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など催しものなど催しもの など催しもの
「台東区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業」を募集します

働きやすい職場づくりや、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた取り組みを行う企
業を認定し、その取り組みを応援します。
対象区内に本社または主たる事業所があ
る、従業員が300人以下の企業等
認定期間 2年間　認定によるメリット 区ホ
ームページや広報「たいとう」等で取り組
みを広く紹介、ワークライフバランス資金
における優遇措置等　申込方法申請書（電
話で下記問合せ先へ請求、区ホームページ
からダウンロード可）、就業規則の写し等
を下記問合せ先へ郵送か持参　申込期間 6
月20日㈭～8月31日㈯　問合せ男女平等
推進プラザ（生涯学習センター4階）
☎（5246）5816

見て、触れて♪
日光の夏♪

世界遺産だけではない、知られざる日光を
お楽しみください。　期間6月29日㈯午
前10時～午後4時　場所浅草文化観光セ
ンター6・7階　内容鹿革クラフトワーク
ショップやパネル紹介　問合せ日光市企
画総務部秘書広報課☎0288（21）5135　
台東区都市交流課☎（5246）1016

体験！匠工房　江戸たいとう伝
統工芸館「木の箸づくり」

かんなで木を削って箸を作ります。
日時 7月6日㈯・7日㈰午前10時～11時
30分、午後1時～2時30分、3時～4時30分　
場所江戸たいとう伝統工芸館　定員各8人

（抽選）　講師茂上豊氏（江戸指物 職人）
費用2,160円（材料費）　 申込締切日 6月
17日㈪　 申込み・問合せ産業振興課
☎（5246）1131

第2回台東区長賞
記念演奏会

日時8月24日㈯午後2時　場所旧東京音楽
学校奏楽堂　定員250人（抽選）　出演開
原由紀乃（ピアノ）、宮㟢賀乃子（チェン
バロ）　申込方法往復はがきに住所・氏

ふりがな

名
・同伴者の有無（1人まで・同伴者氏名）・
電話番号を書いて下記問合せ先へ（区ホー
ムページから申込可）　 申込締切日 7月24
日㈬（必着）※結果は当落いずれの場合も
開催日の2週間前までに送付します。
問合せ〒110−8615　台東区役所文化振
興課☎（5246）1153

一葉記念館から

●展示替えのため臨時休館します。
期間6月24日㈪～28日㈮　
●くずし字解読講座　 日時（全4回）8月
23日～9月13日の金曜日午後1時30分（2
時間程度）　定員30人（抽選）　講師山口
恭子氏（法政大学兼任講師）　費用4,000
円（4回分・資料代含む）※費用は当選後、
事前振り込み・初回のみ別途入館料が必要
申込方法往復はがき（1人1枚）に講座名
・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書いて下
記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき
でないものは無効　 申込締切日 7月19日
㈮（消印有効）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所・問合せ〒110−0012　台東区竜泉

3−18−4　一葉記念館
☎（3873）0004

書道博物館から

●企画展「漢字のなりたち－古代文字の世
界－〈子供向け〉」　期間6月25日㈫～9月
23日㈷　時間午前9時30分～午後4時30
分（入館は4時まで）　
●ギャラリートーク　日時7月7日㈰午前
10時、午後1時30分　定員各20人（抽選）　
申込方法往復はがき（1人1枚）に催し名・
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書いて下記
問合せ先へ　 申込締切日 6月28日㈮（必
着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
入館料一般500円、小中高生250円
休館日月曜日（祝休日の場合は翌日）
場所・問合せ〒110−0003　台東区根岸

2−10−4　書道博物館
☎（3872）2645

UENO JAZZ INN’ 19

日時8月3日㈯午後4時開場、4時30分開演　
場所水上音楽堂（不忍池畔）　出演森寿男
＆ブルーコーツオーケストラ、.Push（ドッ
トプッシュ）、五十嵐一生＆ハクエイ・キ
ム　入場料（全席自由）前売3,000円、当日
3,500円※当日券のみ学生証の提示で割引
あり　前売券 チケットぴあ（☎0570−
02−9999・Pコード145−082）、東京
文化会館（☎5685−0650）、下町風俗資
料館、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中
問合せ台東区芸術文化財団
☎（5828）7591

