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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
第35回桜橋花まつり～桜満開！
やっとみんなに会える春～

時・内 3月25日
㈯園児や生徒・地
元の皆さんによる
歌・踊り・楽器演
奏等、3月26日㈰
桜橋花のステージ（入場制限あり）　
場 隅田公園山谷堀広場※小雨決行　
出演 堀内孝雄ほか　問 桜橋花まつり実行
委員会（北部区民事務所清川分室）
TEL （3876）3566

VR体験・はしご車で防災を身近
に感じよう

時 3月11日㈯午前10時～午後4時、12日
㈰午前10時～午後3時　場 生涯学習セン

ター1階アトリウム、金竜公園
※詳しくは、区HPをご覧
ください。
問 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

台東区優秀技能者パネル展

4年度に受賞された7人について、パネル
でご紹介します。　時 3月15日㈬～27日
㈪　場 江戸たいとう伝統工芸館　
問 産業振興課 TEL （5246）1131

Zoomを体験してみよう！

自分のパソコンやスマートフォンで、Zoom
が利用できるよう講師が使い方を説明しま
す。　時 ①4月6日㈭　②10日㈪　③13日
㈭　④14日㈮　②④午前10時～11時　
①③午後2時～3時　場 ①谷中区民館　②
区役所10階会議室　③清川区民館　④台

東一丁目区民館　対 区内在住のおおむね
65歳以上の方　定 各10人程度（抽選）　
講 街のITボランティアの会　締 3月27日
㈪　 申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295　

企画展
「樋口一葉と和歌―かなの美―」
時 3月18日㈯～5月21日㈰　
●ワークショップ 一葉の和歌を鉛筆で書い
てみよう！　時 3月25日㈯午前9時30分～
午後3時30分（事前申込み不要、要入館料）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
入館料 一般300円、小中高生100円　
問・場 一葉記念館 TEL （3873）0004 

6年台東区二十歳の集い
実行委員募集

6年1月8日㈷に開催する二十歳の集いの
企画・司会進行・運営等を行う実行委員を
募集します。成人の日の思い出に、実行委
員になってみませんか。　対 区内在住の平
成15年4月2日～16年4月1日生まれの方
企画内容 記念品の選定、企画内容検討、式
典運営等　 会議日程 月1～2回程度（4月
下旬開始予定・水または木曜日を中心に夜
間の会議）　申 電話か下記
二次元コードから申込み　
締 3月27日㈪　
問 子育て・若者支援課
TEL（5246）1341

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

時（予定）3月12日㈰～4月4日㈫　場 区
役所1階台東アートギャラリー　展示作品
平成17年度台東区長賞受賞作品「抱かれ
てンのは確かにわたしだが、抱いてるわた
しは一体誰だろう？」（小池真奈美作）、平
成18年度台東区長賞受賞
作品「道」（岡地習子作）　
問 文化振興課
TEL （5246）1153

「ジェイソンから見た日本」
～外国人しか知らないニホン～

第1部 観光とカルチャー（外国人旅行者
と日本の文化、マナー、表現等の違い）
第2部 おもてなし英語（旅行者が話しかけ
られたらうれしい英会話の練習）　時 3月

16日㈭午後2時30分
～4時15分　場 ①浅
草文化観光センター
6階多目的スペース　
②オンライン配信　
定 ①30人　②300
人　講 ジェイソン・
ハンコック（俳優・タレント） 申 下記二
次元コードから申込むか記入例134を
電話かファクスで下記問合せ先へ　
締 3月15日㈬午後5時　問 観光課
TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

食の多様性対応セミナー
オンライン配信（Zoom）

時 3月20日㈪午後2
時～3時30分　
対 飲食・宿泊事業者
向け　定 300人
講 山下春幸氏（HAL 
YAMASHITAオー
ナー兼エグゼクティ
ブシェフ）　申 下記二次元コードから申込
むか記入例134を電話かファクスで下
記問合せ先へ　締 3月19日
㈰午後5時　問 観光課
TEL （5246）1447　
FAX（5246）1515

