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催 し も の など
外国人と共に暮らすヒントを子
供たちから学ぼう！

ムを販売するショップを期間限定で浅草雷

生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用

狩りと浜焼きバイキングの旅」 日時 5月

門にオープンします。

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

12日㈰午前7時30分区役所前出発、午後6

～17日㈰ 時間 午前11時～午後6時

※3月25日㈪、4月1日㈪は臨時開館

時頃着予定（雨天決行） 行先 富津影丸（海

場所 浅草ライオンビルディングスタジオ

問合せ 朝倉彫塑館☎（3821）4549

苔製造工場見学）
、道の駅とみうら枇杷倶

期間 3月15日㈮

（雷門2−11−10） 問合せ 産業振興課

くずし字解読講座「くずし字で
読む『源氏物語』
」の世界

☎（5246）1143

区内の外国人・日本人小学生の話を聞いて、

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

共に暮らしていく方法を一緒に考えてみま
せんか。 日時 3月30日㈯午後2時～4時

日時（全4回）6月8日～29日の土曜日午

楽部（びわ狩り）
、房州きよっぱち・浜焼
市場（浜焼きバイキング）
、養蜂場はちみ
つ工房(見学、試飲） 対象 勤労者サービ
スセンター会員とその家族、区内在住か在

後1時30分（2時間程度） 定員 30人（抽
選） 講師 上野英子氏（実践女子大学教授）

勤・在学の方 定員 80人(抽選）

展示作品 昭

費用 4,000円（4回分・資料代含む）※当

下は無料、勤労者サービスセンター会員と

☎（5246）1126（区ホームページから

和60年度台東区長賞受賞作品「盲目の少

選後、事前に支払・初回のみ別途入館料が

その家族は別料金

申込可）

女が見た夢は」秋本貴透作、昭和61年度

必要

アー名・参加者全員の氏名・年齢・性別・

場所 区役所10階会議室

定員 20人程度

（先着順） 申込み・問合せ 区民課

｢新成人を祝う会」実行委員募集

期間 3月10日㈰～4月12日㈮

所1階台東アートギャラリー

場所 区役

申込方法 往復はがき（1人1枚）に
ふりがな

費用 9,800円※食事・座席が不要な2歳以
申込方法 はがきにツ

台東区長賞受賞作品「二人（崇浩と久美）
」

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を書

代表者の住所・氏名・電話番号、勤務先

土井原崇浩作 問合せ 文化振興課

いて下記問合せ先へ※複数名の記入、往復

（学校）名、会員の方は会員番号を書いて

☎（5246）1153

はがきでないものは無効

申込締切日 5月
10日㈮（消印有効） 入館料 一般300円、

下記申込み先へ 申込締切日 4月10日㈬
（必着） 申込み 〒160－0023 新宿区西

日時 ①4月14日㈰午前10時～午後3時

小中高生100円 休館日 月曜日（祝休日の
場合は翌日） 場所・問合せ 〒110−0012

光サービス㈱新宿支店 台東区勤労者サー

②21日㈰午前9時～午後4時 場所 花川戸

台東区竜泉3−18−4 一葉記念館

ビスセンターバスツアー申込係

公園※車での来場不可、天候により中止の

☎（3873）0004

☎（3343）0631

フリーマーケット出店者募集

32年1月13日㈷に開催する「新成人を祝

場合あり

う会」の企画・司会進行・運営等を行う実

店

行委員を募集します。成人の日の思い出に

民は会ホームページから予約で1,500円

応募してみませんか。 対象 区内在住の

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

平成11年4月2日～12年4月1日生まれの

タイムマシーンカンパニー

方

☎050（3616）3300（午前10時～午後

出店数（予定）①20店

出店料 ①2,000円

②30

②2,000円※区

書道博物館企画展「みんなが見
たい優品展 パート15 中村不
折コレクションから 歴史に名
を残した日本人の書」

新宿1－19－8 新東京ビル6階 名鉄観

問合せ 台東区勤労者

サービスセンター☎（5829）4123

老人福祉センターの催し
●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

期間 3月12日㈫～6月16日㈰
●ギャラリートーク 日程 ①3月24日㈰

み・書き・計算などを行います。

5時） ②リサイクル推進友の会

回程度（4月下旬開始予定） 申込方法 住

☎（3412）6857（午前10時～午後4時）

②4月21日㈰

所・氏名・生年月日・電話番号・メールア

問合せ 台東区清掃リサイクル課

30分

日午前中の40分程度 場所 三筋老人福祉
館 対象 区内在住のおおむね65歳以上で、

ドレスを電話かファックスで下記問合せ先

☎（5246）1291

企画内容 記念品の選定、アトラクショ

ンの企画、式典運営等

会議日程 月1～2

ふりがな

へ

申込締切日 4月5日㈮

