 申込締切日時 2月14日㈬午

分

・試食あり、動きやすい服装で参加

月21日㈬・このチラシ全部スマホででき

後5時（必着）

ちゃった！（実践編） 時間 午前10時～正
午（④のみ午後2時～4時） 場所 生涯学習

場所 生涯学習センター

センター 対象 区内在住か在勤で家庭教
育に関心がある方 定員 各15人※託児あ

☎（5246）5911

日程 30年2月6～27日の火・木曜
場所 生涯学習センター

対象 区内在

住か在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

場所 特別養護老人ホーム谷中

申込締切日 1月25日㈭

問合せ 台東区社

会福祉事業団☎（5603）2228

費用 2,000円（7回分）
申込み・問合せ 区民課☎（5246）1126

青少年健全育成講演会
「私と野球人生」

ゆとり教養講座「冬の栄養講座」

電子申請から申込み（託児の申込みは電話

日時 30年2月9日㈮午

テーマ 元気に冬を過ごそう！高齢者の低

で下記問合せ先へ） 申込締切日 各開催日

後1時開場、1時30分

栄養の予防と冬の脱水予防
子氏（㈱明治） 申込開始日時 1月5日㈮午

の1週間前（①のみ12月27日㈬）

開演

場所 生涯学習

センターミレニアム

前9時

ホール

☎（3833）6541

定員 300人

（先着順） 講師 江本
孟紀氏（野球解説者・

▲江本孟紀氏

元プロ野球選手） 申込方法 下記問合せ先
か生涯学習センター5階で配布するチラシ
（区ホームページからダウンロード可）の
入場券に記入し持参

問合せ 子育て・若

場所・問合せ 老人福祉センター

精神保健福祉講演会「親亡き後
の子どものお金のこと～精神疾
患を持つ子どもの将来を考える
～」
日時 30年2月8日㈭午後2時～4時

場所 台

者支援課（区役所6階⑦番）

東保健所3階大会議室 対象 区内在住か在

☎（5246）1341

勤の方

高齢者を地域で支えていくため
に－見守り・認知症・虐待合同
講座－
日時 30年1月24日㈬①午後3時～4時15

分 ②4時30分～5時

場所 区役所10階

会議室 対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 80人（先着順） 講師 吉弘

裕輔氏（司法書士） 申込方法 住所・氏名
・電話番号を電話かファックスで下記問合
せ先へ 問合せ 台東保健所保健予防課
☎（3847）9405

FAX （3841）4325

講演会～高次脳機能障害をより
よく知るために～

定員 各60人（先着順）※②へ参加の方に

日時・内容 30年2月2日㈮午後1時30分～

は見守りネットワークオリジナル台東くん

2時30分・講演会、2時30分～3時30分・

缶バッジを差し上げます。 内容 ①講演会

相談会（講師などが皆さんの悩みに回答）

②見守りサポーター養成研修

場所 台東保健所3階大会議室

講師 ①結

対象 区内在

城康博氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉

住か在勤の方 定員 60人（先着順）

学科教授） ②介護予防・地域支援課職員

講師 羽田拓也氏（東京慈恵会医科大学リハ

申込方法 講座名（①か②、両方可）
・住所

ビリテーション医学講座医師）

・氏名・電話番号を電話かファックスまた

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か
ファックスで下記問合せ先へ 問合せ 台東

はメールで下記問合せ先へ

問合せ 介護

予防・地域支援課☎（5246）1225

保健所保健予防課☎（3847）9405

FAX （5246）1179

FAX （3841）4325

Eメール chiikishie

n.dos@city.taito.tokyo.jp

障害福祉課から

難病講演会「膠原病・リウマチ
の理解と日常生活の留意点」

●障害者差別解消法講演会「障害者差別解

日時 30年2月15日㈭午後2時～3時30分

消法について～障害のある人もない人も暮

場所 台東保健所3階大会議室

らしやすい街に～」 日時 30年2月27日㈫

住か在勤の方 定員 60人（先着順）

午後6時30分（6時開場） 場所 区役所10

講師 松下雅和氏（順天堂大学医学部附属順

階1001会議室

天堂医院膠原病・リウマチ内科医師）

講師 野澤和弘氏（毎日新

聞論説委員）
●障害者差別解消法事業者向け講習会 障
害者である講師の話を聞きながら、障害者
への理解や接し方を学びます。 日時 1月

対象 区内在

申込み・問合せ 台東保健所保健予防課

☎（3847）9405

無料建築相談室

29日㈪午後6時30分（6時開場） 場所 区

