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第 1193 号
松人形）
、30日㈯・31日㈰高瀬恒夫（仏

催 し も の など

像彫刻） 実演時間 午前11時～午後5時

初心者のためのスポーツ教室
「エアロビクス」

車椅子バスケットボール体験会

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

友好都市・南会津町「会津高原
4スキー場共通リフト1日券」を
抽選で300枚プレゼント

☎（3842）1990

日時 30年1月12日 ～2月23日 の 金 曜 日

（全7回）午後7時～9時 対象 区内在住か

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

在勤・在学の高校生以上の方

スポーツひろば

定員 50人（先着順） 申込開始日 11月21
日㈫ 持ち物 運動できる服装

利用可能スキー場 だいくらスキー場、南

●「田原小・ストレッチ教室」 日時 30年

郷スキー場、
高畑スキー場、
たかつえスキー

1月24日～2月28日の水曜日（全6回）午

申込締切日 30年1月9日㈫

場 対象 区内在住か在勤・在学の方

後7時15分～8時30分（7時受付）

場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス

申込方法 はがきに希望枚数（1グループ4

場所 田原小学校3階体育室

ふりがな

ポーツセンター☎（3872）3181

対象 区内在住

枚まで）
・住所・氏名・年齢・電話番号、

か在勤・在学の中学生以上の方

定員 30

トップアスリートと共にパラリンピック競

在勤（学）の方は勤務先名（学校名・学年）

人（先着順） 講師 中澤武士氏（㈱I企画・

技を体験しましょう。一般のバスケット

・所在地・電話番号を書いて下記問合せ先

北斗整骨院） 費用 1,500円（6回分・保
険料含む） 持ち物 運動できる服装、ヨガ

ボールと同じ1チーム5人でプレーし、同

●フリーマーケット出店者募集

じ高さのゴールにボールを入れる競技で

12月17日㈰ ②12月24日㈰

申込締切日 12月8日㈮（必着）

マットか厚手のバスマット、室内履き、飲

す。パラリンピック競技種目にもなってお

前10時～午後4時 ②午前9時～午後5時

問合せ 〒110−8615

み物、タオル※子供を連れての参加不可、

り、男子日本代表もリオ・パラリンピック

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

更衣室なし

に出場しました。 日時 12月23日㈷午後
1時～3時 場所 台東リバーサイドスポー

より中止の場合あり

②へ ①12月20日㈬午後7時30分～8時
30分・ 田原小3階体育室 ②12月21日㈭

ツセンター

支払いした区内在住の方は1,500円） ②

～30年1月19日㈮・スポーツ振興課（生

の方※健常者・障害者を問いません。介助

1,500円

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日・

者が必要な方は介助者同伴の上、ご参加く

推進友の会（土・日曜日・祝日を除く午前

し上げます。

10時～午後4時）☎（3412）6857 ②
里彩くるカエル倶楽部（土・日曜日・祝日

へ※当選発表は発送をもって代えます。
台東区役所都市交

流課☎（5246）1016

伝えよう親と子のふれあい広場
「子守唄・クリスマスの歌」

申込方法 参加費を添えて①か

リサイクル

40店 ②20店

対象 区内在住か在勤・在学

出店数（予定）①

出店料 ①2,000円（事前

申込み・問合せ ①リサイクル

年末年始を除く午前9時～午後5時）

ださい。 持ち物 運動できる服装、室内用

3時 場所 台東子ども家庭支援センター

●谷中小・ジャズダンス教室 日時 30年

運動靴、飲み物

対象 区内在住の未就学児と保護者・家族、

1月19日～3月2日の金曜日（2月16日を

ジの電子申請から申込むか電話で下記問合

を除く午前10時～午後7時）

妊娠中の方と家族、子守唄に関心のある方

除く・全6回）午後7時15分～8時30分（7

せ先へ

☎090（3068）3534

定員 100組（先着順） 講師 雨宮知子氏ほ

時受付） 場所 谷中小学校地下体育館

か

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

日時 12月9日㈯午後2時～

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

申込開始日 11月20日㈪

方 定員 30人（先着順） 講師 小野明子氏

問合せ 台東子ども家庭支援センター

費用 1,500円（6回分・保険料含む）

申込方法 区ホームペー

申込締切日 12月22日㈮

申込み・問合せ スポーツ振興課

日程 ①
時間 ①午

