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催 し も の など

第 1191 号
台東区芸術文化支援制度対象企
画「花火」

10月5日号9面「催しものなど」に掲載

日時 12月9日㈯午後1時30分開場、2時開演
場所 浅草公会堂

出演 中川英二郎、佐藤秀

ふれ愛♥台東まつり（特別養護
老人ホーム台東主催）

也とサウンドシャワー、たいちゃんず、

地域の方々や特養に興味のある方、どなた

で行われる花火大会の会議の様子を描く演

名知玲美

でも参加できます。日時 11月19日㈰午前

劇公演を、実際に築100年を超える上野桜

円、当日2,000円

100年以上続く老舗の旅館を舞台に、そこ

おわびと訂正

リを目指し、名演奏を繰り広げます。

入場券（全席自由）前売1,500
前売券 チケットぴあ

10時～午後3時

内容 太鼓の演奏、落語

の下記記事の「日時」に誤りがありました。

木の市田邸で開催します。 日程 ①12月5

（ ☎0570－02－9999・Pコ ー ド343－

（かつしか落扇指南所）
、
新鮮野菜の詰合せ、

正しくは下記の通りです。おわびして訂正

日㈫・6日㈬・9日㈯・10日㈰・11日㈪

390）
、浅草公会堂、区役所9階④番文化

ホーム喫茶、射的・ヨーヨー釣りコーナー、

します。

②8日㈮・12日㈫・13日㈬ 時間 ①午後2
時、7時30分 ②午後7時30分 場所 市田

振興課、下記財団事務局で販売

大抽選会、施設見学会等※新鮮野菜の詰合

区内在住か在勤(学)の方を抽選で10人ご招待

せ・ホーム喫茶は有料、時間等詳しくは下

邸（上野桜木1－6－2） 入場券 一般2,500

はがきに「広報たいとう浅草JAZZコンテ

記問合せ先へ

円、学生2,200円（受付で学生証提示）
、

スト観覧希望」
・希望人数（2人まで）
・住

人ホーム台東☎（3834）4435

平日マチネ（昼公演）は300円引き※水

所・氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤

日時 10月21日㈯～11月5日㈰午前9時～

素74％ホームページで10月28日㈯から販

務先（学校）名・所在地を書いて下記問合

午後8時 場所 浅草文化観光センター7階

売 問合せ 水素74％田川

せ先へ

問合せ 都市交流課世界遺産担当

☎090（4810）1337

問合せ 〒110－0004

☎（5246）1193

台東区文化振興課☎（5246）1328

11（公財）台東区芸術文化財団

日時 12月6日㈬午前9時老人福祉センター

☎（5828）7591

前出発、午後5時帰着予定 対象 区内在住
の60歳以上の方 定員 46人（抽選）

区発足70周年記念事業
国立西洋美術館 世界文化遺産
登録1周年記念パネル展

男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
０歳児とのふれあいあそび」

台東アートギャラリーに「法隆
寺金堂壁画」の模写作品等を展
示します

日時 11月18日㈯午前10時30分～11時50

期間 11月10日㈮まで

分

東アートギャラリー

場所 生涯学習センター4階こども室

場所 区役所1階台
展示作品 「法隆寺金

ふりがな

申込締切日 11月10日㈮（必着）

台東区下谷1－2－

伝統芸能講座「初心者のための
狂言セミナー」
日程（全4回）①平成30年1月16日㈫

23日㈫ ③27日㈯ ④30日㈫

②

時間 ①

ゆとり教養講座「バスハイク山
梨県立リニア見学センターの見
学」

費用 3,378円（バス代・高速代・保険料・
入館料含む） 申込締切日 11月17日㈮
申込み・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