台東区地域猫講演会「動物の福
祉と虐待事案への対応」

区では、平成17年度に地域猫の取り組み
を開始してから、区内の野良猫の数は大幅
に減少し、平成27年度から6年連続で子
猫の殺処分数0を達成しました。　時 3月
21日㈷午後1時～3時30分　場 台東保健
所　講 田中亜紀氏（日本獣医生命科学大
学獣医学部准教授）　問 台東保健所生活衛
生課 TEL （3847）9437

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2023

催し名 ①春の植物で遊
んでみよう！

②レザーを活用☆
ネームプレートづくり

日時 3月25日㈯
午後2時～3時

3月30日㈭
午後2時～3時30分

場所 精華公園
ビオトープ

環境ふれあい館
ひまわり7階

対象
区内在住（学・園）
の5歳～小学2年
生※未就学児は
保護者同伴

区内在住（学）の
小学3年生以上
※針と糸を用いて
裁縫を行います。

定員 
（先着順） 10人 15人

※保護者の同伴は1人まで　費 ②のみ200
円　申 上記二次元コードから申込むか電話
で下記問合せ先へ　 受付開始日時 3月8日
㈬午前10時（電子申請の締切は前日午後5
時まで）※詳しくは、区HPのまわるん通
信をご確認ください。　
問 〒111−0051　台東区蔵前4−14−6
環境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

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。

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13日㈭
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の
①6か月までの子供
②7～11か月の子供

各8組
(先着順)

3月20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18日㈫
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月までの
子供

25組
(先着順)

3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

英語でスキンシップ
4月11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10組
(先着順)

3月20日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかフラダンス♪ 4月24日㈪
午前11時～11時45分 区内在住の3歳までの子供 8組

(先着順)
3月27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

令和5年度　台東区児童館幼児タイム
　児童館の幼児タイムでは平日の午前中、乳幼児親子を対
象に「手遊び」や「体操」、季節の行事など親子で楽しめ
るプログラムを行っています。
　さまざまな活動を通して、親子のふれあいやお友達づく
りをしませんか。
時 午前10時30分～11時30分　申 実施日の前日午前9時
30分～午後5時に電話または直接各児童館に予約　
問 各児童館か台東区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 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

よちよち 木 0～1歳 4月13日
ぐんぐん 金 2～3歳 4月14日

（出前児童館事業）
すくすく下谷

※金杉区民館下谷分館
木 0～3歳 4月13日

玉姫児童館
（清川2−22−13）
TEL （3874）6571

プチたま 水 0～3歳 4月12日

台東児童館
（台東1−11−5）
TEL （3832）8493

ぴよぴよ 水 ０歳 4月12日
のびのび 火 １～3歳 4月11日

（出前児童館事業）
すくすく

※浅草橋区民館
木 0～3歳 4月13日

池之端児童館
（池之端2−3−3）
TEL （3823）6644

スマイルベイビー 水 0～１歳 4月12日
ハッピーキッズ　 金 2～3歳 4月14日

松が谷児童館
（松が谷4−15−11）

TEL （3841）6734

りんご 水 0歳 4月12日
バナナ 金 1歳 4月14日
ぶどう 木 2～3歳 4月13日

今戸児童館
（今戸1−3−6）

TEL （3876）1656

ぷちてく 金 0歳 4月14日
てくてく 金 1歳 4月14日
とことこ 木 2～3歳 4月13日

寿児童館
（寿1−4−5）

TEL （3844）8602

ラッコ 水 0歳 4月12日
コアラ 木 1歳 4月13日
ひよこ 金 2～3歳 4月14日

（出前児童館事業）
サンサン

※小島公園
水 0～3歳 4月12日

谷中児童館
（谷中5−6−5）

TEL （3824）4043

いちご 金 0歳 4月14日
うさぎ 木 1歳 4月13日
パンダ 水 2～3歳 4月12日

▲観覧申込 ▲生配信申込

①▶︎ ②▶︎
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広報「たいとう」の記事で、費用の掲載のないものは「無料」です。
【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】携帯電話・スマートフォンは、頭に〈03〉をつけておかけください。

