広報

（9） 平成30（2018）年 3月20日

催 し も の など
第11回浅草橋紅白マロニエまつ
り ｢大川寄席｣ ｢屋形船｣ のチケッ
トを販売します
内容
日時

「大川寄席」柳 「大川舟下り屋
家さん喬 ほか 形船遊び」
午後5時30分

浅草橋発着（お
ヒューリック浅
場所
台場、東京スカ
草橋ビル
イツリー）
定員 150人（先着順）160人（先着順）
費用

前売1,500円

1人8,500円

合せ先へ

子守唄講習会
「心に響け愛のうた」

申込締切日 4月28日㈯（必着）

場所・問合せ 〒111－0023

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差
し上げます。 日時 4月14日㈯午後2時～
3時 対象 区内在住の未就学児と保護者・

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター

問合せ 〒111－0056

☎（3872）6780

－18 台東区産業振興事業団勤労者サー

老人福祉センターの催し

●日帰りバスツアー「貝焼きバイキングと

知子氏ほか

申込方法 電話か直接下記問合

区役所前出発、午後5時30分頃区役所前

●筋力向上トレーニングマシン使い方講習

場所・問合せ 寿子ども家庭支援

着予定（雨天決行） 行先 ソムリエハウス

会

酒匠の館（見学）
、漁師料理たてやま（昼

～7月10日、金曜日コース5月11日～7月

食）
、枇杷倶楽部（びわ狩り） 対象 区内

13日 時間 午前10時～正午 対象 区内在

在住か在勤・在学の方、勤労者サービスセ

住のおおむね65歳以上で、要介護認定を

センター☎（3841）4631

江戸下町伝統工芸館の催し
●職人による実演

房総びわ狩り」 日時 5月13日㈰午前8時
期間（全10回） 火曜日コース5月8日

ンター会員とその家族 定員 80人（抽選）

受けていない方 定員 各10人（抽選）

月1日㈰坂井智雄（看板彫刻）
、7日㈯・8

費用 9,600円※食事・座席が不要な2歳以

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

日㈰上川善嗣（東京銀器）
、14日㈯・15

下は無料、勤労者サービスセンター会員と

使用登録証、健康保険証等）
、82円切手

日㈰宮川久美子（江戸刷毛・東京手植ブラ

その家族は別料金

申込方法 老人福祉センター・各老人福祉

日程・実演者（業種）4

申込方法 はがきにツ

販売日時 4月7日㈯午前10時～午後10時、

シ）
、21日㈯・22日㈰星野保（銅器）
、28

アー名・参加者全員の氏名・年齢・性別・

日㈯～30日㈷山田恵美（型絵染め）
、5月

代表者の住所・氏名・電話番号、在勤（学）

販売場所 ヒューリック浅草橋ビル東側

3日㈷～6日㈰片山晴夫（東京桐たんす）

の方は勤務先（学校）名、会員の方は会員

実演時間 午前11時～午後5時

番号を書いて下記申込先へ

－27－5） 問合せ マロニエまつり実行委

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

館で配布する申込用紙に記入し提出
申込締切日 4月21日㈯

花とみどりの園芸講習会

申込締切日 4月13日㈮（必着）

☎（3842）1990

申込み 〒164－0001

中野区中野2－29

●珍しい模様や色の

☎（3851）4500

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

－5 山内ビル6階 アイネストラベルサー

花が咲く「大輪あさ

ビス 台東区勤労者サービスセンターバス

がお 」 日時 5月12

ツアー申込係☎（5340）3330

日㈯、
6月16日㈯（全

☎090（7215）7431

第30回桜橋花まつり

伝統芸能講座「初心者のための
芸能体験セミナー」

●日帰りバスツアー「初夏の清里高原フ

2回）午前10時～11

レッシュ・ビュッフェ」と「さくらんぼ狩り」

時30分

②12日㈫・マジック ③19日㈫・太神楽

日時 6月10日㈰午前7時30分区役所前出

時間 午後6時30分～8時30分

発、午後6時頃区役所前着予定（雨天決行）

