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など
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んほか 演目 第1部 ミュージカル「ミッ

㈬午前10時30分～11時、午後3時30分

フィーのおたんじょうび」
、第2部 コン

～4時 対象 幼児～小学校低学年※親子で

サート「ミッフィーとうたおう」

入場可 定員 各60人（先着順）

入場料（全席指定）S席大人（中学生以上）

したコメサポーター募集

場所・問合せ 石浜図書館

2,000円、S席こども（0歳～小学生 ）

☎（3876）0854

1,000円、A席大人1,800円、A席こども

●映画とおはなし会「げんきげんきノンタ

9月15日㈮～18日㈷開催の「第10回した

800円※大人のみの入場不可、ご来場の方

ン スプーンたんたんたん」 日時 5月24

まちコメディ映画祭in台東」に向けて、ボ

全員にミッフィーステッカー（非売品）を

日㈬午前10時45分～11時30分、午後3

ランティアスタッフを募集します。

プレゼント 入場券 チケットぴあ（☎︎05

©Takeshi YAMAGISHI

時30分～4時15分 場所 根岸社会教育館

業務内容 事務局補助スタッフ、運営スタッ

70−02−9999、Pコ ー ド457−592）
、

・展示会

ホール 対象 幼児～小学校低学年

フ、広報アシスタント、レポーター、カメ

浅草公会堂、生涯学習センター、区役所9

午前9時～午後8時※会期中無休 場所 浅

定員 各60人（先着順）※団体の場合、事

ラマンほか※詳しくは、映画祭公式ホーム

階④番文化振興課、下記財団事務局で販売

草文化観光センター7階展示スペース

前に電話で下記問合せ先へ

ページをご覧になるか右記へ 問合せ 「し

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

・子供ワークショップ 紙や段ボール、木

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

たまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

☎（5828）7591

などの素材で住んでみたい「自分の家」の

事務局（文化振興課内）

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「邦楽」

☎（5246）1328

園芸講習会「プランターで花や
野菜等を栽培しましょう」
相性のよい花と野菜の組合せや栽培のポイ

場所 生涯学習センターミレニアムホ

大会議室 講師 隈研吾建築都市設計事務
所スタッフ 対象 小学4～6年生 定員 各

ントを解説します。 日時 6月4日㈰午前
10時 場所 区役所10階1003会議室

ール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・
院生ほか 入場券 500円※当日会場で午

20人※午前9時から1階で整理券を配布
（先着順）
、保護者同伴 持ち物 カッター、

対象 区内在住か在勤・在学の方 定員 20
人（抽選） 講師 永井淳一氏 申込方法 往

日時 6月15日㈭午後1時30分開場、2時開

後1時30分から販売、未就学児の入場不

はさみ、色鉛筆 問合せ 都市交流課

復はがきに催し名・住所・氏名・電話番号

可

☎（5246）1193

を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待
往復はがきに「邦楽」
・希望人数（2人ま
で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

下町サミットin台東区

模型を制作し発表します。
日時 5月27日㈯午前10時～正午、午後2
時～4時 場所 浅草文化観光センター5階

演

©2016「したまちコメディ映画祭in台東」実
行委員会

期間 5月13日㈯～6月11日㈰

須賀一コレクション 写真パネ
ル展Part.5「三社祭」

申込締切日 5月29日㈪（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

☎（5246）1323

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

区内在住の写真家、

申込締切日 5月23日㈫（必着）

須賀一氏から区に寄

東京都の未来を担う若手経営者達が、業種

問合せ 〒110－0004

贈された「浅草三社

や区の枠を超えて事業の紹介や情報交換を

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

祭」の写真パネルを

行う交流会です。

☎（5826）7125

展示します。

グリーン・リーダーが育てた「あさがおの

日時 5月18日㈭～22

苗」を無料で配布します。また、
「みどり

日㈪午前10時～午後

のカーテン」の作り方のパンフレットを差

6時※18日㈭は午後

し上げます。 日時 5月27日㈯午前10時

1時～6時

※苗が無くなり次第終了

・第一部 講演会「オープンファクトリー
のすすめ」
・第二部 グループワーク テーマ「あな
たのまちのオープンファクトリーに関して」
・第三部 自由交流
日時 6月5日㈪午後6時～9時