第40回記念 台東薪
たきぎ

能 

日時9月3日㈫午後5時開場、5時45分開演　
場所浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）　
演目（能）「敦盛」二段之舞 坂真太郎、（狂
言）「末広」山本泰太郎、（半能）「石橋」
大獅子 観世喜正　入場券（全席指定）S席
5,000円、A席4,000円※未就学児の入場
不可　 販売開始日時 7月10日㈬午前10時　
販売場所チケットぴあ（0570−02−999
9、Pコード492−949）、浅草公会堂、区
役所9階④番文化振興課、下記財団事務局　
・台東薪能ワークショップ「詳解！！今年
の見どころ」　日時7月26日㈮午後6時30
分～8時30分　場所区役所10階会議室
講師坂真太郎氏（能楽師観世流）　定員80
人（抽選）　申込方法往復はがきに催し名
・住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話番号・参
加希望人数を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 7月1日㈪（必着）
問合せ 〒110−0004　台東区下谷1−2
−11　台東区芸術文化財団
☎（5828）7591

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

日時7月10日㈬～9月1日㈰午前9時～午
後5時（入場は4時まで）※7月27日㈯は
花火大会のため正午で閉場（入場は午前
11時まで）し、花火大会翌日は正午から
開場します（花火大会が雨天順延の場合は
翌日）。8月25日㈰は、わんぱくトライア
スロン大会のため閉場　
・夜間プール開場　日時7月21日㈰～8月
20日㈫午後6時30分～8時30分（入場は
7時30分まで）※月曜日・7月27・28日
は閉場　対象中学生以上の方　
料金（1時間）大プールは一般200円、中
学生以下100円、小プールは100円※お
むつ使用の子供は利用不可※区内在住か在
勤の65歳以上の方は半額、障害者は料金
が免除されます（要件の確認できる物を持

参し、入場前に事務所で登録手続きが必
要）。　 場所・問合せ台東リバーサイドス
ポーツセンター☎（3872）3181　

桜橋・わんぱくトライアスロン
2019

日時8月25日㈰午前10時受付開始、正午
開会式（小雨決行）　場所隅田公園（桜橋
周辺）　対象区内在住か在学の小学4～6年
生　内容水泳（100メートル）、自転車（3
キロメートル）、マラソン（2キロメートル）
を連続して行い、時間を競う（正規の大会
を縮小）　費用1,000円（保険料含む）
申込方法 下記問合せ先、区民事務所・同
分室、小学校等で配付する申込書に記入し、
6月21日㈮までに費用を郵便局で払込み　
問合せ台東リバーサイドスポーツセンター
☎（3872）3181

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第3期」

期間（各全7回）8月2日～9月21日の金・
土曜日（8月16日・17日を除く）　時間（金
曜日クラス）①3歳児コースは午後2時30
分～3時30分　②5歳児コースは4時～5時

（土曜日クラス）③3歳児コースは午前9時
30分～10時30分　④4歳児コースは11時
～正午　対象区内在住の3～5歳の子供
定員各10人（抽選）　申込方法往復はがき
に希望クラス（①～④）・住所・氏名・生
年月日・性別・保護者氏名・電話番号を書
いて下記問合せ先へ　申込締切日 7月15日
㈷（必着）
場所・問合せ〒111−0024　台東区今戸

1−1−10　台東リバーサイドスポーツセ
ンター☎（3872）3181

夏！ボランティア体験2019

●パネル展示による体験活動先の紹介「見
本市」　期間6月24日㈪～7月2日㈫
場所生涯学習センターアトリウム
●説明会（要予約）　日時①7月14日㈰午
前10時30分～11時30分　②7月17日㈬
午後4時～5時　③7月24日㈬午後7時～8
時　場所生涯学習センター　対象中学生以
上の方　定員各30人（先着順）　費用300
円～1,400円（ボランティア保険代）
申込方法希望日（①～③）・住所・氏名・
電話番号・職業（学校名）を電話かメ
ールで下記問合せ先へ　 申込締切日 各開
催日の2日前（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ台東区社会福祉協議会
☎（3847）7065
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

夏休み親子園芸教室
「ぼたまるを作ってみよう！」

日時7月27日㈯午後1時30分　場所区役
所10階会議室　対象区内在住か在学の小
学生と保護者　定員10組（抽選）　講師樺
澤智江氏（日本家庭園芸普及協会公認グ
リーンアドバイザー）　費用2,000円（材
料費・2人分）　申込方法往復はがきに教室
名・住所・氏名・保護者の氏名・電話番号
・学校名・学年を書いて下記問合せ先へ（区
ホームページから申込可）　 申込締切日 7
月8日㈪（必着）　問合せ〒110−8615
台東区役所環境課☎（5246）1323

