広報

（7） 平成30（2018）年 3月5日

催 し も の など
｢新成人を祝う会」実行委員募集

第 1200 号
●企画展「みんなが見たい優品展 パート

入館料 一般300円、小中高生100円

14 中村不折コレクションから 1か月

場所・問合せ 一葉記念館

限り！書道博物館の名品ずらり」 14回目

うんどう教室指導ボランティア
（地域指導員）養成講座

☎（3873）0004

を迎える恒例のリクエスト展。休館前のス

山谷堀公園に設置予定の健康遊具で行う、

朝倉彫塑館から

ペシャル企画として、書道博物館の名品等

高齢者を対象とした運動教室の指導者にな

を1か月限りで特別公開します。 日時 3

31年1月14日㈷に開催する「新成人を祝う

るための講座です。※山谷堀公園は改修工

月16日㈮～4月15日㈰午前9時30分～午

●特集展示「時代を創った人物5 島津の

事中のため、遊具の供用開始は4月初旬以

後4時30分（入館は4時まで）

気風」 期間 3月9日㈮～6月6日㈬※常設

降の予定です。

●ワークショップ「ステキな字に挑戦！」

展示内に「西郷どんのお殿様」島津氏の肖

午後2時～4時（事前説明会）
、4月18日㈬

色紙に書を書きます。 日時 4月1日㈰午

像彫刻を特集展示します。

開館時間 午

午前10時～午後4時（養成講座） 場所 台

前9時30分～午後4時 費用 100円（別途

前9時30分～午後4時30分（入館は4時ま

東リバーサイドスポーツセンター第1・2会

入館料が必要）

で） 入館料 一般500円、小中高生250円

議室 対象 区内在住でボランティアに関心

●ギャラリートーク 展示作品の解説をし

※入館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・

のある方 定員 20人（先着順）

日時（内容） 4月11日㈬

会」の企画・司会進行・運営等を行う実行

ます。 日時 ①3月25日㈰午前10時 ②

木曜日（祝日の場合は翌日）※3月26日㈪

申込締切日 3月30日㈮

委員を募集します。成人の日の思い出に応

4月1日㈰午前10時、午後1時30分

と4月2日㈪は臨時開館

申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

募してみませんか。 対象 区内在住の平成

定員 各20人（先着順） 申込方法 往復はが

10年4月2日～11年4月1日生まれの方

き（1人1枚）に希望日時・住所・氏名・

企画内容 記念品の選定、アトラクションの

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

企画、式典運営等

会議日程 月1～2回程

度（4月下旬開始予定） 申込方法 住所・
ふりがな

倉彫塑館☎（3821）4549

ふりがな

申込締切日 ①3月19日㈪

②3月26日㈪

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

高齢施設で従事する方を募集します。

します。

日時 4月14日㈯午前10時～正午

臨時開館日 3月26日㈪・4月2

入館料 一般500円、小中高生250円

日㈪

せ先へ

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）※3月

☎（3823）7451

問合せ 子

育て・若者支援課青少年担当
☎（5246）1341

台東区芸術文化支援制度対象企
画「居間さいきょうし
theater×地理人企画
台東区・西 京市同時開催芸術祭
『Fiction』
」キックオフイベント

場所・問合せ 〒110－0003

場所 特

別養護老人ホーム三ノ輪 対象 4月1日採

場所・問合せ 下町風俗資料館

用の新卒者、中途採用者

26日㈪、4月2日㈪は臨時開館

FAX （5246）1289

求職者向け施設めぐりん

花見の季節に合わせ、下記の期間臨時開館

ルアドレスを電話かファックスで下記問合
申込締切日 4月6日㈮

☎（5246）1295

下町風俗資料館が臨時開館しま
す

（必着）

氏名・生年月日・性別・電話番号・メー

場所・問合せ 朝

申込方法 住所・

氏名・電話番号を電話かメールで下記問合

産業研修センターの催し

台東区根岸

せ先へ

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

申込締切日 4月12日㈭

問合せ 台東区社会福祉事業団

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「ピアノ」

●工作機械等個別技術講習 靴、バッグ、

☎（5603）2228

ベルトなどを製作するための工作機械等の

u@bz03.plala.or.jp

Eメール taitojd-som

技術講習です。 日時 毎週日曜日午後1時

日時 4月19日㈭午後1時30分開場、2時開

30分～4時30分、第2・4水曜日午後6時

老人福祉センターの催し

台東区と架空の都市「西京市」を舞台に作

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

～9時 対象 区内在住か在勤の方 定員 各

られた空想の芸術祭『Fiction』
。西京市の

ル

10人程度（先着順） 講師 稲川實氏（皮革

●介護予防教室 日程 4～6月（各全10回）