堂壁画6号壁 勢至菩薩」髙橋新三郎氏、
「法

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

隆寺金堂壁画6号壁 阿弥陀如来」新井政明

そびほか※女性保護者向けのワークショッ

氏、
「法隆寺金堂壁画6号壁 観音菩薩」藁

③喜多能楽堂（品川区） 対象 区内在住か

老人クラブの会員と一緒に、楽しく身体を

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・玉

谷実氏 問合せ 文化振興課

姫児童館職員

☎（5246）1153

在勤・在学の18歳以上で、全日程参加で
きる方 定員 30人（抽選） 内容 狂言の基

動かしましょう。 日時 12月1日㈮午前
10時（9時45分受付開始） 場所 台東リ

礎知識、代表的な演目の解説、喜多能楽堂
での鑑賞ほか 講師 山本泰太郎氏（狂言師

バーサイドスポーツセンター第2競技場

合せ先へ

申込方法 電話か直接下記問

申込開始日 10月20日㈮

朝倉彫塑館 開館50年特別展
猫百態―朝倉彫塑館の猫たち―

問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

②④午後6時30分～8時 ③午後0時30分

場所・問合せ 特別養護老

（狂言鑑賞） 場所 ①②④台東区民会館

輪投げ大会

対象 区内在住の60歳以上で、老人クラブ

・狂言方大蔵流） 費用 8,000円（4回分・

に未加入の方 定員 30人（先着順）

関連イベント 11月

狂言鑑賞代含む） 申込方法 はがき（1人1

問合せ 健康課☎（5246）1214

8日㈬昇降台稼動、15日㈬ギャラリートー

枚）に講座名・郵便番号・住所・氏名・年

ク※詳しくは朝倉彫塑館ホームページをご

齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤

豊後大野市に滞在して、その魅力を発信し

覧になるか下記問合せ先へ

務先（学校）名・所在地を書いて下記問合

●「花の心プロジェク

てくれるモニターを募集します。
実際に
「来

前9時30分～午後4時30分（入館は4時ま

せ先へ

ト」ハンギングバスケッ

て」
「見て」
「触れて」豊後大野を体験して

で） 入館料 一般500円、小中高生250円

問合せ 〒110－0004

ください。

※障害者手帳・特定疾患医療受給者証をお

－11（公財）台東区芸術文化財団

壁などに掛けて、空中

持ちの方とその介護者は無料 休館日 月・

☎（5828）7591

を花で飾る立体的な寄

友好都市大分県豊後大野市から
「お試し滞在モニター募集」

滞在期間 12月4日㈪～27日
㈬の間で希望する連続7日間 場所 豊後大

野市が指定するお試し滞在施設

対象 区

期間 12月24日㈰まで

開館時間 午

木曜日（祝日の場合は翌日）※入館時は靴

内在住の20歳〜60歳で、ブログ、facebo

を脱いで靴下着用

ok、インスタグラム等いずれかのSNSを

塑館☎（3821）4549

場所・問合せ 朝倉彫

個人的に開設している方※20歳未満同行
可 定員 1組（4人まで） 費用 滞在期間中

一葉記念館から

ふりがな

申込締切日 12月1日㈮（必着）

台東区下谷1－2

浅草・うた散歩－ファイナル－
～唱歌や童謡など懐かしい日本
の歌をあつめて～
表現力やハーモニーに定評のある女声アン

の食費、交通費、お試し滞在施設利用料を

園芸講習会

トを作ってみよう！

せ植えです。 日時 11
月25日㈯午後1時30分
〜3時30分

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
公認講師） 費用 3,000円（材料費）

サンブル「Ｊソロイスツ」を中心とし、第

申込締切日 11月13日㈪（必着）

17回奏楽堂日本歌曲コンクール第1位の

●松竹梅の寄せ植えをつくろう！

11月23日㈷～25日㈯は入館料無料

土崎譲氏（テノール）をゲストとして迎え、

日時 12月9日㈯午後1時30分～3時

申込方法 応募用紙（区ホームページ

①記念講演と朗読（要申込） 日程 11月23

より芸術性の高いプログラムを提供しま

定員 40人（抽選） 講師 上田良就氏（植物

からダウンロード可）に記入の上、郵送か

日㈷ 講師 講演は戸松泉氏（相模女子大学

す。また、歴史を感じられる浅草界隈のパ

研究家） 費用 2,000円（材料費）

ファックスまたは電子メールで下記申込先

名誉教授）
、朗読は水谷八重子氏（女優）

ネル展示も行い、歴史ある浅草・台東区に

申込締切日 11月27日㈪（必着）

②春日会による一葉小唄ごよみ

ゆかりのある企画内容としていきます。

除く施設利用料※自宅から豊後大野市まで
の交通費、お試し滞在施設利用料全額は助
成

へ

申込期間 11月1日㈬～22日㈬

●一葉祭

日時 11

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