夏休み親子見学会
「藝大の森を散策してみよう！」

日時7月20日㈯午前9時30分（2時間程度）　
場所東京藝術大学　対象区内在住か在学
の小学3～4年生と保護者　定員10組（抽

選）　講師君塚和香氏（東京藝術大学特任
助教）　費用2,000円（2人分）
申込方法往復はがきに催し名・住所・氏名
・保護者の氏名・電話番号・学校名・学年
を書いて下記問合せ先へ（区ホームページ
から申込可）　申込締切日 7月1日㈪（必着）　
問合せ〒110−8615　台東区役所環境課
☎（5246）1323

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「大人向けエコ工作」

6月15日㈯はストローを使って、懐かしの
アイロンビーズを手作りします。　日時毎
月第3土曜日午後3時～4時　対象大人1人
につき、子供1人まで同伴可　定員15人

（先着順）　 場所・問合せ 環境ふれあい館
ひまわり環境学習室☎（3866）2011

シニアライフ応援計画
上野にみる芸術1868～2020 

日時7月7日㈰午後2時～4時　場所東京
藝術大学赤レンガ1号館2階談話室（上野
公園12−8）　対象区内在住か在勤のおお
むね50歳以上の方　定員20人（抽選）
講師バーバラ・ダーリン氏（アーティスト）
参加費 300円　申込方法催し名・住所・氏
名・年代・電話番号を電話かはがきで下記
問合せ先へ　申込締切日 6月20日㈭（必着）
問合せ〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5821

帰宅後の短い時間でも深まる親
子のコミュニケーション

日時（全2回）①7月20日㈯　②27日㈯午
前10時～正午　場所生涯学習センター　
対象区内の保育園、保育所、こども園（長
時間保育）に通園中の園児の保護者で全日
程参加可能な方　定員30人（抽選）※託
児あり（抽選）　講師①菅原裕子氏　②福
田積子氏　申込方法区ホームページから
申込み※7月8日㈪以降に抽選結果をメー
ルでお知らせします。　申込締切日 7月7
日㈰　問合せ生涯学習課
☎（5246）5821

目指せ検定博士！「第10回台東
区子供歴史・文化検定」

問題は、「台東区歴史・文化テキスト」か
ら出題します。　日時8月25日㈰午後2時
～2時45分　場所生涯学習センター
対象区内在住か在学で学校受検未実施校
または未実施学年の小学5年～中学生
申込方法区内小中学生は学校を通じて申
込み、それ以外の方は電話で下記問合せ先
へ　 申込締切日 6月24日㈪　問合せ 生涯
学習課☎（5246）5828

工作教室参加者募集
「自分せんようせんぷうき」

日時7月28日㈰午後1時30分～3時30分　
場所生涯学習センター　対象区内在住か
在学（園）の満5歳～小学4年生　定員20
人（抽選）　費用500円（材料費・保険料
含む）　申込方法往復はがき（1人1枚）に

「7月工作教室」希望・住所・氏
ふりがな

名・電話
番号、在学（園）の方は学校（園）名・学
年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 7月12日㈮（必着）
問合せ〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5815

たいとうやまびこ塾
「体験！手相の見方」

日時（全3回）7月7日～21日の日曜日午
後1時30分～3時　場所生涯学習センター　
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対象区内在住か在勤（学）の15歳以上の方　
定員10人（抽選）　講師若林晃氏（学習支
援ボランティア）　申込方法 往復はがきに
催し名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書
いて下記問合せ先へ　 申込締切日 6月22
日㈯（必着）　問合せ 〒111−8621　生
涯学習課学習館☎（5246）5812

スポーツひろば「コア体操教室」

日時（全4回）8月28日～9月18日の水曜
日午後7時15分～8時30分（7時受付）
場所田原小学校3階体育室　対象区内在住
か在勤（学）の中学生以上の方※子供を連
れての参加不可、保険は各自任意で加入
定員 30人（先着順）　講師小林祐稀氏（㈱
Ｉ企画）　費用1,000円（4回分・保険料
含む）　持ち物 運動できる服装、室内履き、
飲み物、タオル、ヨガマットまたは厚手の
バスタオル※学校行事等により、変更・中
止の場合あり　 申込方法 参加費を添えて
下記①か②へ　①7月10日㈬午後7時15
分～8時15分・田原小3階体育室　②7月
11日㈭～8月23日㈮・スポーツ振興課
問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター
5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～
午後5時）☎（5246）5853

図書館のこども室から

●石浜図書館えいがとおはなし会「GO
GO 特急電車」ほか　日時 6月19日㈬午
前10時30分～11時、午後3時30分～4時　
対象 幼児～小学校低学年（親子での参加
可）　定員各60人（先着順）
場所・問合せ 石浜図書館