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）5853

☎（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

清島温水プール障害者優先利用
レーン「ハートフルスペース」
を導入します

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

☎（3834）4577

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

日本堤子ども家庭支援センター

タオル※子供を連れての参加不可

☎（5824）2535

申込方法 参加費を添えて①か②へ

①12

これからスポーツを始めたいと考えている

パネルに掲示しています。

寿子ども家庭支援センター

月1日㈮午後7時30分～8時30分・谷中小

障害のある方が安全・安心に水泳に親しめ

ゆずります ロードバイク、ダイニング

☎（3841）4631

地下体育館 ②12月4日㈪～30年1月12

るよう、12月から障害者優先利用レーン

テーブル、シングルベッド

日㈮・スポーツ振興課（生涯学習センター

「ハートフルスペース」
（2レーン）を導入し

ゆずってください 洗濯機、ビデオデッキ

5階、土・日曜日・祝日・年末年始を除く

ます。 日時 第2・4金曜日午後4時30分

（VHS）
、シャープテレビAQUOSリモコ

午前9時～午後5時）

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

～6時30分（年末年始・事業実施日を除く）

ンのみ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 区内在住か在勤の方

※上記の情報は11月1日現在の内容です。

木場良雄（江戸象牙）
、9日㈯・10日㈰星

※学校行事により変更･中止になる場合あ

水深 120センチメートル

詳しくは、下記へお問合せください。

野保（銅器）
、16日㈯・17日㈰茂上豊（江

り 問合せ スポーツ振興課

戸指物）
、23日㈷・24日㈰菊地之夫（市

☎（5246）5853

日程・実演者（業種） 12月2日㈯・3日㈰

子供から高齢者まで学べる

場所・問合せ 清島温水プール

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

☎（3842）5353

ルショップ☎（3866）8361

生涯学習ラーニングスクエア（第3期）

対象 区内在住か在勤・在学で、下表の「対象」に該当する方 申込方法 往復はがき（1枚1講座）に講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は
勤務先（学校）名・所在地・電話番号を書いて各会場へ（抽選）※親子対象の講座は、保護者と子供の氏名（ふりがな）・年齢・性別を書いてください（原則、1組は保護者・
子供各1人）
。親子対象講座で、ひとり遊びのできる子供の託児を希望する方は、
「託児希望」・保護者と子供の氏名（ふりがな）・年齢・性別を書いてください。
申込締切日12月18日㈪（必着） 問合せ 各会場へ

●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8
講座名

曜日 回数

☎（3842）5352

日時
対象
30年1月20日 ～2月24日
家庭で気軽に世界の料理を楽し
土 5 （2月10日を除く）
もう!
午前11時～午後1時30分 16歳以上
の方
1月17日～3月7日
初歩の透明水彩画
水 8
午後6時30分～8時30分
～スケッチを楽しむために～
4～7歳の
自分でさばいて、自分でつくる!
1月28日～3月11日
親子のお魚料理教室
日 5 （2月11日、
3月4日を除く）子 供 と 保
（託児あり）
午前11時～午後1時
護者

●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13
講座名

いけばな入門
～花に心を寄せて～
フランス史入門
〜お菓子で巡る歴史と文化〜
健康太極拳～24式を学ぶ～

曜日 回数

教材費

16人 5,500円
20人 1,500円
12組 5,000円

☎（3874）5450

日時
対象
定員 教材費
30年1月15日～3月12日
月 8 （2月12日を除く）
20人 6,400円
午後2時～4時
1月30日～3月20日
16歳以上
午後7時～9時
20人 1,000円
火 8
の方
※3月20日は社会教育セ
ンターで実施
1月19日～3月9日
25人 200円
金 8
午前10時～正午

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2
講座名
大人のための憲法入門
～具体的な事例から憲法を学
ぶ～
はじめてのクラシックギター
～ドレミから愛のロマンス（2
重奏）まで～
俳句を楽しもう!
～自分だけの一句を作る～
シニアライフセミナーくらし
～自分の居場所をゆたかにする～