月24日㈮午後1時、2時

日時 30年2月17日㈯午後2時開場、2時30

場所 区役所10階1001会議室

後大野市三重町市場1200 豊後大野市地

③文化ボランティアガイドといく「たけく

域創生課☎0974（22）1001

らべ」ゆかりの地めぐり（要申込）

分開演 場所 生涯学習センターミレニアム
ホール 出演 Jソロイスツ（女声アンサン

人1枚）に講座名・住所・氏名・年齢・電

申込み・問合せ 〒879－7198

FAX 0974（22）3361

大分県豊

Eメール bo063

話番号を書いて下記問合せ先へ（電子申請

1枚）に催し名（①か③）
・希望日時・住

草の唄、東京ブギウギほか

効

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

入場券（全席自由）3,000円※未就学児の入

境課普及啓発・みどり担当

合せ先へ※複数名の記入、往復はがきでな

場不可 前売券 チケットペイ、日本声楽家

☎（5246）1323

分、午後2時

問合せ 台東区都市交流課

☎（5246）1264

申込方法 往復はがき（1人

ふりがな

いものは無効、応募多数の場合抽選

協会（☎3821－5166）
、台東区生涯学習
センター、下記財団事務局で販売

申込締切日 11月1日㈬

日時 11月23日㈷午前9時30分～正午

●臨時開館・臨時休館・開館時間延長のお

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

場所 東浅草小学校体育館

知らせ 酉の市の開催に合わせ下記のとお

☎（5828）7591

対象 区内在住

か在学の小学3～6年生と保護者（2人1組）

り変更します。 臨時開館 11月6日㈪

※子供のみの参加不可、弟・妹であれば小

臨時休館 11月7日㈫

学1・2年生も一緒に参加可 定員 100組
（抽選） 工作内容 偏光板を使った万華鏡、
空気砲バズーカバージョン、ファラデー
モーター

申込方法 区立小学生は各学校

を通じて申込み、それ以外の方は電話で下

開館時間延長 11月6

日㈪・18日㈯・30日㈭は午後7時まで（入
館は午後6時30分まで）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒110－0012

台東区竜泉3－18

－4 一葉記念館☎（3873）0004

記問合せ先へ（電子申請可）※当日の様子
を写真・動画で撮影し、区の広報等で紹介

第37回浅草JAZZコンテスト

します。ご了承の上お申込みください。
申込締切日 11月2日㈭

問合せ 子育て・

若者支援課青少年担当☎（5246）1341

申込方法 往復はがき（1

ブル）
、土崎譲（テノール）
、山口佳代（ピ
アノ） 曲目 日本唱歌四季のメドレー、浅

日時（出発予定）11月25日㈯ 午 前10時30

000@city.bungoono.lg.jp

親子ふしぎ発見塾
～科学で遊ぼう～

在住か在勤の方

対象 区内

可）※複数名の記入、複数回の申込みは無
問合せ 〒110－8615

台東区役所環

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「ビオトープ開放」
ビオトープに暮らしている生き物や植物を
観察します。 日時 毎週火曜日午前10時

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

30分～11時30分、毎週金曜日午後3時～

日程・実演者（業種） 11月3日㈷～6日㈪

よい服装で参加、未就学児は保護者同伴、

4時 場所 精華公園ビオトープ※汚れても

片山晴夫（東京桐たんす）
、11日㈯・12

天候により中止の場合あり

日㈰田部井稔（金銀砂子画）
、18日㈯・

ふれあい館ひまわり環境学習室

19日㈰藤井直行（袋物）
、25日㈯・26日

☎（3866）2011

㈰石黒昭雄（東京銀器）
、30日㈭長尾次朗
（木版彫刻） 実演時間 午前11時～午後5

リサイクル

時

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

問合せ 環境

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

全国から予選を勝ち抜いたボーカル・バン

☎（3842）1990

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ド部門のジャズプレーヤーたちがグランプ

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

【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。
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ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

