
【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。

6　令和4（2022）年3月5日 広報

令和4年度　台東区児童館幼児タイム

催しものなど催しものなど
台東区長賞受賞者による記念演
奏の様子を配信します

令和２年度受賞者による演奏です。
受賞者 野村洸太朗（指揮）、長田和樹（フ
ァゴット）　 曲目 ドヴィエ
ンヌ、モーツァルト、レス
ピーギ　問 文化振興課
TEL （5246）1153

書道博物館から

●企画展「みんなが見たい優品展　パート

18　清朝碑学派の書―中村不折コレクシ
ョンから―」　時 3月15日㈫～6月12日㈰
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　場・問 書道博物館
TEL （3872）2645

朝倉彫塑館から

●常設展示内特集「朝倉文夫の意外な仕事
2」　時 3月11日㈮～6月1日㈬
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※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
休館日月・木曜日（祝休日の場合は翌日）
場・問 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

▲︎スター（文鎮）

一葉記念館から

展示替えのため臨時休館します。　時 3月
14日㈪～18日㈮　場・問 一葉記念館
TEL （3873）0004

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室 うきうき♪春のエコスクー
ル公募型イベント

催し名

①もったいない
マンさようなら！
自分だけのステ
ンシルエコバッ
グを作ろう☆

②ヒモをのぼっ
ていくよ！動く
おもちゃづくり

日時
3月26日㈯ 3月27日㈰

午後2時～３時30分

対象
区内在住（学）
の小学1～3年生
※小学1・2年生
は保護者同伴

区内在住（園）
の4歳以上の未
就学児と保護者

定員
（先着順） 15人 15組30人

費 ①のみ1人200円　申 記入例 1 ～ 6 ・
学年を電話かファクスで下記問合せ先へ
場・問 環境ふれあい館ひまわり環境学習
室 TEL （3866）2011
FAX（3866）8099

ミレニアムホール ふれあいコン
サート「おとあそび♪親子音楽
会」をYouTube台東区公式チャ
ンネルで動画配信します

新型コロナウイルス感染症対策のため、今
年度は動画での配信となります。
配信予定 3月20日㈰から
出演 東京藝術大学　 曲目 おはながわら
った、闘牛士の唄、うたえバンバン ほか
※詳しくは、区HPをご確
認ください。
問 生涯学習課
TEL （5246）5812

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 ①4月
3日㈰午前9時～午後3時　②10日㈰午前
10時～午後4時　場 花川戸公園※車での
来場不可、天候や実施団体の判断により中
止の場合あり　 出店数（予定）①50店　②
30店　出店料 ①②2,000円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） ①フリー

マーケット推進ネットワーク（午前9時～
午後6時） TEL 048（268）8711　②タ
イムマシーンカンパニー（午前10時～午
後6時） TEL 050（3616）3300
問 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

たなかスポーツプラザ「ちびっ
こスポーツアカデミー（第1期）」

時（全6回） 4月14日・28日、5月12日・
26日、6月9日・23日の木曜日、3・4歳
児コースは午後2時30分～3時20分、5・
6歳児コースは午後3時40分～4時30分　
場 たなかスポーツプラザ　対 区内在住の
平成28年4月2日～31年4月1日生まれの
子供　定 各10人（抽選）　申 電子申請
締 3月21日㈷※詳しくは、
区HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

企画展「塔」

浮世絵や絵はがき等の資
料を使って台東区の塔を
紹介します。　時 3月18
日㈮～6月12日㈰
●ギャラリー・トーク
展示品の見どころを図書
館員が解説します。　
時 4月24日㈰午後4時15分～4時45分
定 5人（先着順）　申 事前に直接下記問合
せ先へ来館、または電話で申込み
場・問 中央図書館 TEL （5246）5911

こうさく会
キャンドルでパンダをつくろう

時 3月23日㈬
午後3時～4時
対 小学生（図
書館に利用登
録のある方）　定 4人（抽選）　申 下記二
次元コードから申込むか直接下記問合せ先
カウンターへ　 申込期間 3
月5日㈯～13日㈰
場・問 根岸図書館
TEL （3876）2101

図書館のこども室から

●ノーテレビデーおはなし会　手遊びなど
をはさみながら、絵本の読み聞かせをしま
す。　 時 3月23日㈬午前11時　 場 生涯
学習センター　対 0～3歳の子供と保護者
定 6組（1組3人まで・先着順） 
受付開始日時 3月8日㈫午前9時　問 中央