10階1002会議室

場所 区役所

問合せ 下町サミット

準備委員会 小林☎（5827）3011
台東区産業振興課☎︎（5246）1415

Concert For KIDS
～0才からのクラシック～

台東区下谷1－2－

文化カレッジ「表具経師の技を
伝える～軸の取扱いを通じて～
お話とワークショップ」

場所 浅草公会堂1階展示ホー

日時 6月17日㈯午後1時30分（2時間程

ル

度） 場所 一葉記念館地下1階研修室

☎（5246）5852

定員 30人（抽選） 講師 第15代目石井三
太夫氏
（表具師） 費用 1,000円
（当日支払）

あさがおの苗の無料配布〜「み
どりのカーテン」で節電しまし
ょう〜

問合せ 生涯学習課文化財担当

株（苗の生育状況に応じて配布数の変更あ
り） 問合せ 環境課☎（5246）1323

シルバー人材センターの催し

※別途入館料（ 一般300円・小中高生
100円）が必要

申込方法 往復はがき（1

面玄関脇

場所 区役所正

定員 200人（先着順）※1人2

リサイクル

●パソコン講座①「インターネットででき

人1枚）に催し名・住所・氏名（ふりがな）

ること」 ②「写真の取込みと整理」

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先

日程（全3回）①6月2日㈮・6日㈫・9日㈮

月4日㈰ ②11日㈰

へ※複数名の記入、往復はがきでないも

②6月12日㈪・19日㈪・22日㈭ 時間 午
前10時～正午 定員 各9人（抽選）

可、天候により中止の場合あり

のは無効
申込締切日 5月25日㈭（消印有効）

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

場所・問合せ 〒110－0012

後3時

時間 午前10時～午

場所 花川戸公園※車での来場不

出店数（予定）①30店

②20店

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

出店料 各2,000円

泉3－18－4 一葉記念館

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

☎（3873）0004

合せ先へ

①フリーマーケット推進ネットワーク

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

☎048（268）8711

月5日㈪・15日㈭午前10時～11時、11

②タイムマシーンカンパニー

時～正午 定員 各5人（抽選）

☎050（3616）3300

台東区竜

第1回革小物手作り教室
「ネックレス型カードケース」
小さな子供と一緒に、家族で入場できま

日時 6月24日㈯午後1時30分～3時30分

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

問合せ 台東区清掃リサイクル課

す。 日時 7月5日㈬午前10時30分開場、

対象 区内在住か在勤の小学5年生以上の方

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

☎（5246）1291

11時開演（1時間程度） 場所 生涯学習セ

※小学生は保護者同伴 定員 10人（抽選）

相談内容を書いて下記問合せ先へ

●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで

ンターミレニアムホール

講師 高見澤篤氏（ものづくり工房）

出演 鵜木絵里

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ボランティア体験」 日時 6月10日㈯午前

（ソプラノ）
、上田じん（トランペット）、

費用 1,000円（勤労者サービスセンター

対象 区内在住の原則60歳以上の方

10時～正午 場所 東上野区民館302集会

礒絵里子（バイオリン）
、浜まゆみ（マリ

会員は500円） 申込方法 往復はがきに教

申込締切日 5月22日㈪※募集数に達しな

室 定員 10人（先着順）

ンバ）
、白石光隆（ピアノ） 曲目 トルコ行

室名・住所・氏名（ふりがな）
・年代・電

進曲（モーツァルト）
、オペラ「アイーダ」

話番号、会員の方は会員番号を書いて下記

より凱旋行進曲（ベルディ）