問合せ 子育て

☎（5246）1341

FAX （5246）1289

子守唄講習会
「心に響け愛のうた」
参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差

復はがき（1人1枚）に希望日時・住所・

毎日10分程度の自宅学習が可能な方

氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ

定員 30人（抽選） 費用 月額1,500円

先へ

申込締切日 4月6日㈯

ふりがな

下町風俗資料館が
臨時開館します

・若者支援課青少年担当

時間 午前10時、午後1時

定員 各20人（抽選） 申込方法 往

申込締切日（必着）①3月15日㈮

●スマートフォン講習会

②4月12日㈮

花見の季節に合わせ、下記の日程で臨時開

●ワークショップ「日本人の書に挑戦！」

館します。

色紙に実際に書いていきます。

臨時開館日 3月25日㈪・4月

日時 ①3

1日㈪ 問合せ 下町風俗資料館

月24日㈰ ②4月21日㈰午前9時30分～

☎（3823）7451

午後4時 費用 100円（別途入館料が必要）

し上げます。 日時 4月13日㈯午後1時～

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

朝倉彫塑館から

2時 対象 区内在住の未就学児と保護者・

日時（全20回）4月24日～9月11日の水曜

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

日時（全4回）5月8～29日の水曜日午前

10時～正午 場所 入谷老人福祉館
対象 区内在住の60歳以上の方
たけぼうき

定員 16人

（抽選） 講師 ＮＰＯ法人竹箒の会
必要な物 本人確認できる物（老人福祉施

設使用登録証、健康保険証等）

家族、妊娠中の方と家族、子守唄に関心の

●特集展示「独断で選んだイケメン★オシ

ある方 定員 100組（先着順） 講師 雨宮

メン」＆『台東鳥瞰』関連企画「齋藤陽道

高生250円 休館日 月曜日（祝休日の場合

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

知子氏ほか

写真展」 期間 3月8日㈮～6月5日㈬

は翌日）※3月25日㈪、4月1日㈪は臨時開

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

館

配布する申込用紙に記入し提出

場所・申込み・問合せ 寿子ど

も家庭支援センター☎（3841）4631

台東ファッションザッカマルシェ

●ギャラリートーク

日時 3月20日㈬午

後2時（30分程度）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

靴・バッグ・帽子・ベルト・革小物など、

時間 午前9時30分～午後4時30分（入館

地元ファクトリーブランドの素敵なアイテ

は4時まで） 入館料 一般500円、小中高

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24日㈰午後4時
30分開場、5時開演 場所 生涯学習センター
ミレニアムホール

曲目 さくら、
おぼろ月夜、

翼をくださいほか 出演 川上彌榮子（構成・
指揮）
、杉山直子・寺﨑明日香（ピアノ）

配布中
●団員募集面接（4月期） 日時 4月13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 月額1,000円（楽譜代等、
自己負担あり）
面接 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
3月）
、夏期合宿（8月） 申込方法 下記問合

主な活動 演奏会（9・12・

せ先へ電話するか、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12日㈮（必着）

台東区根岸2

勤労者サービスセンターの催し
●日帰りバスツアー「季節の味覚房州びわ

●第36回ファミリーコンサート 日時 3

（ムソルグスキー）ほか

入場整理券 生

涯学習センター1階受付（第1・3・5月

場所 浅草公会堂

曲目 序曲「1812年」

曜日休館）
、区役所６階⑨番庶務課、区

作品49
（チャイコフスキー）
、
歌劇
「ホヴァ

民事務所・同分室、地区センターで配布

ンシチナ」前奏曲「モスクワ河の夜明け」

中

練習日
会場

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
（31年4月 年～中学生で、演奏技能 ～6年生で、多少楽器が 3～6年生で、多少楽器
1日現在） のある方
弾け、合奏経験のある方 が弾ける方
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13日㈯午後2時集合 4月13日㈯午後1時20分
4月6日 ㈯ 午 後1時30分（養成教室終了後随時開 集合、1時30分開始※保
オーディシ
集合、2時開始（課題の 始）※保護者同伴
護者同伴
ョン日時
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