☎（3876）0854
●読み聞かせボランティア養成講座（初
級）　 日時（全2回）6月25日㈫、7月2日
㈫午前9時30分～11時30分　場所生涯学
習センター　対象 これから読み聞かせの
活動を始めたい・始める予定の初心者で、
全日程参加できる方※以前同講習会に参加
した方、子供を連れての参加は不可
定員 20人（先着順）　講師 児玉ひろ美氏

（JPI読書アドバイザー）　申込方法 中央図
書館こどもとしょしつで配布する申込用紙
で申込むか電話で下記問合せ先へ※申込み
は本人に限る　 申込開始日 6月11日㈫
問合せ 中央図書館
☎（5246）5911
●根岸図書館 えいがとおはなし会「因幡
の白兎」「三枚のお札」　日時 6月26日㈬
午前10時30分～11時15分、午後3時30
分～4時15分　場所 根岸社会教育館ホー
ル　対象 幼児～小学校低学年（親子での
参加可）　定員各60人（先着順）
問合せ 根岸図書館☎（3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　日時 7月8日
㈪午前10時15分、11時　対象 区内在住
の平成30年1月8日～31年1月7日生まれ
の子供と保護者　定員 各10組（先着順）
※子供1人につき1回まで、いずれの回・
会場とも同内容　 申込開始日 6月20日㈭
※申込みは保護者に限る、中央図書館では
受付しません　 場所・申込み・問合せ 日本
堤子ども家庭支援センター
☎（5824）2535
●ポポロ人形劇「おしゃべりなたまごや
き」　日時 7月20日㈯午前11時、午後2時

（各30分前開場）　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　定員各270人（先着順）※6
月29日㈯午前9時から中央図書館こども
としょしつで整理券を配布（家族単位・座
席は選べません）　問合せ 中央図書館
☎（5246）5911

企画展「日記が語る台東区6　
江戸の旅日記を読む」

江戸時代の人々が、台東区の地域をどのよ
うに旅したのかを旅日記や地誌から明らか
にします。　期間 6月21日㈮～ 9月16日㈷　
場所中央図書館
・トーク・イベント「旅日記を読む」
日時 7月15日㈷午後2時～4時　場所 生涯
学習センター　定員 50人（抽選）
テーマ・講師 「旅日記の楽しみ」・加藤芳

典氏（文京ふるさと歴史館専門員）、「江
戸時代の観光」・平野恵（郷土・資料調査
室専門員）　申込方法 往復はがき（1人1枚）
に催し名・住所・氏名・電話番号を書いて
下記問合せ先へ（区ホームページから申込
み可）※詳しくは区ホームページをご覧く
ださい。　 申込締切日時 6月26日㈬午後5
時（必着）　問合せ 中央図書館
☎（5246）5911

ゆとり教養講座　バスハイク

日程・行先 ①7月18日㈭・「鶴岡八幡宮、
新横浜ラーメン博物館」　②23日㈫・「小
田原城」　時間 午前8時45分集合、午後5
時帰着予定　対象 区内在住の60歳以上の
方　定員各46人（抽選）　費用①2,574円　
②4,874円（バス代、保険料含む）
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提出
申込締切日 ①6月22日㈯　②29日㈯
問合せ 老人福祉センター
☎（3833）6541

高齢福祉職場での職場体験

期間 令和2年2月29日までのうち、3日間
以内※受付は随時　対象 介護業務への就
労を希望する方
問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

「まとまらない」をなんとかした
い！女性のための伝えるチカラ
ＵＰ講座～ロジカルに考え、ロ
ジカルに話す～

職場・PTA・地域活動等さまざまな話し
合いの場で、自信を持って発言できる力を
身に付けます。　 日時（全2回）7月6日㈯・
13日㈯午後1時30分～3時30分
対象全日程参加可能な女性　定員 24人（先
着順）　講師 小林京子氏（㈲ヒューリス代
表取締役・一般社団法人起業支援ネット
ワークNICe理事）　 申込方法 講座名・氏
名・電話番号、託児（1歳以上の未就学児）
希望の方は子供の氏名・年齢を電話か直接
下記問合せ先へ　 申込受付開始日6月8日
㈯　 託児の申込締切日 6月29日㈯
場所・問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

第1回CADステップアップ講座

日時 7月23日㈫・24日㈬午後6時15分～
8時45分　対象 区内在住か在勤（学）で
全日程受講可能な方　定員 4人（抽選）
講師渡辺豊氏　費用 3,000円（2回分）
申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏

ふりがな

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合せ
先へ　 申込締切日 7月3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
☎（3872）6780