、
愛の挨拶（エ

問合せ先へ

ル ガ ー） ほ か

入場料（全席指定）大 人

申込締切日 6月3日㈯（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

2,000円、0歳～小学生1,000円※大人の

1－36－2 産業研修センター

みの入場不可 入場券 チケットぴあ（☎

☎（3872）6780

0570−02−9999、Pコード326−367）
、
イープラス、生涯学習センター、下記財団
事務局で販売中

問合せ （公財）台東区

芸術文化財団☎（5828）7591

ミッフィーこどもミュージカル
ミッフィーのおたんじょうび

台東区橋場

日本・デンマーク外交関係樹立
150周年交流推進事業 隈研吾
小さな建築展、子供ワークショ
ップ「小さな建築」をつくって
みよう！

い場合、5月23日㈫以降に電話で受付
場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050

1－5－5 台東区シルバー人材センター

●「都市鉱山からつくる！みんなのメダル

☎（3864）3338

プロジェクト」に台東区は参加しています

スマートフォン使い方講習会
日時 6月8～29日の木曜日（全4回）午後

4月1日から、リサイクル金属を活用して、

1時30分～3時30分

東京オリンピック・パラリンピック2020

歳以上の方

対象 区内在住の60

申込締切日 5月25日㈭

場所・問合せ 三筋老人福祉館

大会のメダルを作成する「都市鉱山からつ
くる！みんなのメダルプロジェクト」
（東
京2020組織委員会主催）が開始され、台

☎（3866）2417

東区は参加して回収を行っています。

浅草文化観光センターやデンマーク アン

図書館のこども室から

日時 8月10日㈭①午前10時開場、10時

デルセン博物館の設計者である建築家・隈

30分開演 ②午後1時30分開場、2時開演

研吾氏の設計コンセプトを主要なテーマと

場所 浅草公会堂

した展示会と子供ワークショップを行いま

●石浜図書館えいがとおはなし会「ころわ

センター、環境ふれあい館ひまわり、生涯

す。

んと こいのぼり」ほか

学習センター、台東清掃事務所

出演 ミッフィー、ボリ

ス、バーバラ、グランティ、歌のおねえさ

回収場所 台東地区センター（いきいきプラ

ザ）
、区役所本庁舎、谷中防災コミュニティ
日時 5月17日

回収品目

【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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定員 30人（先着順） 費用 プール

フジゴルフセンター（江東区木場）

スマートフォン・携帯電話・PHS、デジ

学生

タルカメラ、ポータブルビデオカメラ、電

利用料で参加可

申込方法 氏名・年齢・

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方

子辞書、ポータブルカーナビ、携帯ゲーム

性別・電話番号を電話かファックスで下記

定員 30人（抽選・初めての方優先）

いて下記問合せ先へ

機、卓上計算機、ACアダプター、携帯音

問合せ先へ

講師 台東区ゴルフ連盟講師団

問合せ 〒111－8621

楽プレーヤー※個人情報は必ず消去して

学校温水プール☎・ FAX （3874）3019

費用 10,000円（8回分）※別途練習場の

生涯学習課学習館☎（5246）5812

から出してください。一度ボックスに投

問合せ 台東区スポーツ振興課

ボール代が必要

入した小型家電は、返却できません。

☎（5246）5853

名・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・

場所・問合せ 都立浅草高等

（ふりがな）
・年齢・電話番号（昼間）を書
生涯学習センター

申込方法 はがきに教室

5月は消費者月間です

電話番号（自宅と携帯）
、在勤の方は勤務

問合せ 清掃リサイクル課

区民体育祭「水泳大会」

☎（5246）1291

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「ビオトープ開放」
自然や生き物と触れ合えるプログラムを
行っています。

