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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。

催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど

朝倉彫塑館から

●生誕140年特別展「アトリエの朝倉文夫」
時 5月28日㈰まで
●入館者対象イベント
・昇降台稼働　時 3月1日㈬、4月5日㈬、
5月3日㈷午後2時（10分程度）
・ギャラリートーク　
時 3月15日㈬、4月19日㈬、5月17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）　入場料 一般500円、小中
高生250円　休館日 月・木曜日（祝休日
と重なる場合は翌日）※入館時は靴を脱い
で靴下着用　場・問 朝倉彫塑館
TEL（3821）4549

台東区障害者作品展
「森の中の展覧会」
時 3月8日㈬～12日㈰午前10時～午後5
時（最終日は3時まで、入場は閉館30分
前まで）　場上野の森美術館（上野公園1
−2）　問文化振興課
TEL（5246）1153

東京・春・音楽祭2023	ミニ・
コンサート「桜の街の音楽会」
時 3月13日㈪午後0時30分（20分程度）
場生涯学習センター　出演 おとりお（木

管三重奏）渡辺繁弥（Cl）、坪谷陸（Fg）、
高橋早紀（Ob）　問東京・春・音楽祭サ
ポートデスク TEL（6221）2016
台東区文化振興課 TEL（5246）1153

連携都市	滋賀県長浜市
長浜曳山まつりパネル展
時 3月2日㈭～12日㈰午前9時～午後8時
場浅草文化観光センター7階　
問滋賀県長浜市観光振興課
TEL 0749（65）6521
台東区都市交流課 TEL（5246）1016

平和に関するパネル展

平和の尊さを後世に伝えるため、空襲等に
関するパネル展を行います。 
時 3月9日㈭～15日㈬（最終日は午後4時
まで）　
場区役所1階ロビー
問総務課 TEL（5246）1052

一葉記念館から

展示替えのため臨時休館します。 時 3月
13日㈪～17日㈮　場・問 一葉記念館
TEL（3873）0004

〜花の心プロジェクト〜

●第27回花と緑のふれあい広場　
時 3月18日㈯・
19日㈰午前10
時～午後3時、
②は各日午後2
時　場 環境ふ
れあい館ひまわ
り1階・7階、精華公園　定（先着順）①②
各100人　内①寄せ植え体験コーナー
②花苗の無料配布　③丸太切り体験コーナー
④作品・写真展示　⑤園芸相談コーナー
※催しものの時間等詳しくは、下記問合せ
先へ。③は材料がなくなり次第終了。
●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16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（区HPから申込可）
締 3月27日㈪（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問〒110−8615　台東区役所環境課
TEL（5246）1323

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー
クをやってみよう」　時 3月18日㈯午後2
時～4時　場東上野区民館　定 7人（先着
順）　費 100円（材料費）　申・問 清掃リ
サイクル課 TEL（5246）1018
●フリーマーケット出店者募集　時 3月
19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）40店　出店料 2,000円
※区民は会HPから予約で1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く）リサイクル推
進友の会（午前10時～午後4時）※会HP
か当日会場で申込み TEL（3412）6857
問台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1018
●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
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。ご利用ください。
ゆずります　テレビ台、座布団4枚、テー
ブル、ベビーカー、お琴、エレクトーン
ゆずってください　ソファ・いす、ブルー
レイハードディスク、ピアノ
※上記の情報は2月9日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間午前10時～午後4時　
問環境ふれあい館ひまわり3階生活家電ご
み持込窓口 TEL（3866）8361

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）の電話番号申込みの記入例

●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適切なマスクの着用等、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。

問合せ 〒111−8621　生涯学習センター生涯学習課 TEL（5246）5851（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）

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

3月16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

6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

産後ママのための
骨盤メンテナンスヨガ

3月15日㈬
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月までの
子供

15組 
(先着順)

2月20日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL（3834）4577

発達を促す運動遊び 3月17日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の5～8か月の
子供

7組 
(先着順)

2月27日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
TEL（3841）4631

プレママさんいらっ
しゃい♪おなかの赤
ちゃんとひろば体験

3月8日㈬
午前10時45分～11時45分

区内在住の妊娠5か月以上
の方

8組 
(先着順)

2月20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

●40周年記念第40回定期演奏会　時 3月26日㈰午後1時開場、1時30分開演　場浅草公会堂※入場整理券は3月1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番教育委員会庶務課、各区民事務所・同分室、
各地区センターにて配布　曲目 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲(ワーグナー) ほか
●団員・初級教室生・養成教室生募集