勤（学）の方は67、会員の方は会員番
号を書いて下記問合せ先へ　締 4月5日㈬

（必着）　問 〒111−0056　台東区小島2
−9−18　台東区産業振興事業団勤労者
サービスセンター TEL （5829）4123

おうちから参加！
いきいきZoomで体操教室　
※事前にZoom体験会を実施

（申込制）
時 4月18日㈫、5月29日㈪、6月28日㈬、
7月18日㈫、8月31日㈭、9月29日㈮、
10月23日㈪午後2時～3時※10月のみ午
前10時～11時　対 区内在住のおおむね
65歳以上の方　定 20人（抽選）　内 転倒
予防体操と健康ミニ講座　
申 下記二次元コードから申込み※Zoom
体験会を希望の方は電話で
下記問合せ先へ　
締 3月27日㈪
問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295

脳の健康教室

東北大学の川島隆太教授の研究成果を活用
した学習教室です。簡単な読み・書き・計
算を行います。 時（全20回）5月10日～9
月27日の水曜日午前9時30分～正午のう
ち40分程度　場 三筋老人福祉館　対 区内
在住の65歳以上で毎日10分程度の自宅学
習が可能な方　定 30人（抽選・1クラス
10人程度)　費 月額1,500円（計7.500
円）　申 老人福祉センター、かがやき長寿
ひろば入谷、各老人福祉館等で配布する申
込用紙に記入し提出。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30日㈭（必着）
※持参で申込みの際は、本人確認できる物

（老人福祉施設使用登録証、　国民健康保険
証等）、返信用の84円切手を持参してくだ
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

下谷青年学級 学級生募集

知的障害のある青年男女が、学習講座やバ
スハイク・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～6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

スポーツ少年団初心者教室
「サッカー」
時（全3回）4月9日・16日・23日の日曜日
午前10時～11時（受付は9時30分から）
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29年4月2
日～31年4月1日生まれの子供　費 800
円（3回分・保険料含む）※運動できる服
装で参加、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　申込期間 3月10日㈮～4月3日㈪
問 スポーツ振興課 TEL （5246）5853

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

フリーマーケット出店者募集

時 ①4月2日㈰午前10時～午後3時　②9
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）①②
各30店　出店料 ①②各2,000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）1018

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）①4月13日・27日、5月11日・
25日、6月8日・22日の木曜日 3・4歳コ
ースは午後2時30分～3時20分、5歳コー
スは3時40分～4時30分　②4月6日・20
日、5月18日、6月1日・15日・29日 の
木曜日 3～5歳コースは3時30分～4時30
分　場 たなかスポーツプラザ　対 区内在
住の平成29年4月2日～令和2年4月1日生
まれの子供　定（抽選）①各10人　②30人
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

区民体育祭

●ダンススポーツ大会　時 3月19日㈰　
場 台東リバーサイドスポーツセンター　
費 500円　締 3月19日㈰午後2時※申込
方法等詳しくは、区HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課 TEL （5246）5853

中央図書館　企画展
「貴重資料から見る台東区の道」
時 3月17日㈮～ 6月11日㈰
●ギャラリー・トーク　時 4月16日㈰午
後4時15分～45分　定 8人（先着順）　
申 事前に直接来館または電話で申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 中央図書館郷土担当
TEL （5246）5911

【池波正太郎生誕100年記念】
ポスター展・講座

●ポスター展　時 3月7日㈫午後1時～22
日㈬午後3時　場 つくばエクスプレス浅草
駅地下1階浅草ギャラリー

●「下町っ子、池波正太郎という生き方」
時 4月22日㈯午後1時30分開場、2時開演
場 生涯学習センター　定 100人（抽選）　
講 川本三郎氏（文藝評論家）　申 往復はが
き（1人1枚）に記入例1
～4を書いて下記問合せ先
へ（電子申請可）　
締 4月4日㈫（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 〒111−8621　中央図書館池波正太郎
記念文庫 TEL （5246）5915