秀浩氏（東京朝顔研
究会会長） 費用 500円（2回分・種等材

日程・内容（全3回）①6月5日㈫・紙切り
場所 区役

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

行先 小野大正園（さくらんぼ狩り）
、清里

料費）

清泉寮（昼食）
、フィオーレ小淵沢（お花

●「入谷あさがお 」あんどん仕立て

定員 50人（抽選） 講師 ①林家花氏

②小

バイキング） 対象 区内在住か在勤・在学

日時 5月12日㈯、6月16日㈯（全2回）午

費用 3,000

の方、勤労者サービスセンター会員とその

後1時30分～3時 講師 半谷善之氏（入谷

申込方法 はが

家族 定員 80人（抽選） 費用 9,800円※

朝顔組合組合長） 費用 500円（2回分・

きに講座名・郵便番号・住所・氏名・年齢・

食事・座席が不要な2歳以下は無料、勤労

種等材料費）

性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

者サービスセンター会員とその家族は別料

●みどりのカーテン・緑化セミナー

金

日時 5月13日㈰午前10時～11時30分

円（3回分）※別途材料費

ふりがな

（学校）名・所在地を書いて下記問合せ先へ

～午後5時（小雨決行）

講師 雨 間

学の18歳以上で、全日程参加できる方
泉ポロン氏 ③鏡味味千代氏

日時 3月31日㈯、4月1日㈰午前10時30分

場所・問合せ 老

人福祉センター☎（3833）6541

員会事務局（浅草橋地区センター内）
マロニエまつり実行委員会事務局 染谷

台東区小島2－9

ビスセンター☎（5829）4123

勤労者サービスセンターの催し

8日㈰〜30日㈷午前6時～午後10時
「ミニストップ浅草橋1丁目店」
（浅草橋1

申込締切日 5月11日㈮（必着）

家族、妊娠中の方と家族、子守唄に関心の
ある方 定員 100組（先着順） 講師 雨宮
せ先へ

5月12日㈯
午後1時30分

第 1201 号

申込方法 はがきにツアー名・参加者全

場所 隅田公園山谷堀広場

申込締切日 5月9日㈬（必着） 問合せ 〒110

員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏

内容 地元町会による模擬店、地元業者の販

－0004 台東区下谷1－2－11 台東区

名・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学

売、東北復興支援ブース、お楽しみ抽選会等

芸術文化財団☎（5828）7591

校）名、会員の方は会員番号を書いて下記

●植木のお手入れ方法 日時 5月13日㈰午

申込先へ

後1時30分〜3時※講習会終了後に個別相

3月31日㈯ 園児や生徒、地元の皆さんに
よる芸能等

産業研修センターの催し

講師 鈴木信晶氏（樹木医） 費用 1,500円

（苗・ネット等材料費）

申込締切日 4月23日㈪（必着）

申込み 〒107－8507

談会を予定しています。 講師 鈴木信晶氏

港区元赤坂2－2

4月1日㈰ 山本リンダ、パク・ジュニョン

●第1回革小物手作り

－23（明治記念館内） セラントラベル東

によるステージ、御輿、木遣り、梯子乗り等

教室「革で作るパス

京支店 台東区勤労者サービスセンターバ

問合せ 桜橋花まつり実行委員会（北部区民

ケース」 日時 5月19

スツアー申込係☎（6715）7755

場所 区役所10階1001会議室

事務所清川分室内）☎（3876）3566

日㈯午後1時30分～3

●パソコン講座「Excel2010活用コース」

住か在勤・在学の方

時30分

日時 6月14日～7月12日の木曜日（全5回）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

みこし

き や

はしご

一葉記念館が臨時開館します

対象 区内在

住か在勤（学）の小学5年生以上の方※小

（樹木医）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

午後6時30分～8時30分

対象 区内在

定員 各20人（抽選）

住所・氏名・年齢・電話番号（昼間）を書