台東区ジュニアオーケストラ

団員 初級教室 養成教室

練習日 毎週土曜日、毎月第3日曜日
※夏冬春季休みに強化練習あり 毎週土曜日※夏冬春季休み中の平日練習あり

会場 浅草小学校音楽室　（台東区花川戸1−14−15）
対象

（5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）

内容
・オーケストラ曲の練習
・年数回の演奏会を実施
・夏休みに3泊4日の合宿を実施

・弦楽器の合奏練習
・次年度の継続可
・年1～2回演奏会に参加

・弦楽器の個人レッスン（レッスン以
　外の時間は初級教室の練習に参加）
・次年度の継続不可
・年1～2回演奏会に参加

オーディション
日時

4月8日㈯午後3時45分集合、
4時開始

4月15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15日㈯午後1時15分集合、
1時30分開始※保護者同伴

パート 弦・木管・金管・打楽器 弦（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ）
コントラバス（初級教室のみ）

申込締切日 4月6日㈭（必着） 4月13日㈭（必着）

申込方法 下記問合せ先へ電話で申込むか、申込用紙（生涯学習センター5階生涯学習課、区立小・中学校で配布、区HPか
らダウンロード可）に必要事項を記入し、下記問合せ先へ郵送か持参

費用 団員 年間12,000円　 初級・養成教室 年間6,000円

●ミニコンサート'23　時 3月26日㈰午後4時30分開場、5時開演　場生涯学習センターミレニアムホール　出演 川上彌榮子・大
野知子（構成・指揮）、寺﨑明日香（ピアノ）　曲目 どこかで春が　「サウンド・オブ・ミュージック」より ほか
●団員募集（随時）　場生涯学習センター　対区内在住か在学の小学2年～中学生　費月額1,000円（楽譜代等、自己負担あり）　
練習日時水・土曜日午後4時30分～7時
※入団生は上記に代えて月２～3回午後3時30分～5時の初期練習があります。　

台東区上野の森ジュニア合唱団
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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。

ことぶき教室（前期）	
時（全10回）4～9月　場老人福祉センタ
ー、かがやき長寿ひろば入谷（入谷区民館）、
橋場老人福祉館、三筋老人福祉館　対区
内在住の60歳以上の方　定各10人（抽
選）　費実費（教材費）　申上記場所ほか
で配布する申込書に記入し直接会場に提出

（下記問合せ先に郵送も可）※申込書は老
人福祉センターHPからダウンロード可　
締 3月23日㈭（必着）※教室等詳しくは、
申込書をご覧になるか下記二次元コードか
らご確認ください。 
問〒110−0015　
台東区東上野2−25−14
老人福祉センター
TEL（3833）6541

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　持持ち物　申申込方法・申込み　締申込締切日　問問合せ凡例

【池波正太郎生誕100年記念】
熊切圭介写真展
「池波正太郎のリズム」
時 3月24日㈮～31日㈮午前9時～午後8時

（初日は午後1時から、
最終日は3時まで）
場生涯学習センター
1階アトリウム　
問中央図書館池波正
太郎記念文庫 TEL（5246）5915

文化の香りを下駄履きで
お楽しみイベント

内・時 ①津軽三味線コンサート・3月12日
㈰　②メゾソプラノコンサート・15日㈬　
③日本独自の話芸（活弁）活弁士による映
画公演・17日㈮①～③午後1時30分～2時
30分　対区内在住の60歳以上の方
定（先着順）①③各20人　②15人　
出演 ①橋本大

ひろ

輝
き

　②栗田真帆　③麻
あ

生
そう

八
や

咫
た

　申各会場で直接申込むか電話で下記問
合せ先へ　受付開始日時 2月28日㈫午前9
時　場・問 ①橋場老人福祉館
TEL（3876）2365　
②三筋老人福祉館 TEL（3866）2417
③老人福祉センター TEL（3833）6541

少年リーダー研修会

●研修生募集　グループゲームや野外活動
を通じ、青少年の成長を応援します。　
時第2土曜日（8月を除く）および夏季宿
泊研修、日帰りハイキング等　対区内在住
か在学の4月時点で小学4年～高校生年代
費小中学生2,600円、高校生年代3,650
円（宿泊研修やハイキング代別途）※申込
方法等詳しくは、区立小学校、生涯学習セ
ンター5階生涯学習課で配布する募集案内
をご覧ください。　締 3月27日㈪
●リー研フェスタ　少年リーダー研修会の
研修生と、楽しいゲームや工作を行います。
時 3月21日㈷午前10時～午後3時　場生
涯学習センター　内ゲーム、工作、研修生
活動報告等、研修生希望者申込受付

◆　以降、左記記事の共通項目　◆
問生涯学習課 TEL（5246）5821

あかちゃんえほんタイム

時 3月22日㈬午前11時　場生涯学習セン
ター　対区内在住の令和3年9月22日～4
年9月21日生まれの子供と保護者　定 8組
※子供1人につき1回まで　申直接下記問
合せ先カウンターまたは電話で申込み　
申込開始日 3月8日㈬※申込みは保護者に
限る。
問中央図書館
TEL（5246）5911