定員

曜日 回数

☎（3861）5063

日時
30年2月3日～3月10日
土 5 （3月3日を除く）
午後1時～3時
木 8

1月11日～3月1日
午後2時～4時

1月12日～3月2日
午後2時～4時
1月10日～3月14日
水 10
午前10時～正午

金 8

対象

定員

教材費

24人 300円
16歳以上
20人 2,200円
の方
20人 500円
55歳以上
30人
の方

無料

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13

☎（3876）2103

講座名
曜日 回数
日時
みんなで歌おう!!カンツォーネ
30年1月19日～3月9日
～ナポリ民謡からグラミー賞 金 8
午後6時30分～8時30分
の曲まで～
1月15日～3月19日
（3月5日を除く）
午後6時30分～8時30分
韓国語とソウルの文化
～韓国料理とお正月イベント 月 10 ※2月12日 は 社 会 教 育 セ
ンターで実施
体験も～
※2月17日㈯正午～午後2
時は韓国文化院へ
1月16日～2月13日
台東区ゆかりの作家・作品研究
火 5
午後6時30分～8時30分
～一葉・鴎外・漱石を読む～
1月13日～3月10日
シニアライフセミナーいきがい
午後2時～4時
シニアいきがい学校
土 9
※2月3日午後1時〜4時は
～学びの楽しさ実感しよう～
根岸界隈で屋外学習

●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12
講座名

曜日 回数

対象

定員 教材費
30人 1,000円

16歳以上
24人 1,500円
の方

20人

無料

55歳以上
30人 1,100円
の方

☎（3873）4140

日時
対象
定員 教材費
30年1月21日～3月18日
書道
日 8 （2月11日を除く）
20人 2,000円
～穏やかな心を育む～
16歳以上
午後2時～4時
の方
1月12日～3月2日
らくらくウォーキング講座
金 8
20人 無料
～習慣化して楽しく健康に！～
午後2時～4時
4～7歳の
親子でリズム運動
1月13日～2月10日
～リズムを感じて身体遊び～ 土 5
子 供 と 保 15組 無料
午後2時～3時30分
(託児あり）
護者

●谷中区民館

※こちらの申込み・問合せは〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課☎ (5246) 5821

講座名
曜日 回数
日時
「いらいら」
「かりかり」
「かっ」
30年1月17日～2月21日
をふわっとときほぐす
水 6
午後7時～8時30分
～瞑想体験～

対象

定員 教材費

16歳以上
30人
の方

無料

【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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図書館のこども室から