根岸図書館 えいがとおはなし会
「レオ・レオニ　5つの名作集」
時 3月22日㈬午前10時30分～11時15

分、午後3時30分～4時15分　場 根岸社
会教育館ホール　対 幼児～小学生
定 10組（家族単位・先着順）※直接会場
へお越しください。　問 根岸図書館
TEL （3876）2101

石浜図書館　こどもえいが会

時 3月11日㈯午前10時～10時30分、11
時10分～11時45分　対 幼児～小学生
※未就学児は保護者同伴　
定 30人（先着順）　
内 くまのがっこう　ほか
場・問 石浜図書館
TEL （3876）0854

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

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（皮革産業資料館館長）　
費 600円（1回）　
申 電話で下記問合せ先へ
●中国語教室（初級）　時（全20回）4月21
日～7月5日の水・金曜日午後6時30分～
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6～8を書
いて下記問合せ先へ　締 3月31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　

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　内・時（全3回）①「初めて
のパソコン」4月5日㈬・7日㈮・12日㈬　
②「Windows10の基本」4月10日㈪・
13日㈭・17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「無料なんでも相談会」　時 4月
14日㈮・24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・希望日時・
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20
日㈪（必着）※募集数に達しない場合、
22日㈬以降電話で受付　
場・問 〒111−0015　台東区東上野1−
28−5　台東区シルバー人材センター
TEL （5817）4919

勤労者サービスセンターの催し

●パソコン講座「Excel2016データベー
ス活用講座」　 時（全5回）5月17日～6月
14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、Excel2016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

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室（第1期）」
時（全5回）4月9日・16日、5月7日・21日・
28日の日曜日、3歳コースは午前9時20
分～10時、4歳コースは10時20分～11
時、5歳コースは11時20分～正午　場 柳
北スポーツプラザ　対 区内在住の平成29
年4月2日～令和2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　

たなかクラブ教室（ヨガ、キッズ・
チアダンス、フラダンス）

①ヨガ教室　 時（全4回）4月6日・20日、
6月15日・29日の木曜日午後3時～4時
30分　費 4,000円（保険料含む）　　
②キッズ・チアダンス教室　時（全5回）4月
7日・21日、5月19日、6月16日・30日の
金曜日午後5時30分～6時30分　
費 3,000円（保険料含む）

③フラダンス教室　 時（全6回）4月14日・
28日、5月12日・26日、6月9日・23日
の金曜日午後6時～7時30分　費 6,000円

（保険料含む）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場 たなかスポーツプラザ　対 ①③区内在
住か在勤（学）の方　②区内在住か在学（園）
の4～10歳の子供　定 ①～③各20人（先
着順）　申 たなかクラブ（たなかスポーツ
プラザ内）に参加費を添えて直接申込み　
申込日時 ①③3月9日～30日の木曜日午後
1時～4時30分、10日・24日の金曜日午
後5時～6時30分　②3月9日～30日の木
曜日午後1時～4時30分、3日～31日の金
曜日午後5時～6時30分　
問 たなかクラブ
TEL （3875）2860　
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

清島温水プール 水泳教室

①子供のためのワンポイントレッスン　水
慣れからクロールのレベル別レッスンで
す。 時（全4回）4月2日～23日の日曜日午
前9時10分、9時35分、10時、10時30
分　対 区内在住か在学の3歳～小学3年生
定 各6人程度　費 利用料のみ
②GW短期水泳教室　泳力・学年別の短
期集中型の水泳教室です。　時（全3回）5月
3日～5日の水・木・金曜日Aクラスは午
前9時～10時、Bクラスは10時～11時、 
Cクラスは11時30分～午後0時30分　
対 区内在住か在学の子供でAクラスは3～
6歳の未就学児、 Bクラスは小学1・2年生、
Cクラスは小学3～6年生　定 各24人（抽
選）  費 4,000円（保険料・利用料含む）
締 4月8日㈯午後9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　申 ①
は当日午前9時より、プールサイドで申込
み　②は清島温水プール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　 場・問 清島温水プール
TEL （3842）5353