学生は保護者同伴 定員 10人（抽選）

場所 生涯学習
センター 対象 区内在住か在勤・在学の方、

講師 上川美希氏（浅草ものづくり工房）

勤労者サービスセンター会員とその家族

申込締切日 4月20日㈮（必着）

費用 1,000円（勤労者サービスセンター

で、Excel2010を実務で使用している方

問合せ 〒110－8615

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は4
時まで） 入館料 一般300円、小中高生100

会員は500円・申込時に会員番号記入）

定員 22人（抽選） 講師 フォーティネット
パソコンスクール 費用 4,000円（5回分

☎（5246）1323

申込方法 往復はがきに講座名・住所・

円

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

・受講料・会員とその家族は別料金）
、

勤務先（学校）名・所在地を書いて右記問

1,500円（教材費） 申込方法 はがき（1

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①4

人1枚）に講座名・住所・氏名・年齢・電

月22日㈰ ②28日㈯ ③29日㈷ 時間 ①

話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）

午前8時～午後4時 ②午前9時～午後4時

名、会員の方は会員番号を書いて右記問合

③午前10時～午後3時 場所 花川戸公園

せ先へ

※車での来場不可、天候により中止の場合

桜の季節に合わせて、臨時開館します。
臨時開館日 3月26日㈪・4月2日㈪

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

ふりがな

足腰鍛えて転ばない生活を！
「うんどう教室」
参加者募集
山谷堀公園に健康遊具を設置し、4つの

障害者を対象とした教室・サークル

行います。
「最近、よくつまずくように

申込方法 サークル名・氏名・電話番号を電話かファックスで下記問合せ先へ

なった」
「長い時間歩くのがおっくうに

問合せ 松が谷福祉会館☎（3842）2672

なった」等、体力に自信が無くなった方
や足腰を鍛えたい方、家にいることが多
※画像はイメージです。

ませんか。体力が向上するだけでなく、

時～3時※詳しくは区ホームページをご

青空の下で身体を動かす心地良さは、心

覧ください。

のリフレッシュにもなります。※山谷堀

場所 山谷堀公園※体力測定会・雨天時は

公園は改修工事中のため、うんどう器具

台東リバーサイドスポーツセンター

の供用開始は4月初旬以降の予定です。

対象 区内在住の65歳以上の方

期間 5月～31年3月の第1水曜日（5月は

人（先着順）

定員 30

申込み 介護予防・地域支援課
問合せ ☎（5246）1295

FAX （3842）2674

エアロビ教室
麻雀
わくわく
サークル （リズム体操）
5月～31年3月 4月 ～ 31年3 5月～31年3月
の第1・3木曜 月の第2・4木 の第2・4火曜
日時 日午後1時30分 曜日午後1時 日午前10時～
～3時30分
～3時30分 11時30分

サークル名

く気分が沈みがちな方、ぜひ参加してみ

は第1・3水曜日・全12回） 時間 午後2

台東区役所環境課

リサイクル

ふりがな

うんどう器具を使った体力づくり教室を

体力測定会・31年1月は第2水曜日、3月

いて下記問合せ先へ（電子申請可）

絵画教室

おりがみ
サークル

歌教室

4月～31年3
月の第1・3
水曜日午後
1時～3時

5月～31年3
月の第4土曜
日午前10時
～正午

カラオケ
サークル

4月～31年3
月の第2土曜
日午後1時～
3時
シダックス浅草
場所
松が谷福祉会館
雷門クラブ
区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳
（4度程度）
区内在住で身体障害者
対象 をお持ちの方
手帳をお持ちの方
実費
実費（1回
実費
無料
無料
無料
費用 （絵具等材料費）
（おりがみ等材料費）
1,500円程度）
定員
2人
3人
5人
5人
3人
5人