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4日㈭（必着）

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

自主学習事業支援事業
期間 3月19日㈫～24日㈰午前9時～

午後5時（初日は1時から） 場所 生涯学習
センター1階アトリウム

クラブ名 わくわ

く国語クラブ、のびのび算数・数学クラ
ブ、どきどき歴史・文化探検隊、台東科
学クラブ＜たんＱ＞、なぜなぜクラブ
●台東区少年少女発明クラブのクラブ員を

●団員・初級教室生・養成教室生募集
毎週土曜日午後4時～6
時30分、毎月第3日曜日
午後1時～5時※夏・冬・
春季休みに強化練習あり

☎（3833）6541

す

月24日㈰午後1時開場、1時30分開演

団員

問合せ 老人福祉センター

●子供たちの１年間の活動成果を展示しま

台東区ジュニアオーケストラ

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

問合せ 〒110−0003

−10−4 書道博物館☎（3872）2645

申込締切日 3月30日㈯

4月11日㈭（必着）
FAX （5246）5814

募集します 木工・電気を通してものづく
りへの関心を高め、さまざまな作品を完成
させます。
32年3月

期間 4月20日㈯の開講式～
コース・活動日時 ①土曜日コー

ス・第1・3土曜日午後2時～4時 ②日曜
日コース・第1・3日曜日午前10時～正午
場所 生涯学習センターほか

対象 区内在住

か在学の31年4月現在で小学3年～中学生
定員 各48人（抽選） 費用 3,000円（教材

費・保険料）※施設見学等は実費
申込方法 往復はがきにコース名・住所・

ふりがな

氏名・性別・31年4月19日現在の年齢・
生年月日・電話番号・4月からの学校名・
学年・新規もしくは継続の別・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29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

【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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30分～午後0時30分 対象 ①3～6歳の未

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

費用 78,900円（テキスト代含む）

就学児 ②小学1・2年生 ③小学3年生以

相談内容を書いて下記問合せ先へ

申込方法 電話で申込書を下記問合せ先へ請

定員（抽選）①24人 ②③各30人

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日時 4月7日㈰午前9時30分開場、10時開

費用 3,900円（3回分・保険料込）※レッ

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

演

スン後のプール利用は延長料金が必要

場所 浅草公会堂

上

求し、本人確認できる物（運転免許証・健
康保険証等の写し）とともに提出

申込締切日 3月19日㈫※募集数に達しな

入場券 指定席3,500円、自由席2,500円

講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10
組20人ご招待

ス）に教室名・希望クラス（①～③）
・住所

1−5−5 台東区シルバー人材センター

往復はがき（1組1通）に住所・氏名・電

・氏名・電話番号・泳力レベルを書いて下

☎（3864）3338

話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校名）

記問合せ先へ※往復はがき返信後、来館手

を書いて下記申込み先へ 申込締切日 3月
20日㈬（必着） 申込み・問合せ 〒140−

続きあり

申込締切日 4月1日㈪（必着）

い場合、3月20日㈬以降に電話で受付

申込方法 往復はがき（1人1枚1教室1クラ

場所・問合せ 〒111−0056

問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

台東区小島

NPOのための個別相談
日程（内容）4月11日㈭（ 法律 ）
、4月12

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

申込締切日 4月9日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日㈮（会計・税務）
、4月17日㈬（労務）
時間 午後2時～4時

