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【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

など催しものなど催しもの など催しもの
おわびと訂正

広報たいとう2月5日号9面の「ママオト
～親子で楽しむ音楽会2020～」の入場料
に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

【誤】一般2,500円、3歳～小学生500円
【正】一般2,500円、3歳～小学生1,000円

問合せ 台東区芸術文化財団
ＴＥＬ（5828）7591

水害講話

日時 3月7日㈯午後2時～3時30分
場所谷中区民館　講師天達武史氏
問合せ 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

防災フェア

日時 3月14日㈯・15日㈰午前10時～午後
4時（15日は3時まで）　場所 生涯学習セ
ンター　内容防災パネル・防災用品の展示、
VR体験車（14日のみ）　問合せ 危機・災
害対策課 TEL （5246）1094

子ども家庭支援センター事業　
「わくわくひろばＤＥぐんぐんタ
イム～子ども家庭支援センター
をのぞいてみよう～」

日時 3月14日㈯午前10時～午後4時
対象 0～3歳の子供と保護者※詳しくは、
区HPをご覧になるか下記問合せ先へ
場所・問合せ 台東子ども家庭支援センタ

ー TEL （3834）4577

第38回浅草流
や ぶ さ め

鏑馬

日時 4月18日㈯午後1時～2時30分（荒天
中止）※草

くさじし

鹿は隅田公園山谷堀広場で午前
11時45分～午後0時45分に実施　場所隅
田公園特設会場※会場内は混雑が予想され
るため、入場規制を行います。
・間近でご覧になれる観覧券（記念品付
き）を販売します　価格 1席3,000円

販売開始日 3月2日㈪　 販売場所 区役所9
階③番観光課、浅草文化観光センター
問合せ 観光課 TEL （5246）1447

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」

日程・実演者（業種）3月7日㈯・8日㈰藤
井直行（袋物）、14日㈯・15日㈰上川善
嗣（東京銀器）、20日㈷～22日㈰坂井智
雄（看板彫刻）、28日㈯・29日㈰伊藤睦
子（印章彫刻）　時間 午前11時～午後5時　
場所・問合せ 江戸たいとう伝統工芸館
TEL （3842）1990　問合せ 産業振興課
TEL （5246）1131

台東ファッションザッカマルシェ

日時 3月13日㈮～15
日㈰午前11時～午後6
時　 場所 浅草ライオ
ンビルディングスタジ
オ（台東区雷門2－11－10）　問合せ 産業
振興課 TEL （5246）1143

朝倉彫塑館から

●常設展示内特集「『墓守』110年 朝倉文
夫の苦悩」　期間 3月4日㈬まで
●バックヤードツアー（要申込）　日時 3
月4日㈬・11日㈬午前9時25分（10分程
度）　定員 若干名　 申込締切日 各開催日の
1週間前　
●建築ツアー（申込不要）　日時 3月4日㈬・
11日㈬午後2時（30分程度）
●ギャラリートーク（申込不要）　日時 3
月18日㈬午後2時（30分程度）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料 一般500円、小中
高生250円　休館日 月・木曜日（祝休日
の場合は翌日）※入館時は靴を脱ぎ、靴下
着用　 場所・申込み・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

下町風俗資料館 開館時間延長
のお知らせ

期間 3月1日㈰～10月31日㈯

開館時間 午前9時30分～午後5時30分（入
館は5時まで）　入館料 一般300円、小中
高生100円　休館日 月曜日（祝休日の場
合は翌日）　問合せ 下町風俗資料館
TEL （3823）7451

日曜特別コンサート「声楽」

日時 3月29日㈰午後1時30分開場、2時開演　
出演佐々木美歌、松岡多恵、南あかり（藝
大大学院博士課程）ほか　曲目花（滝廉太
郎）、ふるさと（岡野貞一）ほか
入場料 500円※当日会場で午後1時30分か
ら販売※未就学児入場不可
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

一葉記念館 朗読サロン
「にごりえ」

日時 3月22日㈰午後1時30分（2時間程度）　
定員 60人（抽選）　出演津田千代子氏（朗
読家）　費用 1,000円（別途入館料が必要）　
申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名
・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書いて下
記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき
でないものは無効　 申込締切日 3月9日㈪