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

開放日時 毎週火曜日午

先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

区内の消費者団体が日ごろの活動や研究の
成果を発表します。 場所 生涯学習セン

申込締切日 5月26日 ㈮（ 必 着 ） 問合せ
日時 6月25日㈰午前9時受付開始

島温水プール

場所 清

対象 区内在住か在勤・在学

の高校生以上の方※学生スポーツ団体に登

〒111－0024 台東区今戸1－1－10

ター1階アトリウム

台東リバーサイドスポーツセンター

・消費者月間パネル展 期間 5月23日㈫～

☎（3872）3181

28日㈰
・手作りコーナー 日時 ①5月27日㈯午後

録している大学生は不可 費用 一般1,000

前10時30分～11時30分、毎週金曜日午

円、高校・大学生500円

後3時～4時 場所 精華公園ビオトープ

校生の部・一般1部（30歳以下）
・一般2

※汚れてもよい服装で参加、未就学児は保

部（31～40歳）
・一般3部（41歳以上）
、

種別 男子は高

たいとうやまびこ塾

1時～4時 ②28日㈰午後1時～4時
内容 ①手拭いでポケットティッシュケー

●だれでもできるモダンジャズダンス

ス作り体験 ②新聞紙スリッパ・キッチン

護者同伴、天候により中止の場合あり

女子は高校生の部・一般の部

日時 6月9～23日の金曜日（全3回）午前

ペーパーマスク作り体験

問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習

メートル背泳、50メートルバタフライ、

10時～11時30分

会場で受付※材料がなくなり次第終了

室☎（3866）2011

50・100メートル自由形、50・100メー

習支援ボランティア） 申込締切日 5月23

問合せ くらしの相談課消費者担当

トル平泳、200メートルメドレーリレー、

日㈫（必着）

☎（5246）1144

200メートルリレー

●健康体操・太極拳 日時 6月13～27日

友好都市南会津町より「東武新
型特急リバティ会津で行く可憐
なひめさゆり観賞と初夏の味覚
さくらんぼ狩りツアー」（1泊2
日）
日程 ①6月23日㈮～24日㈯

～2日㈰

②7月1日㈯

定員 各40人（先着順） 費用 1

室3人は16,500円、1室2人は18,500円
（1泊4食・交通費含む、大人・子ども同額）
※1人での申込みの場合は相部屋、1人1室
の利用は23,500円※詳しくは、区ホーム

種目 50

申込方法 申込書（下

記問合せ先で配布、区ホームページからダ

の火曜日（全3回）午前10時～正午

ウンロード可）に記入し、台東区水泳協会

講師 高橋礼子氏（学習支援ボランティア）

事務局か下記問合せ先へ

申込締切日 5月26日㈮（必着）

15日㈭

申込締切日 6月

場所 生涯学習センター3階312リハーサル

室

日時 6月18日㈰午前9時30分～午後1時
場所 柳北スポーツプラザ

ラシをご覧ください。

申込締切日時 ①6

か在勤・在学の20歳以上の方 定員 100

月9日㈮午後5時 ②6月17日㈯午後5時

人（先着順）※当日の健康状態チェックや

☎0120－915221

り、参加できない種目あり

問合せ 南会津町商工観光課

スト、健康・栄養相談、体験スポーツ会

内容 体力テ

☎0241（62）6200

持ち物 運動できる服装、屋内用・屋外用

台東区都市交流課☎（5246）1016

運動靴、飲み物、タオル
15日㈪～6月9日㈮

申込期間 5月

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

日時 6月10日㈯午前10時30分～11時50

初心者ゴルフ教室

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児
定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