対象 地域で活動する

0004 品川区南品川6−8−20 （公財）

場所・問合せ 〒110−0015

日本民謡協会「津軽三味線コンクール全

野6−16−8 清島温水プール

のうち44日間午後6時30分～9時30分(8

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

国大会」係☎（3471）8888

☎（3842）5353

時30分終了の場合あり)、実習6月17日㈪

名・電話番号を電話かファックスまたは

～28日㈮のうち指定する日午前8時30分

メールで下記問合せ先へ

～午後5時30分、修了式7月16日㈫午後6

開催日の1週間前

●春休み映画会①「うっかりペネロペ」

時30分～7時30分 場所 三ノ輪福祉セン

会福祉協議会☎（3847）7065

②「14ひきのぴくにっく」 日時 3月24日

ター

FAX （3847）0190

日時（全2回）3月30日 ㈯・31日 ㈰ 午 前
11時40分～午後0時30分 対象 区内在住

㈰①午前10時 ②11時 場所 生涯学習セ

住・在勤の方優先 定員 24人（先着順）

か在学の小学4年～中学生 定員 30人（先

者

着順） 費用 プール利用料

図書館☎（5246）5911

問合せ 台

東区生涯学習課☎（5246）5815

浅草高校温水プール小・中学生
水泳教室

申込方法 催し

台東区東上

図書館のこども室から

ンター

対象 幼児～小学校低学年と保護

●根岸図書館人形劇「びんぼう神とふくの

電話かファックスで下記申込先へ

神」 日時 3月27日㈬午前10時45分～11

申込締切日 3月29日㈮

時45分、午後3時15分～4時15分※各15

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

分前から入場開始

プール（今戸1−8−13）
問合せ スポー

ツ振興課☎（5246）5853

●田原小・太極拳教室

場所 根岸社会教育館

定員 各60人※3月13日㈬から根岸図書館

でチケット配布（先着順・家族単位で配布）
問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

スポーツひろば
日時（全12回）4

こぶた」ほか 日時 3月26日㈫午前10時
～11時（9時40分開場）
、
午後3時～4時（2

～8時30分（7時受付） 場所 田原小学校3

時30分開場） 場所 石浜橋場こども園ホー

階体育室 講師 水野冨士氏（陳式太極拳）

ル 対象 幼児～小学校低学年 定員 各50

費用 3,000円（12回分・保険料含む）

人※3月5日㈫から石浜図書館で整理券を

申込方法 参加費を添えて次の①か②へ

配布（先着順・家族単位で配布）

①3月27日㈬午後7時15分～8時15分・

問合せ 石浜図書館☎（3876）0854

田原小3階体育室 ②3月28日㈭～4月12
日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課
（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝
日を除く）
●大正小・ピラティス教室
日時（全5回）5月17日 ～ 6月28日（5月

時15分～8時30分（7時受付）※当日ヨ

場所 生涯学習センター

ガマットか厚手のバスタオル持参

在勤（学）の方 定員 100人（先着順）

場所 大正小学校地下体育館

講師 鈴木共子氏
（NPO法人いのちのミュー

ジアム） 問合せ 人権・男女共同参画課

申込方法 参加費を添えて次の①か②へ

☎（5246）1116

大正小地下体育館 ②4月1日㈪～5月10
日㈮午前9時～午後5時・スポーツ振興課
（生涯学習センター5階、土・日曜日・祝
日を除く）

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

の方※子供を連れての参加不可、学校行事

分） 申込方法 往復はがき（1人1枚)に講

等により変更・中止の場合あり

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

定員 各

30人（先着順） 持ち物 運動できる服装、

番号を書いて右記問合せ先へ

室内履き、飲み物、タオル

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 4

問合せ スポー

ツ振興課☎（5246）5853

清島温水プール水泳教室

時間 Ａクラスは午前9時～10時、Ｂクラス

は10時～11時

対象 区内在住か在学の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） 費用 プール利用料
申込方法 開始20分前より現地で申込み