日時 30年1月11日㈭・2月1日㈭午後1時

役所10階1002会議室

～4時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時 30年1月20日㈯午後1時30分～4時

日時 30年1月24日㈬午後1時30分～3時

15分 対象 区内のマンション所有者

※手話通訳、OHP要約筆記、磁気ループ

定員 6組（1組45分程度、先着順）

あり

相談員 弁護士か一級建築士

対象 区内在住か在勤の障害者と家

中央図書館

<1月>
1日～2月25日

冬ぼたん（上野東照宮ぼ

たん苑）
7日

大根まつり（待乳山聖天）

8日

とんど焼き（鳥越神社）

●専門員によるスライド・トーク 展示内

12日

まないた開き（坂東報恩寺）

容について見どころを解説します。

25日

うそかえの神事（五條天神社）

平成29年度

「したまちＴＡＩＴＯ産業賞」
が決まりました
業績の向上・優れた製品や技術の開発な
ど、区内産業の活性化に大きく貢献してい
る中小企業を表彰しています。
㈱土手加藤材木店（東浅草1－13－6）
▷事業内容 注文住宅、リノベーション、
造作家具製作
▷受賞理由 明治26年に浅草で材木店と
して創業し、国産天然無垢材の取り扱
いにこだわり続け、大工や工務店、建
設会社に材木や住宅資材を納めてきま
した。現在は、設計と工務店業に転身
し、長年の材木業で得たさまざまな材
い
木の知識を活かし、国産材木にこだわっ
た家づくりをしています。
協育歯車工業㈱（東上野1－8－3）
▷事業内容 規格歯車および精密機器製
造販売
▷受賞理由 1958年に日本における規
格標準歯車メーカーのパイオニアとし
て設立。当時一品一様であった歯車を
独自にKG規格歯車をとして規格標準化
（カタログ化）し在庫販売をスタートさ

せました。現在では約5,000アイテム
を規格標準化し、国内だけでなく海外
にも販売網を広げています。
㈱今半（西浅草3－1－12）
▷事業内容 牛肉佃煮製造販売、弁当製造
販売、精肉加工販売、飲食
▷受賞理由 明治28年に牛めし屋として
創業。牛肉ひとすじに歩み続けるすき
焼店です。国際通り本店では、名物の
「浅草今半流すき焼」を提供し、浅草の
味として広く親しまれています。また、
牛肉佃煮やレトルト商品、弁当の製造
販売など事業展開し浅草の味を日本全
国に提供しています。
㈱アート商会アンドー（蔵前2－8－11）
▷事業内容 装粧品、婦人アクセサリー製
造卸
▷受賞理由 明治時代に創業された前身事
業を継承し昭和42年に創業。和装用髪
飾りを扱ってきた日本有数の老舗です。
長い歴史で培ってきた信頼と技術によ
り全国販売ネットワークを築き、ベー
シックな商品からクオリティの高い商
品を日本全国の小売店からアジア各国
まで提供しています。
問合せ 産業振興課☎（5246）1415

第34回浅草芸能大賞授賞式・
第35回浅草名人会・
「スターの手型」
抽選で400組800人ご招待
顕彰式
はがき（1人1枚）に浅草芸能大賞観覧
日時 30年3月17日㈯ 午後3時 場所 浅 希望・希望人数（2人まで）
・郵便番号・
ふりがな
草公会堂 プログラム ①第35回浅草名 住所・氏名・年齢・電話番号を書いて
人会 スティファニー（マジック）
、柳家 下記問合せ先へ 申込締切日 2月1日㈭
小菊（粋曲）
、古今亭菊之丞（落語） ② （必着） 問合せ 〒110－0004 台東区
「スターの手型」顕彰式 ③浅草芸能大 下谷1－2－11 (公財）台東区芸術文
賞授賞式 ④受賞記念公演 石坂浩二、 化財団「浅草芸能大賞」担当
市川中車、ホンキートンク
☎（5828）7591
▼
▼
▼

申込締切日 1

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

新人賞
ホンキートンク
（漫才師）

防災講演会「自助・近所・共助
で安全・安心まちづくり」

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）

企画展「日記が語る台東区4
『樋口一葉日記』
」

大賞
石坂浩二（俳優）

FAX （5246）1179

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

奨励賞
市川中車
（歌舞伎俳優）

問合せ 障害福祉課☎（5246）1058

場所・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番）☎（5246）1468

問合せ 〒111－8621

り（先着順） 申込方法 区ホームページの

日時 30年2月8日㈭午後1時30分 対象 区
内在住の60歳以上の方 定員 50人（抽選）
講師 深沢幸

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