地図を地理人が、芸術祭の音声作品を居間

生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

産業資料館副館長） 費用 1回600円

時間 ①②③午前10時～11時30分

前10時～11時

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

theaterが制作しました。そのお披露目会を

時30分から販売、未就学児の入場不可

申込方法 電話で下記問合せ先へ※随時登

行います。※詳しくは、
「居間 theater」ホー

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

録受付

ムページをご覧ください。 日時 3月20日㈫

往復はがきに「ピアノ」
・希望人数（2人

●中国語教室（初級） 日時 4月25日～7

午後5時～10時

まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方

月6日の水・金曜日（全20回）午後6時30

は勤務先名を書いて下記問合せ先へ

分～8時30分

場所 TAYORI（谷中3－

12－4） 参加アーティスト 今和泉隆行（地
理人）
、居間 theater

問合せ 居間 theater

宮武☎090（9991）7065
Eメール imatheater@chirijin.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

書道博物館から
●書道博物館は空調機器更新等工事のため

申込締切日 3月19日㈪（必着）

対象 区内在住か在勤・在
学の方 定員 20人（先着順）

問合せ 〒110－0004

費用 6,000円（20回分）※教材費別途

台東区下谷1－2

ふりがな

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

☎（5826）7125

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ

一葉記念館 春のコーナー展示
「樋口一葉の妹くに」展

先へ

申込締切日 4月4日㈬（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

教室名

曜日

④午

場所

①橋場老人
面白脳トレ（ゲーム、 水 福祉館
文学などを通じて脳
②老人福祉
トレ）
火
センター
セラバンドで筋力アッ
③三筋老人
プ（ 筋 力 や バ ラ ン ス 水
福祉館
感覚を整える体操）
お口元気度アップ（口
④入谷老人
の健康度のチェックと 水
福祉館
体操）

休館します ご迷惑をおかけしますが、ご

期間 4月8日㈰まで

理解・ご協力をお願いします。

午後4時30分（入館は4時まで）

1－36－2 産業研修センター

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日)

☎（3872）6780

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

期間 4月

16日㈪～9月25日㈫

台東区上野の森
ジュニア合唱団
●ミニコンサート 日時 3月25日㈰午後1
時30分開場、2時開演

場所 生涯学習セ

ンターミレニアムホール 曲目 桜の下で、
さくら（星野富弘詩）
、アリラン、花はい
ろ、新しい童謡、花

入場整理券 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番庶務課で配布中
●団員募集面接（4月期） 日時 4月14日
㈯午後4時 場所 生涯学習センター3階
対象 区内在住か在学の小学2年～中学生
費用 月1,000円※楽譜代等自己負担あり
面接内容 学校で歌っている歌を1曲歌唱
練習日時 水・土曜日午後4時30分～7時

※入団後しばらくは入門期間として土曜日
午後3時30分～5時

練習場所 生涯学習セ

ンター
夏期合宿（8月） 申込方法 下記問合せ先

主な活動 演奏会（9・12・3月）
、

へ電話か、申込書（生涯学習センター1階、
区役所6階⑨番庶務課で配布）に記入し、
郵送かファックスまたは持参
申込締切日 4月13日㈮（必着）

開館時間 午前9時～

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

台東区ジュニアオーケストラ
●第35回ファミリーコンサート 日時 3月

入場整理券 生涯学習センター1階受付（第

25日㈰午後1時開場、1時30分開演

1・3・5月曜日休館）
、区役所6階⑨番庶

場所 浅草公会堂

務課、区民事務所・同分室、地区センター

曲目 青少年のための管弦

楽入門（ブリテン）
、第六の幸福をもたら で配布中

団員

初級教室

養成教室

毎週土曜日午後1時30分～3時30分
※夏・冬・春季休みも練習あり

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
区内在住か在学の小学4 区内在住か在学の小学3 区内在住か在学の小学3
（30年4月 年～中学生で、演奏技能 ～6年生で、多少楽器が ～6年生で、多少楽器が
1日現在） のある方
弾け、合奏経験のある方 弾ける方
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