●短期水泳教室

日程（全3回）5月1日㈷

～3日㈷ 時間 ①Ａクラス午前9時～10時
②Ｂクラス10時～11時 ③Ｃクラス11時

いただけます。 日時 3月30日㈯午後1時

㈭～4月9日㈫午前10時～午後7時※4月3

30分開場、2時開始（99分間）

日㈬は定休日 場所 浅草4−36−5（千束

場所 浅草文化観光センター6階多目的ス

通商店街内） 販売商品 オーストリアのビ

ペース 定員 70人（先着順）※未就学児

ール、ワイン、肉製品（ハム・ソーセージ

不可

等）
、民族衣装、雑貨等

ージか右記二次元コードか

申込方法 区ホームペ
申込締切日 3月

26日㈫
問合せ 都市交流課☎（5246）1193

の生涯と、彼が撮影した写真をパネルで紹

東京・春・音楽祭2019「桜の街の音

介します。

日時 3月30日㈯～4月21日

楽会」 3月15日㈮～4月14日㈰に、

㈰午前9時～午後8時 場所 浅草文化観光

上野の音楽ホール・美術館などで東京・

センター7階展示スペース

春・音楽祭が開催されます。
「ふるさ

●映画「オーストリアの空と地から」無料

と交流ショップ 台東」にオーストリア

上映会（協力：オーストリア大使館／オー

政府観光局が出店することを記念し

ストリア文化フォーラム）

て、ミニコンサートを開催します。
日時 3月28日㈭午前10時50分～11時
10分 場所 奥浅草お休み処（浅草3−

38−5 千束通商店街内） 出演 ヴォ
ンゴレ・カルテット（サックス四重奏）
問合せ 東京・春・音楽祭実行委員会

☎（5205）6497

月15日㈪・25日㈭午前10時～11時、11

台東区文化振興課☎（5246）1153

時～正午 定員 各5人（抽選）

巨匠ヨゼフ・フィルスマイヤー監督がオー

申込方法 往復はがき(1人1枚)に催し名・

●子供のためのワンポイントレッスン
日程（全10回）4月7日～6月9日の日曜日

遥かオーストリアの美しい映像をお楽しみ

流ショップ 台東」に出店 日時 3月28日

年間滞在した写真師ミヒャエル・モーザー

日㈭ ②「初めてのエクセル」4月9日㈫
・12日㈮・16日㈫ 時間 午前10時～正午

●オーストリア政府観光局が「ふるさと交

ア文化フォーラム） 明治時代、日本に7

「初めてのワード」4月4日㈭・8日㈪・11

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

声、日本語字幕）
」の上映会を開催します。

●
「オーストリア文化に関連するパネル展」 ら申込み

内容・日程（全3回）①

対象 区内在住か在勤（学）の中学生以上

リア国交樹立150周年です。

（協力：オーストリア大使館／オーストリ

シルバー人材センターから
●パソコン講座

ストリアのさまざまな風景を空撮した映画

姉妹都市提携30周年および日本オースト 「オーストリアの空と地から（ドイツ語音

対象 区内在住か

子氏 費用 1,200円（5回分・保険料含む）
①3月29日㈮午後7時15分～8時15分・

平成31年は台東区・ウィーン市第一区

人権講座「犯罪被害者とその家
族が抱える心の痛みを理解する」
日時 3月25日㈪午後3時～4時30分

講師 小野明

日本オーストリア友好
150周年交流推進事業

講 座・相 談 会 など

31日・6月14日を除く）の金曜日午後7

@jcom.home.ne.jp

台東区を代表する芸術家・朝倉文夫にスポットを当て、
本人が残した言葉「アサクリック」をキーワードにして区
の魅力を紹介します。下記配布場所のほか、台東区文化
芸術総合サイト「たいとう文化マルシェ」で閲覧できます。
配布場所 区役所、浅草文化観光センター、区民事務所・
同分室、地区センター、区内文化施設等
問合せ 文化振興課☎（5246）1146

●石浜図書館にんぎょうげき「さんびきの

月17日～7月10日の水曜日午後7時15分

Eメール taito-vc

文化芸術広報誌「台東鳥瞰」
第2号を発行しました

対象 幼児～小学生の子供と保護者

☎・ FAX （3874）3019

対象 全日程参加可能な方※区内在

申込締切日 各

場所・問合せ 台東区社

ちょうか ん

定員 各40人（先着順） 問合せ 中央

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を

非営利団体 定員 各2組（先着順）

期間 講義・演習4月11日㈭～7月16日㈫

子ども家庭支援センターの催し
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

4月18日㈭
つながれ！ふれあい
①午前10時15分～11時
遊び
②11時15分～正午

区内在住の①6か月〜よ
日本堤子ども家庭支援セ
各20組
ちよち歩き ②しっかり
3月27日㈬ ンター「にこにこひろば」
（先着順）
歩き～3歳の子供
☎（5824）2535

4月8日㈪
ピーカブ―・リトミッ
午前10時30分～11時15分
ク
11時30分～午後0時15分

台東子ども家庭支援セン
区内在住の9か月～3歳 各25組
3月20日㈬ ター「わくわくひろば」
の子供
（先着順）
☎（3834）4577

ヒップホップ

4月11日㈭
区内在住の①1歳～1歳
寿子ども家庭支援セン
各15組
①午前10時15分～10時45分 6か 月 ②1歳7か 月 ～
3月27日㈬ ター「のびのびひろば」
（先着順）
②11時～11時30分
3歳の子供
☎（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。