講座講座・・相談会相談会などなど講座講座・・相談会相談会などなど
グループ相談　①交際相手との
心のモヤモヤを語る・きく会　
②好きな人との暮らしのモヤモ
ヤを語る・きく会
時①3月11日㈯午後2時～4時　②18日
㈯午前10時～正午　定各8人（先着順）※
託児（1歳以上の未就学児）　申電話また
は記入例134・希望日時を入力してメ
ールで下記問合せ先へ※託児を希望の方は
子供の35を1週間前までに下記問合せ先
へ　 場・問 男女平等推進プラザ（生涯学
習センター4階）
TEL（5246)5822
Eメール byoudou@city.taito.tokyo.jp

産業研修センターの催し

●太極拳教室　 時（全15回）4月8日～8月
12日の土曜日午後3時～5時　対区内在
住か在勤の16歳以上の方　定 30人（抽
選）  講真下進氏　費 4,000円（初日に支
払い）　締 3月17日㈮（必着）　
●革工芸教室　 時（全15回）4月13日～6
年2月15日の木曜日午後1時30分～4時30
分　対区内在住か在勤の方　定 30人（抽
選）※2グループに分かれて各15人　
費 9,000円（15回分・初日に支払い）　
締 3月23日㈭（必着）　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

申往復はがきに記入例1～4・年代、在
勤の方は6～8を書いて下記問合せ先へ
場・問 〒111−0023　台東区橋場1−
36−2　産業研修センター
TEL（3872）6780

清島温水プール	水泳教室

●第1期	ジュニア水泳教室　水慣れから4
泳法までを目標にした、泳力別の長期型水
泳教室です。　時（全8回）4月20日・27日、
5月11日・18日・25日、6月1日・8日・
15日の木曜日Aクラスは午後4時30分～
5時30分、Bクラスは5時30分～6時30
分　対区内在住か在学（園）の年長～小
学生　定各40人（抽選）　講野村不動産
ライフ＆スポーツ㈱　費 8,500円（保険
料・利用料含む）　申清島温水プールHP
から申込み※定員に満たない場合は、締切
日以降もフロントで受付　締 3月26日㈰
午後9時　場・問 清島温水プール
TEL（3842）5353　

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　紙・木
工・電気工作を中心にものづくりへの関心を深め、さ
まざまな作品を完成させます。 時 4月15日㈯・16
日㈰（開講式）～6年3月　コース名・活動日時 土曜日
コースは第1・3土曜日午後2時～4時、日曜日午前コ
ースは第1・3日曜日午前10時～正午、日曜日午後コースは第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32人（抽選）　費 3,000円（教材費・保険料）　
締 3月24日㈮午後5時

●知る・作る・学ぶ講座　クラブ員募集　
時 5月～6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・保険料）
締 3月24日㈮

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場生涯学習センターほか　※施設見学等は実費　申それぞれの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 4月5日㈬～6月15日㈭の10回(5月3日・5日を除く)　対区内在住か在勤（学）
の高校生以上の方（未経験者不可）　持運動着、シューズ、ラケット　
申往復はがき（1人1枚・1クラス）に記入例1～5、在勤（学）の方は67を書
いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効　締 3月6日㈪（必着）　
場・問 〒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
TEL（3872）3181

曜日 クラス レッスン時間 定員 受講料

木曜

初級① 午前9時10分～10時40分 15人

12,000円初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人
初級③ 午後1時30分～3時 15人
初級④ 午後3時15分～4時45分 15人
初級⑤ 午後5時55分～7時25分 15人 15,000円
中級Ａ 午前9時30分～11時 30人

12,000円中級Ｂ 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級Ｃ 午後1時30分～3時 15人
中級Ｄ 午後3時15分～4時45分 15人
中級Ｅ 午後5時55分～7時25分 15人

15,000円中級Ｆ 午後7時30分～9時 30人

水曜 中級G 午後5時55分～7時25分  15人
上級 午後7時30分～9時 15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、3月22日㈬午後7時のレベルチェックが必要

第1期	硬式テニス教室第1期	硬式テニス教室

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・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

40人

中学生 10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 30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

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
2～3月出店自治体をご紹介します！2～3月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ	台東とは
　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、各地の魅力を発信する新しい形の
アンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品がそろい、懐かしいふるさとの魅
力に出会えます。
時午前10時～午後7時（水曜日定休）　
場台東区浅草4−36−5（千束通商店街内）

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、出店の中止または
営業時間の変更になる場合があります。

※マイバッグの持参にご協力をお願いします。
問ふるさと交流ショップ台東 TEL（3874）8827　
都市交流課 TEL（5246）1016

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

2月23日㈷～28日㈫ 高知県安芸市

3月2日㈭～7㈫ 新潟県魚沼市

3月9日㈭～21日㈷ 千束通商店街

3月23日㈭～28日㈫ 福島県矢祭町
▲過去のショップの様子（新潟県魚沼市）

出店情報▶︎

① ② ③