4月14日㈯午後2時集合 4月14日㈯午後1時20分集
4月 8日㈰午後１時 30分（養成教室終了後随時開 合、1時30分 開 始※保 護
オーディシ
集合、2時開始（課題の 始）※保護者同伴
者同伴
ョン
演奏・面接）
自由曲の演奏（学校で演奏している曲等）・面接
申込方法
申込締切日

●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教室です。簡単な読
み・書き・計算などを行います。
日時 4～9月の水曜日（全20回）午前中の
40分程度 場所 老人福祉センター

日10分程度の自宅学習が可能な方

●団員・初級教室生・養成教室生募集

練習場所

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

対象 区内在住のおおむね65歳以上で、毎

す宿（アーノルド）ほか

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

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

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
4月5日㈭（必着）

問合せ 〒111－8621 生涯学習センター生涯学習課☎（5246）5851

4月12日㈭（必着）
FAX （5246）5814

定員 30人（抽選） 費用 月額1,500円
申込締切日 4月7日㈯

●学習ボランティアサポーター募集 脳の
健康教室で、地域の元気な高齢者に対して
学習支援（助言や援助）を行うボランティ
アスタッフを募集します。
活動日時（全20回） ①4～9月

月の水曜日午前9時～正午

②10～3

活動場所 ①老

人福祉センター ②三筋老人福祉館
対象 区内在住のおおむね60歳までの方
定員 若干名

謝礼 1日1,000円

申込締切日 3月30日㈮（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

配布する申込用紙に記入し持参するか
ファックスで下記問合せ先へ
問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541
FAX （3839）5159

【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

平成30（2018）年 3月5日
～花の心プロジェクト～
園芸講習会「ハンギングバスケッ
トを作ってみよう！」

第 1200 号 （6）
池波正太郎記念文庫 自筆原稿展

スポーツひろば

シルバー人材センターの催し

●田原小・太極拳教室 日時 4月25日～7

ます。 期間 3月16日㈮～5月16日㈬※4

●パソコン講座①「初めてのワード」 ②
「初めてのエクセル」 日程（全3回）①4月

壁などに掛けて、空中

月11日の水曜日（全12回）午後7時15分

月20日㈮から展示する原稿が変わりま

3日㈫・6日㈮・10日㈫ ②4月9日㈪・

を花で飾る立体的な寄

～8時30分（7時受付） 場所 田原小学校3

す。

12日㈭・16日㈪

せ植えです。

階体育室 講師 水野冨士氏（陳式太極拳）

日時 4

月28日㈯①午前10時

「鬼平犯科帳」
「剣客商売」などをご紹介し

場所・問合せ 池波正太郎記念文庫

（中央図書館内）☎（5246）5915

時間 午前10時～正午

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回
分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

費用 3,000円（12回分・保険料含む）

図書館のこども室から

②午後1時30分

申込方法 費用を添えて次の①か②へ

場所 区役所10階1001

月28日㈬午後7時15分～8時15分・田原

会議室 対象 区内在住

小学校3階体育室 ②3月29日㈭～4月20

●根岸図書館影絵劇「三匹のこぶた」

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 4

か在勤の方

定員 各20人（抽選） 講師 樺

日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課

日時 3月28日㈬午前10時45分～11時30

月5日㈭・25日㈬午前10時～11時、午前

澤智江氏（日本ハンギングバスケット協会

（生涯学習センター５階、土・日曜日・祝

分、午後3時30分～4時15分※各15分前

11時～正午 定員 各5人（抽選）

①3

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話
番号を書いて下記問合せ先へ

公認講師） 費用 3,000円（材料費）

日を除く）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

●大正小・リズム体操教室

・希望時間（①か②）
・住所・氏名・年齢・

日㈮・25日㈮、6月22日㈮・29日㈮（全

60人※3月14日㈬から根岸図書館でチケッ

電話番号を書いて下記問合せへ（電子申請

4回）午後7時15分～8時30分（7時受付）

ト配布（先着順・家族単位で配布）

可） 申込締切日 4月9日㈪（必着）

場所 大正小学校地下体育館 講師 田中美
緒氏 費用 1,000円（4回分・保険料含む）

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

●石浜図書館にんぎょうげき「どうぞのい

申込締切日 3月20日㈫（必着）※募集数

問合せ 〒110−8615

台東区役所環境課

普及啓発・みどり担当☎（5246）1323

フリーマーケット出店者募集
日時 4月7日㈯午前10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
店