体育館※運動のしやすい服装でお越しくだ

※本がなくなり次第終了 場所 根岸社会

③1月30日㈫午前10時～正午 場所 ①台

パネルに掲示しています。

さい。 対象 区内在住（学）の小・中学生

教育館ホール 問合せ 根岸図書館

東保健所 ②区民館、地域包括支援センタ

ゆずります 電動マッサージチェア、テー

定員 10人（先着順） 費用 800円（2回分
・保険料） 申込期間 10月21日㈯～11月

☎（3876）2101

ブル、チェスト

ー等 ③区役所6階会議室 対象 区内在住
の50～60歳の方 内容 ①ころばぬ先の健

ゆずってください サークルベット、自転

14日㈫

車（18～20インチ）
、ベビーベット

会台東スポーツ少年団）☎（3805）9900

※上記の情報は10月1日現在の内容です。

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

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

講師・申込み 岩田正人氏（拳心

講 座・相 談 会 など

先輩サポーターよりメッセージ等
講師 ①宮畑豊氏（トレーニングセンターサ
ンプレイ代表） 申込締切日 11月24日㈮

くらしに役立つ講座

幼児のための水泳教室第4期

康体操の体験 ②活動見学（複数回） ③

申込み・問合せ 介護予防・地域支援課

お水慣れからクロールまでのレベル別グ

●本当に必要？その生命保険 日時 11月

日時 ①

ループレッスンです。 日程 12月3日㈰・

18日㈯午後2時～3時30分

11月19日㈰午前10時～午後4時 ②26

10日㈰・17日㈰（全3回） 時間 Aクラス

習センター301研修室

日㈰午前9時～午後5時 場所 花川戸公園

は午前9時～10時、Bクラスは午前10時～

命保険文化センター

※車での来場不可、天候により中止の場合

11時

対象 3歳以上の未就学児 定員 各
24人（抽選） 講師 野村不動産ライフ＆ス

●どう準備する、わが家の教育資金

日時 11月21日㈫午前10時～正午

日時 11月30日 ㈭ 午 前10時30分 ～11時

場所 生涯学習センター

出店料 ①2,000円（事前支払いした区内在

ポーツ 費用 4,000円（3回分・保険料含

30分 場所 生涯学習センター407研修室

在勤の方 定員 80人（先着順）※託児あ

住の方は1,500円） ②1,500円

む）※レッスン後の利用は延長料金が必要

講師 台東区消費生活相談員※託児あり（1

り（1歳以上の未就学児・10人） 講師 阿

申込み・問合せ ①リサイクル推進友の会

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名・

歳以上の未就学児・6人・先着順・締切11

部秀樹氏（臨床発達心理士スーパーバイ

（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後

希望クラス（AかB）
・住所・氏名・電話番

月21日㈫）

ザー） 申込締切日 11月17日㈮（託児希

ルショップ☎（3866）8361
●フリーマーケット出店者募集

あり

出店数（予定）①40店

②20店

4時まで）☎（3412）6857 ②里彩く

号・泳力レベルを書いて下記問合せ先へ

るカエル倶楽部（土・日曜日・祝日を除く

※往復はがき返信後、来館手続きあり

午前10時～午後7時まで）

申込締切日 11月14日㈫（必着）

☎090（3068）3534

場所・問合せ 〒110－0015

問合せ 台東区清

掃リサイクル課☎（5246）1291

霧ヶ峰学園宿泊バスツアー「八
ヶ岳アイス食べ放題といちのみ
や野菜つめ放題に桔梗屋アウト
レット等」
（1泊2日）
日程 11月18日㈯～19日㈰

場所 生涯学

講師 （公財）生

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の方

定員 各50

人（先着順） 申込方法 住所・氏名・電話

台東区東上

先（学校）名・所在地、託児希望の方は子

☎（3842）5353

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

問合せ くらしの相

ファッション・マーケティング
講座

族の青年忍者・丸子笹之助が巡っていく各
地。近江、甲斐、信濃、常陸、駿河、遠江、

日時 11月29日㈬午後6時30分～8時

含む、子供料金あり）※詳しくは、少年自

三河、尾張の舞台、その現在を紹介します。

対象 区内在住か在勤（学）の方

然の家霧ヶ峰学園ホームページをご覧くだ

期間 10月20日㈮～12月20日㈬

人（先着順） テーマ 2018年秋冬のファッ

㈱☎（5302）0200

家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257 台東
区学務課校外施設係☎（5246）1422