（必着）　 場所・問合せ 〒110－0012　台
東区竜泉3－18－4　一葉記念館
TEL （3873）0004

産業研修センターの催し

●ファッション・マーケティング講座　
「2020-21年・秋冬ニューヨークコレク
ション報告とニューヨーク、ヨーロッパの
グッズトレンド速報」　日時 3月27日㈮午
後6時30分～8時　対象 区内在住か在勤

（学）の方　定員 30人（抽選）　講師 布矢
千春氏（ファッションジャーナリスト）、  
鈴木雅子氏（ファッショングッズディレク
ター）　費用 1,000円（別途資料代300円
程度）　申込方法 講座名・住所・氏

ふりがな

名・年
代・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

（学校）名・所在地をはがきかファックス
またはメール（kensyuusenta@jcom.ho
me.ne.jp）で右記問合せ先へ
申込締切日 3月19日㈭（必着）

●太極拳教室　 日時（全15回）4月11日～
8月22日の土曜日午後3時～5時　対象 16
歳以上の区内在住か在勤の方　定員 30人

（抽選）　費用 4,000円（15回分・初日に
支払）　申込方法 往復はがきに教室名・住
所・氏

ふりがな

名･年代･電話番号、在勤の方は勤
務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月24日㈫（必着）
●革工芸教室　 日時（全30回）4月16日～
令和3年2月4日の木曜日　対象 区内在住
か在勤の方　定員 30人（抽選）
費用 18,000円（30回分・初日に支払）
申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏

ふりがな

名
･年代･電話番号、在勤の方は勤務先名・所
在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月26日㈭（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所・問合せ 〒111－0023　台東区橋場

1－36－2　産業研修センター
TEL （3872）6780
FAX（3871）9525

シニアライフ応援計画
企画のつくり方入門～私のやっ
てみたいことを実現しよう～

日時 3月29日㈰午後1時30分～4時
対象 おおむね50歳以上の区内在住か在勤
の方　定員 20人（抽選）　講師浦山絵里氏
申込方法 住所・氏名・電話番号を電話かは
がきで下記問合せ先へ　 申込締切日 3月13
日㈮（必着）
場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5821

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「ハンカチ・
バンダナを使った巾着づくり」　日時 3月
21日㈯午後2時～4時　場所清川区民館
定員 10人（先着順）　費用 200円（材料費）
申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）8050
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

クラブ名 対象 日時 内容 募集人数

わくわく国語ク
ラブ

小学3～
6年生

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

俳句・俳画作り、てん刻作り、朗読
等を通し、「話す」「聞く」「書く」「読
む」を楽しく学ぶ。

30人

中学生 20人

のびのび算数・
数学クラブ

小学4～
6年生

いろいろなパズルやゲーム等を通し
て楽しく学ぶ。数学検定への挑戦も
あり。

50人

中学生 30人

どきどき歴史・
文化探検隊

小学5年
～中学生

区内に残る歴史的文化遺産や史跡を
探検したり、伝統文化に触れたりし
ながら、郷土の歴史を学ぶ。

45人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Aコース 小学4年

～中学生

第2・4土曜日
午後2時～4時

物理・化学・生物・地学等興味深いテー
マ別に、観察・実験を行う。 30人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Bコース

第1・3土曜日
午後2時～4時

個人・グループでテーマを決めて、
観察・実験を行い、研究発表をする。 15人

なぜなぜクラブ 小学3～
6年生

第2・4水曜日
午後3時45分
～4時45分

身近な科学の疑問について、観察・
実験・おもしろ科学工作等を行う。 20人

自主学習支援事業
●台東区少年少女発明クラブ　クラブ員募集　木工・電気工作を通してものづくりへの
関心を高め、さまざまな作品を完成させます。　活動期間 4月18日㈯の開講式～令和3
年3月　コース名 ①土曜日コース　②日曜日コース　活動日時 ①第1・3土曜日午後2時
～4時　②第1・3日曜日午前10時～正午　対象区内在住か在学の4月現在で小学3年～
中学生　定員 各48人（抽選）　費用 3,000円（教材費・保険料）※施設見学等は実費　
申込方法 往復はがきにコース名・住所・氏名・電話番号・4月現在の学校名・学年・性別・
生年月日・2年4月18日現在の年齢・新規または継続の別・保護者氏名（要押印）を書
いて下記問合せ先へ
●知る・作る・学ぶ講座　クラブ員募集　 クラブ名等 下表のとおり　活動期間 4月25
日㈯開講式～令和3年3月　対象区内在住か在学で表中の「対象（2年4月現在）」に該
当する方　費用 800円～1,200円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費
申込方法 往復はがきの往信裏面に希望のクラブ名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
学校名・4月現在の学年・性別・生年月日・年齢・保護者氏名（要押印）、返信表面に住
所・氏名を書いて下記問合せ先へ（抽選）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センターほか　 申込締切日 3月27日㈮（必着）　問合せ 〒111－8621　
生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5815