出店料 2,000円

出店数（予定）20

から入場開始 場所 根岸社会教育館
日時 5月18

に達しない場合、3月22日㈭以降に電話
で受付

小学校地下体育館 ②4月2日㈪～5月11

ホール 対象 幼児～小学校低学年

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課

定員 各100人※3月6日㈫から石浜図書館

センター☎（3864）3338

（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝

で整理券を配布（先着順・家族単位で配布)

日を除く）

場所 石浜橋場こども園

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日を除く午前10時～午後5時）

により変更・中止の場合あり 定員 各30

☎050（3616）3300

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室
内履き、飲み物、タオル

講 座・相 談 会 など

問合せ スポー

子供のための水泳ワンポイント
レッスン

相談受付団体・問合せ ITボランティア虹の

順） 講師 飯田亮瑠氏（ダイビーノン代表）

日時 3月16日㈮～22日㈭午前9時

時間 Aクラスは午前9時～10時、Bクラス

☎（5246）1116

～午後5時（最終日は1時まで） 場所 生涯

は午前10時～11時 対象 区内在住か在学

学習センター1階アトリウム

の3歳～小学3年生※未就学児は保護者同
伴 定員 各30人（先着順） 講師 野村不動

学クラブ〈たんQ〉
、なぜなぜクラブ

で参加可

●台東区少年少女発明クラブのクラブ員を
募集します 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21日㈯の開

講式～31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

☎（3842）5353

順） 費用 1日100円

小学3年～中学生 定員 各48人（抽選）

所・氏名・年齢・性別・電話番号を電話か

費用 3,000円（教材費・保険料）※施設

ファックスで下記申込先へ

見学等は実費

月23日㈮

申込方法 往復はがきに
ふりがな

月からの学校名・学年・新規もしくは継続

スポーツ振興課☎（5246）5853

の別・保護者氏名（要押印）を書いて下記
問合せ先へ
申込締切日 3月30日㈮（消印有効）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

たなかスポーツまつり
「たなかクラブ」スポーツ体験会
日時 3月25日㈰午前10時～午後3時
場所 たなかスポーツプラザ

体育館は卓球・バドミントン・太極拳・ボッ
チャ・ビーチボール・フラダンス・ピラティ
ス 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5時～8時）
☎（3875）2860
スポーツ振興課☎（5246）5853

☎（3866）8094

日時

対象

定員

費用

区内在住か在学・在園・
ステンドグラス風☆リメイ 3月25日㈰
10組
4歳以上の親子（大人1
無料
クガラスポット
午後1時30分～3時
（先着順）
人につき子供2人まで）
区内在住か在学の小学
太陽の力で夜もキラキラ★ 3月29日㈭
20人
生（3年生以下は保護者
100円
ソーラーランタン作り
午後2時～3時30分
（先着順）
同伴）

場所 台東リバー

※上記の他に申込不要のプログラムもあります。
場所 環境ふれあい館ひまわり7階集会室

在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

の袋等※汚れても良い服装で参加

申込方法 催し名・氏名・年齢・電話番号を

持ち物 筆記用具、
飲み物、
タオル、
持ち帰り用

申込方法 催し名・希望日時・参加者全員の氏名・4

月からの学年（年齢）
・電話番号・同伴者の有無を電話かファックスまたは直接下記問

電話かファックスで下記問合せ先へ（電子

合せ先へ 問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室（月曜日を除く午前10時〜午後

申請可） 問合せ スポーツ振興課

6時）☎（3866）2011

FAX （5246）5814

種目 グラウン

ドはティーボール・ターゲットバードゴルフ、

問合せ 台東区

サイドスポーツセンター 対象 区内在住か

☎（5246）5853

対象 小学3年～高校生

区内在住か在勤・在学
のぞいてワクワク☆万華鏡 3月24日㈯
20人
の方（未就学児は保護
100円
作り
午後2時～3時30分
（先着順）
者同伴）

スポーツボランティア
育成講習会
日時 3月29日㈭午後7時

7人（先着順）

区内在住か在勤・在学・
太陽の光で色が変わる！？
3月21日㈷
在園の4歳以上の方（未 20人
UVビーズでストラップを
100円
午後2時～3時30分 就学児は保護者同伴、（先着順）
作ろう★
3歳以下は入室不可）