第 1193 号 （6）
下町風俗資料館特別展
「下町の思い出 今年迎える周
年記念展」

勤労者サービスセンターの催し

●あかちゃんえほんタイム 日時 12月16

●日帰りバスツアー「新年 成田山新勝寺

日㈯午前10時15分、11時

ご参拝と昔懐かしい銚子電鉄レトロ電車の

場所 生涯学

第6回CAD入門講座
「RootPro CAD」
日時 30年1月16日㈫・17日㈬（全2回）

習センター4階和室さくら 対象 区内在住

旅」 日時 30年1月21日㈰午前7時30分区

期間 12月2日㈯～30年2月25日㈰

午後6時15分～8時45分

の平成28年6月16日～29年6月15日生ま

役所前出発、午後6時30分頃帰着予定（雨

入館料 一般300円、小中高生100円

か在勤・在学で全日程参加できる方

対象 区内在住

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）

天決行） 行先 開基1080周年成田山新勝寺

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）※特

定員 4人（抽選） 講師 清水直人氏

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

（参拝）
、一山いけす（銚子名物活魚料理の

別展準備のため、11月27日㈪～12月1日

費用 3,000円（2回分）

申込方法 電話か直接中

昼食）
、銚子電鉄レトロ電車の旅（一般乗合

㈮は休館します。

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込

会場とも同内容

車両に乗車・外川駅～仲ノ町駅、電鉄車庫

資料館☎（3823）7451

みは保護者に限る

の見学）
、ウォッセ21（海産物の買い物）
、

申込開始日 12月2日㈯

●冬休み映画会「メルヘンの世界～グリム

酒々井パーキングエリア

童話を中心に～」 日時 12月23日㈷①午

在勤・在学の方、勤労者サービスセンター

前10時30分 ②午後2時（各30分前開場）

会員とその家族 定員 80人（抽選）

場所 生涯学習センターミレニアムホール

費用 大人8,800円、子供7,400円（3歳以

対象 区内在住か

場所・問合せ 下町風俗

申込方法 往復はがきに講座名・住所・

ふりがな

氏名・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

講 座・相 談 会 など

合せ先へ
申込締切日 12月22日㈮（必着）

講演会「発達が気になる子供を
理解する」

上映作品 ①七羽のからす、紅ばら白ばら、

上の未就学児・食事はお子様メニュー）

幸福の王子 ②七羽のからす、森のいえ、

※食事・座席が不要な2歳以下は無料、勤

発達が気になる子供の行動特性を正しく理

幸福の王子 対象 小学生以下の子供と保護

労者サービスセンター会員とその家族は別

解し、その特性を踏まえた指示の出し方・

者 定員 各270人※整理券を12月4日㈪午

料金※銚子電鉄レトロ電車は一般車両のた

ほめ方など、子育てのコツを学びます。

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

手話講習会入門コース

前9時から中央図書館こどもとしょしつで

め、座席の確保ができない場合あり

配布（先着順・なくなり次第終了・家族単

申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の

日時 ①30年1月11日㈭ ②18日㈭午前10
時～正午（いずれも同内容） 場所 生涯学

3回）午後6時45分～8時45分

位で配布）
。座席は選べません。小さい子

氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏名・

習センター 対象 区内在住か在勤の方で発

対象 区内在住か在勤・在学で手話経験のな

供は保護者の膝の上で観覧。

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

達に心配のある小学生までの子供の保護

い方

名、会員の方は会員番号を書いて下記申込

者・家族

定員 30人（先着順） 講師 折山曜三氏（台

先へ

あり（1歳以上の未就学児・各10人）

東区聴覚障害者協会会長） 申込方法 催し

講師 坂田由紀子氏（東京都発達障害者支援

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号、

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 中央図書館☎（5246）5911

石浜図書館おたのしみえいが会

申込締切日 12月11日㈪（必着）

申込み 〒160－0023

新宿区西新宿1－

定員 各80人（先着順）※託児

日時 30年2月1日㈭・8日㈭・15日㈭（全

ふりがな

19－8 新東京ビル6階 名鉄観光サービ

センター） 申込締切日 ①30年1月4日㈭

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

日時 12月13日 ㈬ 午 前10時30分 ～11時

ス㈱新宿支店 台東区勤労者サービスセン

（託児は12月22日㈮） ②1月11日㈭（託

地・電話番号を電話かファックスまたは

10分、午後3時20分～4時 対象 幼児～
小学校低学年 定員 各60人（先着順）

ターバスツアー申込係☎（3343）0631

児は12月27日㈬） 申込み・問合せ 松が

●パソコン講座「パワーポイント講座」

谷福祉会館☎（3842）2671

内容 映画「くまのがっこう」とおたのしみ

スライドの作成からプレゼンテーションの

イベント

行い方まで、一連の操作を学習します。配

場所・問合せ 石浜図書館

☎（3876）0854

霧ヶ峰学園宿泊スキーバスツア
ー（１泊２日）

申込締切日 1月12日㈮

マンション民泊対応説明会・個
別相談会

布資料の作成と印刷方法も学びます。

FAX （3847）0190

5回）午後6時30分～8時30分 場所 生涯

明会）
、午後3時～4時30分（相談会）

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

学習センター

場所 金杉区民館第3集会室

対象 区内在住か在勤・在

定員 30人（先

着順） 説明会 住宅宿泊事業法の施行に備

㈯～18日㈰午前8時区役所前出発、午後5

の家族で、パソコンの基本操作と文字入力

えたマンション管理規約の改正等※説明会

時30分帰着予定 行先 ファミリーゲレン

ができる方 定員 22人（抽選）

終了後、東京都マンション管理士会城東支

デ霧ケ峰スキー場 対象 区内在住か在勤
の方とその家族 定員 各40人※最少催行

講師 フォーティネットパソコンスクール

部主催の個別相談会を開催（要予約）

人数各20人

の家族は別料金）
、1,500円（教材費）

費用 4,000円（5回分・受講料・会員とそ