台東区ジュニアオーケストラ

●団員・初級教室生・養成教室生募集

●第37回ファミリーコンサート　日時 3月29日㈰午後１時開場、１時30分開演
場所 浅草公会堂　 入場整理券 入場整理券2月27日㈭より生涯学習センター１階受付

（第１・3・5月曜日休館）、区役所6階⑨番庶務課、区民事務所・同分室、各地区セン
ターで配布　曲目「弦楽セレナードハ長調作品48」より「第１楽章」（チャイコフス
キー）、組曲「惑星」より「火星」「金星」「水星」「木星」（ホルスト）ほか

団員 初級教室 養成教室

練習日時

毎週土曜日午後4時～6
時30分、第3日曜日午後
1時～5時※夏・冬・春
季休みに強化練習あり

毎週土曜日午後1時30分～3時30分
※夏・冬・春季休み中も練習有り
※初級教室は主に合奏の練習を、養成教室は個

人レッスンと合奏練習を行います。

練習場所 浅草小学校音楽室（コミュニティ側の出入口から2階へ）

対象
（2年4月1日

現在）

区内在住か在学の小学4
年～中学生で、演奏技
能のある方

区内在住か在学の小学3～6年生で、多少楽譜が
読め、楽器を弾ける方（団員を目指して練習をす
る教室です）

パート 弦・木管・金管・打楽器 弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）、
コントラバス （初級教室のみ）

募集人数 若干名

オーディシ
ョン

4月4日㈯午後１時15分
集合、1時30分開始（課
題の演奏・面接）

4月11日㈯午後2時集合　
（養成教室終了後随時開
始）※保護者同伴

4月11日㈯ 午 後1時20分
集合、1時30分開始※保
護者同伴

自由曲の演奏（学校で演奏している曲等）・面接

申込方法 下記問合せ先へ電話するか、申込用紙（生涯学習センター5階生涯学習課、
区役所6階⑨番庶務課、区立小・中学校で配布）に記入し、郵送か持参

申込締切日 4月2日㈭（必着） ４月9日㈭（必着）

問合せ 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5851
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ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。
ゆずります　ハンドミキサー、いす2脚、
ひな人形（2段）、ハンガーラック
ゆずってください　軽アイゼン
※上記の情報は2月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
問合せ環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ TEL（3866）8361
●フリーマーケット出店者募集　日程①3
月15日㈰　②22日㈰　時間①午前9時～
午後4時　②午前8時～午後3時　場所花
川戸公園※車での来場不可、天候により中
止の場合あり　 出店数（予定）①30店
②20店　 出店料 ①2,000円※区民は会
HPから予約で1,500円　②1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時） TEL（3412）6857　②里彩く
るカエル倶楽部（午前10時～午後7時）
TEL 090（3068）3534
問合せ台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1291

～花の心プロジェクト～花とみ
どりの園芸講習会「春を彩るハ
ンギングバスケットを作ろう」

壁などに掛けて空中を花で飾る立体的な寄
せ植えを作ります。　日時4月11日㈯午
後１時30分　場所区役所10階会議室
対象区内在住か在勤の方　定員20人（抽
選）　講師樺澤智江氏（日本ハンギングバ
スケット協会本部講師）　費用3,000円
申込方法往復はがき（1人1枚）に催し名
・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下
記問合せ先へ（電子申請可）
申込締切日 3月23日㈪（必着）　問合せ環
境課 TEL（5246）1323

区民体育祭「ダンススポーツ」

日時3月22日㈰ 午後1時30分～5時30分
場所台東リバーサイドスポーツセンター
対象区内在住か在勤（学）の方※詳しくは、
大会要項（下記問合せ先で配布、区HPか
らダウンロード可）をご覧ください。
参加費 1人1,000円　申込方法当日台東区
ダンススポーツ連盟へ現地で申込み
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） TEL（5246）5853