図書館 TEL （5246）5911

講座・相談会など講座・相談会など

下谷青年学級 学級生募集

知的障害のある方が、学習講座やスポーツ
などの活動を通して交流や生活に必要な学
習を行います。　時 4月～5年3月日曜日

（月1回）　場 柏葉中学校または生涯学習セ
ンター　対 次のいずれかに該当する高校
生年代以上で知的障害がある方　①区内在
住か在勤（学）　②区立中学校特別支援学
級の卒業生　費 年間1,500円（教材費）
※活動内容により、別途（施設入場料・交
通費等）実費負担あり※詳しくは、下記問
合せ先へ　締 3月31日㈭　申・問 生涯学
習課 TEL （5246）5821

1 講座（催しもの）名　 2 郵便番号・住所　 3 氏名（ふりがな）　 4 電話（FAX）番号
5 年齢　 6 勤務先（学校）名　 7 勤務先（学校）の住所　 8 勤務先（学校）の電話番号

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

コンサートリーディン
グ

4月14日㈭
①午前10時30分　②11時

区内在住の①6か月ま
で の 子 供　 ②7～12
か月の子供

各6組
(先着順)

3月28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

くびれストレッチ
4月11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8か月まで
の子供

各8組
（先着順)

3月28日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

英語でスキンシップ
4月5日㈫
①午前10時15分～10時45分
②11時～11時30分

区内在住の①1歳4か
月 ～1歳11か 月 の 子
供　②2～3歳の子供

各7組
(先着順)

3月22日
㈫

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631
産後ママのからだケア
講座～始めよう！骨盤
ケア＆産後ヨガ～

4月26日㈫
午前11時～11時45分

区内在住の6か月～1
歳6か月の子供

5組
(先着順)

3月28日
㈪

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

●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
●区有施設等の利用時には、咳エチケットの徹底やマスクの着用等、ご協力をお願いします。
●区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。

児童館は遊びや体験を通して子供達の豊かな心を育
み、健全育成を推進する施設です。幼児タイムでは乳
幼児親子で楽しめるプログラムを行っています。
時 午前10時30分～正午　申 電話で各問合せ先へ
問 各児童館か社会福祉事業団児童課
TEL （5603）2229
※詳しくは、右記二次元コードよりご
確認ください。

児童館・問合せ 場所 クラス 曜日 対象 新年度開始日

千束児童館
（千束3－20－6）

TEL （3874）1714

千束児童館 よちよち 木 0～1歳 4月14日
ぐんぐん 金 2～3歳 4月15日

金杉区民館
下谷分館 すくすく下谷 木 0～3歳 4月14日

玉姫児童館
（清川2－22－13）

TEL （3874）6571
玉姫児童館 プチたま 水 0～3歳 4月13日

台東児童館
（台東1－11－5）

TEL （3832）8493
台東児童館 のびのび 火 １～3歳 4月12日

ぴよぴよ 水 ０歳 4月13日
浅草橋区民館 すくすく 木 0～3歳 4月14日

池之端児童館
（池之端2－3－3）

TEL （3823）6644
池之端児童

館
スマイルベイビー 水 0～１歳 4月13日
ハッピーキッズ 金 2～3歳 4月15日

松が谷児童館
（松が谷4－15－11）

TEL （3841）6734
松が谷児童

館
りんご 水 0歳 4月13日
ぶどう 木 2～3歳 4月14日
バナナ 金 1歳 4月15日

今戸児童館
（今戸1－3－6）

TEL （3876）1656
今戸児童館

とことこ 木 2～3歳 4月14日
ぷちてく 金 0歳 4月15日
てくてく 金 1歳 4月15日

寿児童館
（寿1－4－5）　

TEL （3844）8602
寿児童館

ラッコ 水 0歳 4月13日
コアラ 木 1歳 4月14日
ひよこ 金 2～3歳 4月15日

小島公園 サンサン 水 0～3歳 4月13日
谷中児童館

（谷中5－6－5）
TEL （3824）4043

谷中児童館
パンダ 水 2～3歳 4月13日
うさぎ 木 1歳 4月14日
いちご 金 0歳 4月15日

申込みの記入例
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自主学習支援事業

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座1　 内・時（全3回） ①「初
めてのワード」4月6日㈬・8日㈮・13日
㈬　②「Windows10の基本操作」4月
11日㈪・14日㈭・18日㈪①②午前10時
～正午※パソコン持参　定 各6人（抽選）
費 各3,000円（3回分）　申 往復はがき（1
人1枚）に記入例 1 ～ 5 を書いて下記問
合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」　時 4月
15日㈮・25日㈪午前10時～11時、11
時～正午　定 各5人（抽選）　申 往復はが
き（1人1枚）に記入例 1 ～ 5 ・希望時間
・相談内容を書いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住の60歳以上の方　締 3月18
日㈮※募集数に達しない場合、22日㈫以
降に電話で受付　場・問 〒111－0056
台東区小島１－5－5　台東区シルバー人
材センター TEL （3864）3338