申込締切日 3

高校温水プール（今戸1－8－13）

3月29日㈭午前10時～正午

催し名

場所・申込み・問合せ 都立浅草

☎・ FAX （3874）3019

どこでもポケットづくり

各7人（先着順）

●春のさくらまつり（要申込）

申込方法 催し名・住

20日現在の年齢・生年月日・電話番号・4

3月28日㈬～31日㈯午後2時～4時

問合せ 環境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

対象 区内在住か

コース名・住所・氏名・性別・30年4月

定員

さき布織り体験

場所 環境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

日時 3月24日㈯・25日㈰（全2回）午前11

対象 区内在住か在学の、30年4月現在で

日時

※上記の他の講座もあります。
詳しくは区ホームページをご覧ください。

都立浅草高校温水プール
小・中学生2日間連続水泳教室

在学の小学4年～中学生 定員 30人（先着

☎（5246）5821

FAX （5246）1139

催し名

場所・問合せ 清島温水プール

時～正午 場所 生涯学習センターほか

Eメール itniji@yahoo.co.jp

申込み・問合せ 台東区生涯学習課

●春のエコまつり（要申込）

申込方法 当日現地で申込み

時40分～午後0時30分

会

環境ふれあい館ひまわりの催し

費用 プール利用料

日午後2時～4時 ②第1・3日曜日午前10

申込方法 氏名・電話番号・相談内容を電話

かメールで下記申込先へ
※予約優先。相談利用月の前月から受付

す。

産ライフ＆スポーツ

の方は持参

定員 50人（先着

ラブの1年間の活動成果や作品を展示しま

ラブ、どきどき歴史・文化探検隊、台東科

涯学習センター※ノートパソコンをお持ち

場所 区役所10階研修室

問合せ 人権・男女共同参画課

くわく国語クラブ、のびのび算数・数学ク

時間 午前10時、11時（各50分） 場所 生

日時 3月19日㈪午後6時30分～8時

日程 4月8日～6月10日の日曜日（全10回）

クラブ名 わ

台

日程 4月14日㈯・5月12日㈯・6月9日㈯

性別で見る多様性と人権
～性別とか恋愛ってこんなに広
いの!?～

ツ振興課☎（5246）5853

場所・問合せ 〒111－0056

初心者のためのパソコン相談会

問合せ 石浜図書館☎（3876）0854

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

●子供たちの活動成果を展示します 各ク

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

す」 日時 3月27日㈫午前10時～11時、

①3

方※子供を連れての参加不可、学校行事等

自主学習支援事業について

相談内容を書いて下記問合せ先へ

午後3時～4時

申込方法 費用を添えて次の①か②へ

申込み・問合せ タ

掃リサイクル課☎（5246）1291

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

定員 各

月30日㈮午後7時15分～8時15分・大正

イムマシーンカンパニー（土・日曜日・祝
問合せ 台東区清

対象 幼児～小学生の子供と保護者

FAX （3866）8099

子ども家庭支援センターの催し
催し名
にこにこジャンプリト
ミック
赤ちゃんとの絆作り講
座～ベビーマッサージ
を用いて～

日時

対象（保護者同伴） 定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
4月3日㈫
区内在住の1～3歳 15組 3月20日㈫ 日本堤子ども家庭支援センター「に
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535
4月5日㈭
区内在住の0～8か 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
午前10時30分～11時30分 月の子供
（先着順）3月20日㈫ くわくひろば」☎（3834）4577

大きくなったかな

4月2日㈪
区 内 在 住 の0～3
午前10時30分～11時30分 歳の子供

なし

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。

なし

寿子ども家庭支援センター「のび
のびひろば」☎（3841）4631