たなかクラブスポーツまつり

日時3月15日㈰午前10時～午後3時
場所たなかスポーツプラザ　種目グラウン
ドは子供体力測定、体育館はフラダンス・
空手・太極拳・ビーチボールほか、3階小
体育館は入門ピラティス、3階会議室は健
康度チェック　持ち物室内履き
問合せたなかクラブ（木曜日午後1時30
分～5時、金曜日午後6時～8時）
TEL（3875）2860
スポーツ振興課 TEL（5246）5853

清島温水プール水泳教室

●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第1期　学
年、泳力別に分かれて行う、長期型の泳
力向上教室です。　 日程（全8回）4月4
日～5月23日の土曜日　時間Aクラスは午
後2時～3時、 Bクラスは3時～4時、Cク
ラスは4時30分～5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　定員各30人（抽選）　費用8,500
円（8回分・保険料含む）※レッスン後の
利用は延長料金が必要　申込方法往復はが

き（1人1枚1クラス）に教室名・希望クラ
ス（A・B・C）・住所・氏名・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、来館手続きあり
申込締切日 3月17日㈫（必着）　講師野村
不動産ライフ＆スポーツ
場所・問合せ〒110－0015　台東区東上

野6－16－8　清島温水プール
TEL（3842）5353

図書館のこども室から

●浅草橋分室　春のおはなし会　日時3月
7日㈯①午前11時　②午後3時　場所浅草
橋区民館　対象①0～3歳　②3歳～小学
生※未就学児は保護者同伴　問合せ中央
図書館 TEL（5246）5911
●あかちゃんえほんタイム　日時3月23
日㈪午前11時～11時30分　対象区内在
住の平成30年9月23日～令和元年9月22
日生まれの子供と保護者　定員15組（先
着順）※子供1人につき1回まで
申込開始日 3月9日㈪※申込みは保護者

に限る。中央図書館では受付しません。
場所・申込み・問合せ すこやかとしょしつ

（台東保健所3階）
TEL（3847）3087

企画展「吉原細見の世界Ⅱ」専
門員によるギャラリー・トーク

専門員が実際の展示品を見ながら浮世絵を
読み解きます。　日時3月8日㈰午後4時15
分～4時45分　定員20人（先着順）
場所・申込み・問合せ中央図書館
TEL（5246）5911

文化の香りを下
げ た

駄履きで

内容 日程 場所・問合せ
ジャズ歌謡
コンサート

3月11日
㈬

老人福祉センター
TEL（3833）6541

情熱の社交
ダンスショ
ー

3月14日
㈯

入谷老人福祉館
TEL（3873）9036

大道芸祭り 3月18日
㈬

橋場老人福祉館
TEL（3876）2365

シャンソン
コンサート

3月26日
㈭

三筋老人福祉館
TEL（3866）2417

時間午後1時30分　対象区内在住の60歳
以上の方

老人福祉センターの催し

●介護予防教室　日程（各全10回）4～6月　
時間①②③午前10時～11時30分　④10時
～11時

教室名 曜日 場所

面白脳トレ（ゲーム、
文学などを通じて脳
トレ）

火 ①橋場老人
福祉館

水 ②老人福祉
センター

セラバンドで筋力アッ
プ（筋力やバランス
感覚を整える体操）

火 ③三筋老人
福祉館

お口元気度アップ（口
の健康度のチェックと
体操）

火 ④入谷老人
福祉館

対象区内在住のおおむね65歳以上の方　

定員各20人（抽選）　費用実費（教材費）　
必要な物本人確認できる物（老人福祉施
設使用登録証、健康保険証等）、84円切手
申込方法老人福祉センター、各老人福祉館
で配布する申込用紙に記入して提出
申込締切日 3月28日㈯
●ゆとり教養講座「ヘルスケア」
日時3月17日㈫午後1時30分～3時
場所老人福祉センター　対象区内在住の
60歳以上の方　講師（公財）骨粗鬆症財団、
㈱ニチイ学館