産業研修センターの催し

●工作機械等個別技術講習　時 日曜日午
後1時30分～4時30分、第2・4水曜日午
後6時～9時　対 区内在住か在勤で工作機
械の経験のある方　定 各12人（先着順）
講 稲川實氏（皮革産業資料館副館長）
費 600円（1回）　申 電話で下記問合せ先
へ
●ファッション・マーケティング講座 20
22－23年秋冬ニューヨークファッション
トレンドとニューヨーク・ヨーロッパのグ
ッズトレンド速報　時 4月13日㈬午後6
時30分～8時　対 区内在住か在勤（学）
の方　定 30人（先着順）　講 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 １,000円（別途資料代300円程度）
申 記入例 1 ～ 4 、在勤（学）の方は 6
7 をはがきかファクスまたはメール（ken
syuusenta@jcom.home.ne.jp）で下
記問合せ先へ　締 4月6日㈬（必着）
●中国語教室（初級）　 時（全20回） 4月
22日～7月6日の水・金曜日午後6時30～
8時30分　対 区内在住か在勤（学）の方
定 20人（抽選）　費 6,000円（20回分）、
別途テキスト代　申 往復はがきに記入例
1 ～ 4 ・年代、在勤（学）の方は 6 7 を
書いて下記問合せ先へ　締 4月1日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 〒111－0023　台東区橋場1－36
－2　産業研修センター
TEL （3872）6780
FAX（3871）9525

勤労者サービスセンターの催し

●パソコン講座「Word　中級活用講座」
時（全5回） 5月18日～6月15日の水曜

日午後6時30分～8時30分　場 生涯学習
センター　対 区内在住か在勤（学）の方、
勤労者サービスセンター会員とその家族で、
Wordの基本操作ができる方　 定 12人

（抽選）　講 フォーティネットパソコンス
クール　費 4,000円（受講料5回分・サ
ービスセンター会員とその家族は別料金）、
1,500円（教材費）　申 はがき（1人1枚）
に記入例 1 ～ 5 、在勤（学）の方は 6 7 、
会員の方は会員番号を書いて下記問合せ
先へ　 締 4月1日㈮（必着）　 問 〒111－
0056　台東区小島2－9－18　台東区勤労
者サービスセンター TEL （5829）4123

～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」

時 4月24日㈰午後1時
場 区役所10階会議室
対 区内在住か在勤（学）
の方　定 20人（抽選）
講 樺澤智江氏（日本ハ
ンギングバスケット協会
本部講師）　費 3,000円　申 はがきに記
入例 1 ～ 5 を書いて下記問合せ先へ（電
子申請可）　締 4月4日㈪（必着）
問 〒110－8615　台東区役所環境課
TEL （5246）1323

初心者のためのスマホ・パソコ
ン相談会

時 ①4月9日㈯　②5月14日㈯　③6月11
日㈯①～③午前10時、11時　場 生涯学
習センター　定 各4人（抽選）※1回50
分以内、スマホ・ノートパソコン所持者は
持参　申 往復はがきに記入例 1 ～ 4 ・希
望日（①～③）・希望時間・スマホかパソ
コンを使ってやりたいことを書いて下記問
合せ先へ、またはメールでITボランティア
虹の会（itniji@yahoo.co.jp）へ申込み
締（必着） ①3月25日㈮　②4月28日㈭
③5月27日㈮　問 〒111－8621　生涯
学習センター生涯学習課
TEL （5246）5811

スポーツ少年団初心者教室

時（全3回） 4月10日・17日・24日の日
曜日午前10時～11時　場 台東リバーサ
イドスポーツセンター陸上競技場　対 区
内在住の平成28年4月2日～30年4月1日
生まれの子供　 申込期間 3月22日㈫～４
月4日㈪　費 800円（3回分・保険料含む
・初回に集金）※運動できる服装で参加、
小学生以下は保護者同伴　申 電話かメー
ル（yoshihisakosaka@ybb.ne.jp）で
申込み、ブルーファイターズサッカークラ
ブスポーツ少年団・小坂
TEL 090（2337）7636
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

都立浅草高等学校
温水プール水泳教室

時 3月26日㈯・27日㈰午後2時～2時50
分　対 区内在住か在勤（学）の高校生以
上の方　定 各30人(先着順)※内容等詳し
くは、区HPをご覧ください。　費 プール
利用料で参加可　持 水着、バスタオル等
申 記入例 1 ～ 5 ・性別を電話かファクス
で下記申込先へ　締 3月26日㈯午後1時
場・申・問 都立浅草高校温水プール
TEL ・ FAX（3874）3019
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室（第1期）」
時（全5回） 4月17日・24日、5月8日・

22日、6月5日の日曜日、3歳コースは午
前9時30分～10時30分、 4・5歳コース 
は11時～正午　場 柳北スポーツプラザ
対 区内在住の平成28年4月2日～31年4
月1日生まれの子供　定 各30人 (抽選)
申 電子申請　締 3月21日㈷
※詳しくは、区HPをご覧
ください。　問 スポーツ振
興課 TEL （5246）5853