文庫☎（5246）5915

図書館のこども室から

工作教室「紙ひこうき」

定員 30

ショントレンドと市場予測～ヨーロッパ素

無料建築相談室
耐震診断、家の建替えやリフォーム、建物
日時 11月2日㈭・12月7

日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

マンションのトラブル・管理・
修繕に関する無料よろず相談室
（予約制）

材展から秋冬のファッション素材傾向の解

日時 11月16日㈭午後1時30分～4時15分

説～ 講師 諸橋利枝氏（ファッションコー

対象 区内のマンション所有者

ディネーター） 費用 1,000円

●読書週間イベント「本の福袋」 絵本や

☎（3842）2671

が応じます。

人 費用 大人17,000円（1泊4食・交通費

場所・問合せ 中央図書館池波正太郎記念

申込み・問合せ 松が谷福祉会館

の共同化など、建築に関する相談に建築士

か在勤の方 定員 45人※最小催行人数20

問合せ 少年自然の

望者は11月10日㈮）

FAX （5246）1139

武田信玄暗殺の密命をうけた、甲賀山中一

申込み・問合せ 富士急トラベル

対象 区内在住か

談課消費者担当☎（5246）1144

対象 区内在住

さい。

講演会「発達障害を学ぶ（入門
編）
」

（ファックス）番号、在勤（学）の方は勤務

野6－16－8 清島温水プール

池波正太郎記念文庫写真展
～池波作品の舞台は今！「夜の
戦士」～

☎（5246）1295

定員 6組

（1組45分程度、先着順） 相談員 弁護士

ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・年代・電話

か一級建築士

申込締切日 11月14日㈫

読み物などを、中身が分からないように包

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

日時 11月26日㈰午後1時30分～3時30分

んで貸出しします。また、中高生向けのグ

・所在地をはがきかファックスで下記問合

⑩番）☎（5246）1468

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

リーンコーナーでは、本の中の一文だけを

せ先へ

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

表示した「ヤミナベ本」を貸出しします。

年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材

※無くなり次第終了

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに

10月27日㈮、第2回は11月3日㈷

☎（3872）6780

場所 中央図書館こどもとしょしつ・グリー

FAX （3871）9525

ふりがな

「11月工作教室」希望・住所・氏名・電話
番号・学校（園）名・学年を書いて、下記

ンコーナー

問合せ先へ

☎（5246）5911

申込締切日 11月13日㈪（必

着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習セ
ンター生涯学習課☎（5246）5815

シッティングバレーボール体験
会

貸出開始日 第1回は

問合せ 中央図書館児童担当

●あかちゃんえほんタイム 日時 11月20
日㈪午前10時15分、11時 対象 区内在住
の平成28年5月20日～29年5月19日生ま

申込締切日 11月22日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター

期間 12月20日㈬まで

未来の輝くシニアライフのため
の体操ボランティア（ころばぬ
先の健康体操サポーター）養成
講座

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）
場とも同内容

ま行う6人制のバレーボールです。

中央図書館では受付しません。※申込みは
問合せ先へ

日時 11月4日㈯午前9時45分～11時30分
場所 たな

内用運動靴

申込締切日 11月22日㈬

申込み・問合せ スポーツ振興課

☎（5246）5853（電子申請可）

小・中学生のスポーツ初心者教
室「空手」
日程（全2回）①11月21日㈫
時間 午後7時～8時30分

②28日㈫

場所 谷中小学校

書館専門員） 問合せ 中央図書館郷土担当

3日

白鷺の舞（浅草寺境内）

6日

火渡りの神事（秋葉神社）

転倒予防体操を指導するボランティアにな

6・18・30日

るための養成講座です。運動が苦手という

23～25日

酉の市（鷲神社・長國寺）

一葉祭（一葉記念館）

方でも大丈夫です。 日時 ①11月29日㈬

25・26日

靴のめぐみ祭り市（玉姫稲荷

午前10時～正午 ②12月～30年1月ごろ

神社）

子ども家庭支援センターの催し

対象 区内在住か在勤

加ください。 持ち物 運動できる服装、屋

定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

<11月>

場所・問合せ 寿子ども家庭

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します

介助者が必要な方は介助者同伴の上、ご参

場所 生涯学習センター504教育研修室

申込開始日 10月27日㈮※

支援センター☎（3841）4631

（学）の方※健常者・障害者を問いません。

日時 12月14日㈭午後1時30分～2時

☎（5246）5911

保護者に限る。 申込方法 電話か直接下記

かスポーツプラザ

●専門員によるスライド・トーク

※子供1人につき1回まで※いずれの回・会

シッティングバレーボールとは、座ったま

日時 11月23日㈷午後2時～4時

企画展「台東区発足70周年記
念 定点写真と台東区の風景～
名所の記憶をさぐる～」

催し名

日時

にこにこ人形劇
11月29日㈬
「かえるくん・かえ
午前10時30分～11時30分
るくん」
一緒に歌おう！！音
11月16日㈭
楽の「わ」コンサー
午前10時45分～11時30分
ト
ピラティス

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

日本堤子ども家庭支援センター
区内在住の0～3歳の子 40組 10月27日
「にこにこひろば」
供
（先着順） ㈮
☎（5824）2535
台東子ども家庭支援センター
区内在住の0～3歳の子 100組 10月27日
「わくわくひろば」
供
（先着順） ㈮
☎（3834）4577

11月21日㈫
寿子ども家庭支援センター
区内在住の①0～5か月 各12組 10月27日
①午前10時15分～10時45分
「のびのびひろば」
②6～11か月の子供
（先着順） ㈮
②午前11時～11時30分
☎（3841）4631

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。