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ老人福祉センター
TEL（3833）6541

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

3月のくらしに役立つ講座 

●40・50代からの生命保険との上手な付
き合い方～自分に必要な生命保険とは～
日時3月19日㈭午前10時30分～正午
講師NPO法人金融と証券を学習する会
●知っておきたい相続・遺言書のこと
日時3月23日㈪午後2時～3時30分
講師澤野芳夫氏（浅草公証役場公証人）
※手話通訳あり

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センター　対象区内在住か在
勤（学）の方　定員各40人（先着順）
※託児あり（6か月以上の未就学児・各6
人程度）　申込方法住所・氏名・電話（ファッ
クス）番号、在勤（学）の方は勤務先（学
校）名・所在地、託児希望の方は子供の氏
名・年齢・性別を電話かファックスで下記
問合せ先へ（電子申請可）
託児の申込締切日各開催日の一週間前
問合せくらしの相談課
TEL（5246）1144
FAX（5246）1139

性の多様性と人権～SOGIの視
点から多様性を学ぶ～

日時3月19日㈭午後6時30分～8時
場所生涯学習センター　定員100人（先
着順）　講師屋成和昭氏（㈱アウト・ジャ
パン代表取締役）
問合せ人権・男女共同参画課
TEL（5246）1116
FAX（5246）1139
Eメール jinkenkyoudou@city.taito.to
kyo.jp

台東区地域猫講演会「地域猫活
動の未来を考える」

区では、平成17年度から
地域猫の取り組みを開始
し、平成27年から4年連
続で子猫の殺処分数0を達
成しました。先進自治体
である横浜市磯子区の事例をもとに、地域
猫活動の将来像や新たな課題等を解説しま

す。　日時3月14日㈯午後2時～4時30分　
場所台東保健所3階大会議室
定員 80人（先着順）　講師黒澤泰氏（〈公
財〉神奈川県動物愛護協会常務理事）
問合せ台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

NPOのための個別相談

日程会計・税務は3月3日㈫、法律は12日
㈭、労務は17日㈫　時間午後2時～4時　
対象地域で活動する非営利団体　定員各2
組（先着順）　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
ックスまたはメールで下記問合せ先へ
申込締切日各開催日の1週間前
場所・問合せ台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7012
FAX（3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

無料建築相談室

日時3月5日㈭、4月9日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

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）

日時3月19日㈭午後1時30分～4時15分　
対象区内のマンション所有者　定員6組

（先着順）　相談員弁護士か一級建築士
申込締切日 3月17日㈫
場所・申込み・問合せ住宅課（区役所5階⑩
番） TEL（5246）1468

在宅介護特別講座

日時 3月17日㈫午前9時30分～午後0時
30分（初級）、2時～5時（上級）　場所三
ノ輪福祉センター2階　対象在宅で介護を
しているまたは介護に関心のある方
定員各15人　講師元松敏彦氏
申込方法 事業団HPから申込書をダウン
ロードし、電話かファックスまたはメール
で下記問合せ先へ　 申込締切日 3月9日㈪　
問合せ台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228
FAX（5603）2230
Eメール taito-jinzai@bz04.plala.or.jp

〈3月〉
1日 　江戸流しびな（隅田公園吾妻橋付

近）
18日　浅草観音示現会・金龍の舞（浅草
寺）
3月20日～4月12日　うえの桜まつり（上
野公園）
中旬～４月上旬 　隅田公園桜まつり（隅

田公園）
28・29日 　桜橋花まつり（隅田公園山谷

堀広場）

催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

親子で体育遊び1・2・3！
3月16日㈪
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の①1歳4
か月～2歳　②2歳
1か月～3歳の子供

各20組
(先着順)

2月27日
㈭

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL（5824）2535

ピーカブ―・リトミック
3月19日㈭
午前10時30分～11時15分、
11時30分～午後0時15分

区内在住の9か月
～3歳の子供

各25組
(先着順)

2月27日
㈭

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL（3834）4577

のびのびタイム
「春のお楽しみ会」

3月18日㈬
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳ま
での子供 なし なし

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
TEL（3841）4631

パパの日　Saturday
～パパと思いっきり遊ぼう～

3月14日㈯
午後2時～2時30分

区内在住の3歳ま
での子供 なし なし

日本堤子ども家庭支援セン
ター谷中分室「ぽかぽかひ
ろば」 TEL（3824）5532

子ども家庭支援センターの催し
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