ことぶき教室　（前期）

時 4～9月　対 区内在住の60歳以上の方
定 各10人（抽選）　費 実費（教材費）
申 老人福祉センター・各老人福祉館で配
布する申込用紙（老人福祉センターHPか
らダウンロード可）に記入し提出※郵送も
可（1人1教室）　 必要な物 本人確認でき
る物（老人福祉施設使用登録証か国民健康
保険証等）、84円切手
締 3月31日㈭（必着）

場所 ・ 問合せ 教室名 開催
曜日

時間
（※）

老人福祉センター
東上野2－25－14
TEL  （3833） 6541

唱歌・昭和歌謡 月 午後
スマートフォン 月 午後
カラオケ 火 午後
花とはな 火 午前
ヨガ 木 午前
茶道 木 午後
折り紙 木 午後
寄席演芸 金 午前
ポールウォーキング 金 午後

入谷区民館※1
(現在改築工事中)

スマートフォン 月 午前
カラオケ 水 午後
サルサ 木 午前
書道 金 午後
ストレッチ 金 午前

橋場老人福祉館
橋場1－36－2
TEL  （3876） 2365

花とはな 火 午後
絵手紙 木 午後
コーラス 金 午後
ストレッチ 金 午後
タブレット 土 午後

三筋老人福祉館
三筋2－16－4
TEL  （3866） 2417

ヨガ 月 午後
民謡 水 午後
背骨コンディ
ショニング 木 午前

書道 土 午後
タブレット 土 午前

（※）午前は午前11時～正午、午後は午後1
時30分～２時30分

（※1）4月から、入谷区民館を活用して事業
を実施します

たなかクラブスポーツ教室

●ヨガ教室　 時（全6回） 4月7日・21日、
5月19日、6月2日・16日・30日の木曜
日午後3時～4時30分
●フラダンス教室　 時（全6回） 4月8日・
22日、5月13日・27日、6月10日・24
日の金曜日午後6時～7時30分

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場 たなかスポーツプラザ
定 各20人（先着順）　費 各6,000円
申 たなかクラブ（たなかスポーツプラザ
内）に直接申込み
申込日時 3月10日～24日の木曜日午後1
時～4時30分、3月11日・25日の金曜
日午後5時～6時30分　問 たなかクラブ

（申込日時のみ）
TEL （3875）2860
問 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

社会福祉事業団　介護の日本語
講座　オンデマンド配信

①外
がいこくじん

国人介
かい

護
ご し

士編
へん

「外
がいこくじん

国人介
かい

護
ご し

士のための
日
に

本
ほん

語
ご

講
こう

座
ざ

」　②日本人介護士編「正確に
伝わる！介護現場で使う日本語」　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
日程 オンデマンド配信は3月31日㈭まで
講 飯塚弘幸氏（認知症介護研究・研修東
京センター研修主幹）　申 下記二次元コー
ドから申込むか、電話またはメールで下記
問合せ先へ
締 3月25日㈮
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228
Eメール taito-jinzai@bz04.plala.or.jp

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

午後2時～4時

俳句・書道・落語・アフレコ・
新聞記事の書き方等を通し、

「話す」「聞く」「書く」「読む」
を楽しく学ぶ

30人

中学生 10人

のびのび算数・
数学クラブ

小学4～
6年生

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

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

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

区内外の歴史文化遺産の見
学、地場産業や伝統技術の体
験等、本物に触れながら、歴
史文化を学ぶ

40人

台東科学クラブ
〈たんＱ〉

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

24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

●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16日㈯・17日㈰開講式～5年3月
コース名・活動日時 Aコースは第1・3土曜日午後2～

4時、Bコースは第2・4土曜日午後２時～４時、Cコースは第1・3日曜日午前10時
～正午、Dコースは第1・3日曜日午後２時～４時
対 区内在住か在学の4月現在で小学3年～中学生
定 各コース24人（抽選）　費 3,000円（教材費・傷害保険料）
※施設見学等は実費　締 3月25日㈮午後5時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場 生涯学習センターほか　申 各二次元コードから申込み※詳しくは、区HPをご覧く
ださい。　問 生涯学習課 TEL （5246）5815

時 日時・期間　場 場所・会場　対 対象　定 定員　内 内容　講 講師
費 費用・会費・参加料・金額　申 申込方法・申込み　持 持ち物　締 申込締切日　問 問合せ凡例

●知る・作る・学ぶ講座　クラブ員募集
時 5月～5年3月　対 区内在住か在学の
4月現在で下表の対象に該当する方
費 800円～1,200円（教材費・傷害保
険料）※施設見学等は実費
締 ３月31日㈭