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。

広報

平成30（2018）年 3月20日
あり

出店数（予定）①15店

②40店

出店料 ①1,500円

②2,000円

③30店

（区内在住の方はリサイクル推進友の会

第 1201 号 （8）

申込締切日 各教室開催日の前日まで

ール（今戸1－8－13）
☎・ FAX （3874）3019

2,000円

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後
4時）☎090（3068）3534

講 座・相 談 会 など

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水プ

ホームページから申込みで1,500円） ③

か一級建築士

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

番）☎（5246）1468

ひきこもりに関する
①個別相談会 ②茶話会

図書館のこども室から「こども
としょかんまつり2018」

日程 5月26日㈯

申込締切日 4月17日㈫

成年後見制度無料相談会
日時 4月29日㈷午前9時30分～午後3時

時間 ①午前10時～正午、

（1組90分程度） 場所 特別養護老人ホー

午後2時45分～4時45分 ②午後1時～2

ム浅草5階 対象 区内在住か在勤・在学の
方 定員 5組（要予約）

②リサイクル推進友の会（午前10時～午後

●あかちゃんえほんタイム 日時 4月11日

時30分 場所 区役所10階会議室

4時☎（3412）6857※ホームページか当

㈬午前10時15分、11時 場所 生涯学習セ

定員（先着順）①各8組（1組1時間程度）

申込締切日 4月17日㈫

日会場で申込み

ンター4階和室さくら 対象 区内在住の平

②20人※区内在住の方優先

申込み・問合せ 台東区社会福祉協議会

③フリーマーケット推進ネットワーク（午

成28年10月11日～29年10月10日生まれ
の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

理士

前9時～午後6時）☎048（268）8711
問合せ 台東区清掃リサイクル課

※子供1人につき1回まで、いずれの回・会

住所・氏名・年齢・電話番号を電話かファッ

☎（5246）1291

場とも同内容

クスで下記問合せ先へ

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

合せ先へ※申込みは保護者に限る

11日㈮ 問合せ 子育て・若者支援課

あい館ひまわりの３階リサイクル情報交換

申込開始日 3月28日㈬

☎（5246）1341

講師 臨床心

申込方法 催し名（①・②、複数選択

可）
・希望時間（①のみ）
・参加者全員の

申込方法 電話か直接下記問

申込締切日 5月

FAX （5246）1289

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

●映画「マジックツリーハウス」 日時 4月

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

21日㈯午前10時10分、午後2時（各30分

パネルに掲示しています。
ゆずります ベビーバスチェア、車いす、

前開場） 場所 生涯学習センターミレニア
ムホール 対象 中学生以下の子供と保護者

同じ障害のある相談員が、自身の経験を踏

ブルーレイディスク

定員 各270人※4月1日㈰から中央図書館

まえて相談に応じます。

ゆずってください 剣道防具、子供用自転

こどもとしょしつで整理券を配布（家族単

車20インチ、電子ピアノ

位・先着順・座席は選べません）

※上記の情報は3月1日現在の内容です。詳

●おはなし会①「絵本とわらべうた」
（0～

しくは、下記へお問合せください。

3歳） ②「長く愛されている絵本を中心に」

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイクル

(3～5歳)

ショップ☎（3866）8361

ト」
（3歳以上） ④「日本全国、いろんな

たなかスポーツプラザのグラウ
ンドを無料開放しています

③「いろいろな絵本でコンサー

ピアカウンセリングをご利用く
ださい

障害名
（相談員）

☎（5828）7507

NPOのための個別相談
日程（内容）4月18日㈬
（労務）
、
19日㈭（会

計・税務）
、20日㈮（法律） 時間 午前10
時～正午 対象 地域で活動する非営利の団
体

定員 各2組（先着順） 申込方法 希望

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号
を電話かファックスまたはメールで下記問
合せ先へ

申込締切日 各開催日の1週間前

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

受付日時

FAX （3847）0190

視覚
第1土曜日
（野末正之氏） 午後1時～4時

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

下谷青年学級

肢体不自由 第3土曜日
（阪本由起子氏）午後1時～4時
聴覚
第4土曜日
（折山曜三氏） 午後1時30分～4時30分

・下谷青年学級に参加してみませんか 知

11時 ②11時40分 ③午後2時 ④3時

対象 区内在住か在勤の方

スポーツなどの活動を通して交流や生活に

言葉」
（小学生)