ゴルフクラブの握り方やコースでのマナー

そびほか※女性保護者向けのワークショッ

など、基礎から学びます。 日時 6月8日

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・

～7月6日の月・木曜日（6月15日を除く

玉姫児童館職員

・全8回）午後6時30分～8時30分

問合せ先へ

申込方法 電話か直接下記

申込開始日 5月12日㈮

場所 台東リバーサイドスポーツセンター、

問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学習セン

日時 6月3日㈯午後1時～4時30分
場所 区役所10階1004会議室

対象 おお

むね35歳未満の方 定員 20人（先着順）

申込方法 ①③電話か直接

を書いて下記問合せ先へ

一瞬で選ばれる印象力を身につける（面接

台東区東上野6－16－8

対策・模擬面接） 申込方法 希望セミナー

清島温水プール

名・住所・氏名・年齢・電話番号を電話か

☎（3842）5353

問合せ 産

FAX （5246）1139

です。

日時 5月27日㈯・28日㈰（全2

回）午前11時40分～午後0時30分
対象 区内在住か在勤・在学の小学4年～中

【正】650円（横山大観記念館団体入館料）

費用 100円（3回分・保険料）

第2期
曜日 クラス

問合せ 生涯学習課☎（5246）5852

硬式テニス教室

時間

定員

期間 7月12日 ㈬ ～9月21

受講料

日㈭ 対象 区内在住か在
勤・在学で高校生以上の方
持ち物
（未経験者不可）
初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円
運動できる服装・運動靴・
初級③ 午後1時30分～3時
15人
ラケット 申込方法 往復
初級④ 午後5時55分～7時25分
15人 15,000円 はがき（1人1枚1クラス、
重複申込無効）に教室名・
中級A 午前9時30分～11時
30人
木曜
希望クラス・住所・氏名
中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人
（ふりがな）
・年齢・電話番
12,000円
号、在勤（学）の方は勤務
中級C 午後1時30分～3時
15人
先（学校）名・所在地・電
中級D 午後3時15分～4時45分
30人
話番号を書いて下記問合せ
中級E 午後5時55分～7時25分
15人
先へ（抽選） 申込締切日
中級F 午後7時30分～9時
30人 15,000円 5月21日㈰（必着）
場所・問合せ 〒111−0024
中級G 午後5時55分～7時25分
15人
台東区今戸1−1−10
台
水曜
上級 午後7時30分～9時
15人 17,000円 東リバーサイドスポーツセ
※上級クラスを初めて受講する方は、6月21日㈬午後7時のレベ ンター☎（3872）3181
初級① 午前9時10分～10時40分

15人

ルチェックが必要

日時

対象

定員

費用
申込締切日
（保険料含む）

3歳以上の未就 各24人
学児
（抽選）

②幼児の為の水泳
Aクラス午後2時～3時
教室
Bクラス午後3時～4時

③成人水泳教室
6月6～20日の火曜日午後2時～3時
（初心者クロール）

中学生以上の方

4,000円

5月19日㈮
（必着）

各20人
500円
当日受付可
（先着順）（利用料別途）

20人
④障害者水泳教室 5月30日～6月20日の火曜日（全4回）
高校生以上の方
（抽選）
指導者養成講座 午後6時30分～8時30分

無料

5月15日㈪
（必着）

子ども家庭支援センターの催し

業振興課☎（5246）1152

体力・泳力レベルに合わせたクラス別指導

観記念館入館料）

定員 各15人（抽選） 持ち物 動

きやすい服装、飲み物、タオル、靴下

500円
はがきに教室名・住所・氏 ①アクアダンス45 6月7日㈬・21日㈬午後7時～7時45分、 16歳以上の方 各20人
当日受付可
（先着順）（利用料別途）
12日㈪午前10時～10時45分
名・年齢・性別・電話番号
6月3～17日の土曜日（全3回）
場所・問合せ 〒110－0015

都立浅草高校温水プール
「小中学生2日間連続水泳教室」

教室名

下記問合せ先へ ②④往復

内容 カラーで知る自分力発見（自己分析）
、

ファックスで右記問合せ先へ

上の方

びして訂正します。
【誤】一般550円、小学生200円（横山大

水泳教室

ター4階）☎（5246）5816

「若者」就活力アップセミナー

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以

対象 区内在住

ADL（日常生活活動テスト）の結果によ

分 場所 生涯学習センター4階こども室

座」の「費用」に誤りがありました。おわ

午前9時～午後5時）☎（5246）5853

交流課、区民事務所・同分室で配布するチ

男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

広報たいとう4月20日号6面の「文化財講

習センター5階、土・日曜日・祝日を除く

第11回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ

申込方法 当日

おわびと訂正

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

問合せ スポーツ振興課（生涯学

ページか区役所１階ロビー・9階①番都市

申込み・問合せ みなみやま観光㈱

講師 小野明子氏（学

催し名

日時

対象（保護者同伴）

定員
申込開始日
（先着順）

場所・申込み・問合せ

歌って笑って親 6月8日㈭
区内在住の0～3歳の子供
子ゴスペル
午前10時45分～11時45分

60組

5月20日 日本堤子ども家庭支援センター「に
㈯
こにこひろば」☎（5824）2535

あつまれ！元気 6月8日㈭
っこ体操
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳6か月～3
歳の子供

25組

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

パパと子のふれ 6月3日㈯
愛ハグサイズ 午後2時～2時45分

区内在住の3～8か月の子
供と父親

20組

5月20日 寿子ども家庭支援センター「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。