9,800円（4歳～小学生）※宿泊代・交通

申込方法 はがき（1人1枚）に講座名・住所

費・食事代（3食）を含む。2日目昼食・

・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校）名、会員の方は会員番号

ル料金等は各自負担※詳しくは、少年自然

を書いて下記問合せ先へ

申込み・問合せ 富士急トラベル㈱

☎（5302）0200
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園

日時 30年1月17日㈬午後7時～8時30分
対象 区内在住か在勤・在学の方

申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

定員 40人（先着順）
パネリスト 岡田勇一郎氏（北上野二丁目

町会青年部）
、白羽玲子氏（㈱縁の木）
、田

無料建築相談室

中入馬氏（セカンドハーベスト・ジャパン）

日時 12月7日㈭、30年1月11日㈭午後1時

～4時

申込締切日 12月15日㈮（必着）

●ものづくり教室
「雷おこし製造体験教室」
（｢おこしキット」のお土産付） 日時 30年
2月3日㈯午前9時50分～正午頃

場所・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番）☎（5246）1468

コーディネーター 河村暁子氏（東京ボラン

ティア・市民活動センター）
申込方法 催し名・住所・氏名・電話番号を

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』
」

場所 雷

市民活動シンポジウム「町会」
「企業」
「NPO」に聞く！
～忙しくてもできる地域活動～

申込締切日 12月13日㈬

☎（5246）1468

ふりがな

スキー場リフト券・スキーセットのレンタ
の家霧ヶ峰学園ホームページをご覧くださ

☎（3847）7065

日時 12月16日㈯午後2時～2時50分（説

学の方、勤労者サービスセンター会員とそ

い。

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

ボランティア・地域活動サポートセンター

日時 30年1月24日～2月21日の水曜日
（全

日時 30年1月20日㈯～21日㈰、2月17日

費用 大人12,500円、子供

メールで下記問合せ先へ

電話かファックスまたは電子メールで下記
問合せ先へ

☎0266（52）0257

5656会館（浅草3－6－1） 対象 区内在

台東区学務課校外施設係

住か在勤・在学の方、勤労者サービスセン

日記から見えてくる地域情報を中心に取り

☎（5246）1422

ター会員とその家族 定員 16人（抽選）

上げ、作品世界に生かされた記述や、同時

ボランティア・地域活動サポートセンター

講師 ㈱常盤堂雷おこし本舗

費用 2,000

代の地図や書物の挿絵などもあわせて紹介

☎（3847）7065

第19回朗読会「わかれ道」

申込締切日 1月10日㈬
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会台東

円※会員とその家族は別料金、小学生は大

します。 期間 12月22日㈮～30年3月14

FAX （3847）0190

一葉作品の朗読を入館料のみでお楽しみい

人の付き添いが必要、未就学児は不可

日㈬ 場所 中央図書館2階郷土・資料調査

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ただけます。 日時 12月10日㈰午後1時

申込方法 はがき（1人1枚）に教室名・住所

室

30分（1時間程度） 定員 60人（先着順）

・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方

●専門員によるスライド・トーク 展示内

講師 枝森祥子氏（朗読家）

は勤務先（学校）名、
会員の方は会員番号、

容の見どころを解説します。 日時 30年

入館料 一般300円、小中高生100円

小学生は保護者名を書いて下記問合せ先へ

1月11日㈭、3月8日㈭午後1時30分～2時

<12月>

場所 生涯学習センター5階504教育研修室

16・17日

定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図

公園・花川戸問屋街店頭参加店）

書館専門員）

17～19日

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

第37回浅草JAZZコンテスト
日時 12月9日㈯午後1時30分開場、2時開

ふりがな

申込締切日 12月13日㈬（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－0056

台東区小島2－9－

18 （公財）台東区産業振興事業団勤労者
サービスセンター☎（5829）4123

演 場所 浅草公会堂 出演 1次審査を突破

ンドシャワー、たいちゃんず、名知玲美
入場料（全席自由）前売1,500円、当日2,000

円 前売券 チケットぴあ（☎0570−02−
9999・Ｐコード343-390）
、浅草公会堂、
区役所９階④番文化振興課、下記財団事務
局で販売

問合せ （公財）台東区芸術文

化財団☎（5828)7591

歳の市〈羽子板市〉
（浅草寺境

内）

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

31日

除夜の鐘（寛永寺、浅草寺ほか）

子ども家庭支援センターの催し

したジャズプレーヤー16組
ゲスト演奏 中川英二郎、佐藤秀也とサウ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

花川戸はきだおれ市（花川戸

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

にこにこパパタイム 12月16日㈯
区 内 在 住 の4か 月〜1 15組 11月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
育児講座
午前10時45分～11時30分 歳3か月の子供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535
わくわくハッピー
～クリスマス会～

12月25日㈪
区内在住の0～3歳の 100組 11月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
午前10時45分～11時30分 子供
(先着順)
㈪
くわくひろば」☎（3834）4577

アコーディオン演奏 12月22日㈮
区内在住の0～3歳の 35組 11月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
とマジック
午前10時30分～11時15分 子供
(先着順)
㈪
のびひろば」☎（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。