日時 4月22日㈰①午前

申込方法 障害

的障害のある方が、
学習講座やバスハイク・

場所 生涯学習センター1階アトリウム

名・氏名・電話番号を電話かファックスで

必要な学習を行っています。

親子でキャッチボールなどができます。

●大好きな本をテーマにした絵を募集しま

下記問合せ先へ※聴覚障害は1週間前の金

月～31年3月

日時 毎週土曜日午前9時～午後0時30分

す

曜日までに申込み

午前9時～午後4時※クラブ活動（希望者

※雨天中止、東門から入場

央図書館こどもとしょしつ

品

持ち物 運動用

場所・問合せ たなかスポーツプラザ

☎（5808）7410

展示日 4月21日㈯・22日㈰

場所 中

対象 幼児～高

校生（親子で参加可） 申込方法 中央図書

場所・問合せ 障害者

自立支援センター（松が谷福祉会館内）

のみ）を午前中に実施 場所 柏葉中学校

☎（3842）2672

対象 次のいずれかに該当する高校生以上

FAX （3842）2674

館こどもとしょしつで参加票を受け取り、

清島温水プール
大人のためのプール教室

業生 費用 年額1,500円（教材費）
、500
日時 4月5日㈭、5月10日㈭午後1時～4時

●すきな本の花 子供たちに書いてもらっ

ロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまで

た好きな本の紹介カードを展示します。

の25メートル完泳を目指す初心者向けの

展示期間 4月21日㈯～29日㈷ 場所 中央
図書館こどもとしょしつ 対象 幼児～中学

日時 5月10日

在学 ②台東区立中学校特別支援学級の卒

ル以内・希望者に配布）と一緒に提出

①第1期 初心者水泳教室 初めてからク

グループレッスンです。

で知的障害がある方 ①区内在住か在勤・

無料建築相談室

作品（画用紙四つ切38×54センチメート
申込締切日 4月18日㈬

活動期間 4

活動日時 日曜日（月1回）

円（クラブ活動費・希望者のみ）※活動内
容により、別途（施設入場料・交通費等）

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

実費負担あり

☎（5246）1468

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

・活動を支援するボランティアを募集して
います 教員を目指す学生や知的障害につ
いて知識がある方等、一緒に活動してみま

～6月14日の木曜日（全6回）午後2時～

生

4時（1時間レッスン後1時間自由遊泳）

で4月22日㈰まで配布する本の紹介カード

日時 4月17日㈫、5月15日㈫午後1時～4

せんか。申込方法等、詳しくは下記問合せ

定員 50人（抽選）

に記入し提出するか回収箱へ

時（受付は3時まで） 場所 区役所4階401

先へ

②第1期 ウオーターエクササイズ（水中版

●本の福袋 中身がわからないよう、本を

会議室

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

エアロビクス） 水の特性を使ってさまざ

包んで貸出します。 貸出日 4月21日㈯・

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

まな動きを楽しみます。全身をシェイプ

22日㈰※無くなり次第終了 場所 中央図

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

アップしたい方にお勧めです。 日時 5月

書館こどもとしょしつ 対象 幼児～小学生

受付可

11日～6月15日の金曜日（全6回）午前
11時30分～午後1時30分 定員 90人（抽
選）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 中央図書館こどもとしょしつ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 中央図書館☎（5246）5911

ほか

対象 区内に空き家等を所有して

相談員 宅地建物取引士・建築士

<4月>

申込み・問合せ 住宅課

☎（5246）1468

上旬～5月上旬

マンションのトラブル・管理・修
繕についての無料よろず相談室
（予約制）

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？ II」

申込締切日 3月30日㈮

8日
14日

白鷺の舞
（浅草寺境内）
浅草観音うら・一葉桜まつり（一

葉桜・小松橋通り）

対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上の
方 費用 各500円（6回分・保険料含む）

桜をテーマに浮世絵・絵はがき・写真資料・

※レッスン前後の利用は延長料金が必要

文化財資料の優品を展示します。 期間 6

日時 4月19日㈭午後1時30分～4時15分

橋間）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名

月17日㈰まで

対象 区内のマンション所有者

28日・29日

ふりがな

（①か②）
・住所・氏名・電話番号・泳力レ

場所・問合せ 中央図書館

郷土担当☎（5246）5911

ベル（①のみ）を書いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒110－0015

台東区東上

野6－16－8 清島温水プール
☎（3842）5353

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室①かんたんアクアビク
ス ②ゆったりクロール（初級）
日時 ①4月21日㈯

②22日㈰午前11時40

分～午後0時30分 対象 区内在住か在勤・
在学の高校生以上の方

定員 各30人（先

着順） 費用 各250円

申込方法 催し名

（①か②）
・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を電話かファックスで右記申込先へ

（1組45分程度、先着順） 相談員 弁護士

22日

28日

早慶レガッタ（隅田川新大橋～桜
こんこん靴市（玉姫稲荷神社）

泣き相撲（浅草寺暫像前）

子ども家庭支援センターの催し

※往復はがき返信後、来館手続きあり
申込締切日 4月23日㈪（必着）

定員 6組

上野ぼたん祭（上野東照宮）

催し名
歌って笑って親子ゴスペル

日時
4月23日㈪
午前10時45分～11時30分

にこにこパパタイム～ベ 5月12日㈯
ビーマッサージ～
午前10時45分～11時30分
パパも一緒にアニメーショ 4月21日㈯
ンで楽しむ歌とダンス
午前10時45分～11時30分
産後ママのための骨盤メン 5月11日㈮
テナンスヨガ
午前10時45分～11時30分
ジャンベ
「アフリカンドラム」
ちょっと一服

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

区内在住の3歳までの 60組
3月27日㈫ 日本堤子ども家庭支援セ
子供
（先着順）
ンター「にこにこひろば」
区内在住の5か月まで 12組
4月27日㈮ ☎（5824）2535
の子供と父親
（先着順）
区内在住の3歳までの 100組
3月27日㈫ 台東子ども家庭支援セン
子供と父親
（先着順）
ター「わくわくひろば」
区内在住の8か月まで 25組
4月27日㈮ ☎（3834）4577
の子供
（先着順）

4月28日㈯
午前10時30分～11時15分

区内在住の3歳までの 50組
3月27日㈫ 寿 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン
子供
（先着順）
ター「のびのびひろば」
5月8日㈫午前10時30分～11 区内在住の9か月～1 各5組
4月20日㈮ ☎（3841）4631
時、11時15分～11時45分
歳5か月の子供
（先着順）

【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。