シニア生涯ワーキングセミナー

日時 7月1日㈪午後1時～3時45分
場所 区役所10階会議室　対象 受講日時点
で55歳以上の方※雇用保険受給中の方に
は、利用確認書を発行します。　定員 30
人（先着順）　内容 シニアのライフプラン
ニング、再就職の現状と考え方
持ち物 電卓　 申込開始日 6月10日㈪
申込み 申込専用ダイヤル（〈公社〉長寿社
会文化協会）☎（5843）7665
問合せ 東京しごとセンターシニアコーナー
☎（5211）2335
台東区産業振興課☎（5246）1152

認知症サポーター養成講座

日時 6月27日㈭午後6時～7時30分
場所 区役所10階会議室　対象 区内在住か
在勤（学）の方　定員 60人（先着順）
講師地域包括支援センター職員
申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か
ファックスで右記問合せ先へ　問合せ 介
護予防・地域支援課☎（5246）1225
FAX（5246）1179

講演会「発達が気になる子の
子育てのコツ」

発達が気になる子供の行動特性を正しく理
解し、その特性を踏まえた伝え方・ほめ方
など、子育てのコツを学びます。　日時 7
月2日㈫午前10時～正午　場所生涯学習セ
ンター　対象区内在住か在勤の方で発達に
心配のある就学前までの子供の保護者・家
族　定員 60人（先着順）※託児あり（1歳
以上の未就学児・10人）　講師竹谷志保子
氏（うめだ・あけぼの学園発達支援部補佐
役・公認心理士・臨床発達心理士）
申込締切日 6月25日㈫（託児は6月17日
㈪）　 申込み・問合せ 松が谷福祉会館
☎（3842）2673

災害ボランティア入門講座

日時 7月20日㈯午後1時～4時　対象 区内
在住か在勤（学）の中学生以上の方
定員 20人（先着順）　内容台東区の防災対
策・台東区災害ボランティアセンターにつ
いて、地震ITSUMO講座　講師 NPO法人
プラス・アーツ　申込方法 住所・氏名・電話
番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名
・所在地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 7月12日
㈮　 場所・問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（3847）7065　 FAX（3847）0190　
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

NPOのための個別相談

日程（内容）7月9日㈫（労務）、16日㈫（法
律）、17日㈬（会計・税務）　時間 午後2時
～4時　対象地域で活動する非営利団体
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　 FAX（3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

成年後見制度連続講座

住み慣れた地域で、安心して暮らすために、
老い支度を始めてみませんか。　日程①7
月11日㈭　②18日㈭　③25日㈭※１回の
みの参加可　時間 午後2時～4時　対象 区
内在住か在勤（学）の方　定員 40人（先
着順）　テーマ ①生前整理のはじめの一歩　
②遺言と任意後見制度　③法定後見制度

講師①斉藤潤樹氏（㈱零興産・遺品整理士）　
②小池勝雅氏（浅草公証役場・公証人）
③中村俊介氏（司法書士）
場所・申込み・問合せ台東区社会福祉協議
会☎（5828）7507

東京都空き家フォーラムin上野

日程 7月14日㈰　 時間（内容）午前10時～
午後4時（相談会）、午前11時～正午（セ
ミナー①）、午後1時30分～2時30分（セ
ミナー②）　場所区役所10階会議室
定員①②各30人（予約優先）
相談会講師 不動産コンサルタント・住宅コ
ンサルタント・税理士・司法書士・ファイ
ナンシャルプランナー等
セミナーテーマ・講師 ①「親の土地や家を
どうする？相続と空き家問題と解決策！」・
岡村宝美氏（税理士）　②「後悔しない『親
の家』の片づけ術！カツオが磯野家を片づ
ける日」・渡部亜矢氏（実家片づけアドバ
イザー®）　申込方法 住所・氏名・電話番号
・参加人数を電話かファックスで下記申込
み先へ（ネクスト・アイズ㈱ホームページ
から申込可）　申込み ネクスト・アイズ㈱
☎0120−406212
FAX（5574）0921　問合せ 住宅課（区
役所5階⑩番）☎（5246）1468

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　内容・日程（各全3回）①「フ
ァイルや写真のスッキリ整理講座」・7月8
日㈪・11日㈭・17日㈬　②「スマホの利用」・
7月9日㈫・12日㈮・16日㈫　時間午前10
時～正午　定員各9人（抽選）　費用 3,000
円（3回分）　申込方法 往復はがき（1人1枚）
に講座名（①か②）・住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて下記問合せ先へ　
●パソコン「無料よろず相談会」　日時 7
月5日㈮・25日㈭午前10時～11時、11
時～正午　定員各5人（抽選）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名
・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・
相談内容を書いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住の60歳以上の方
申込締切日 6月21日㈮（必着）※募集数
に達しない場合、6月24日㈪以降に電話
で受付　 場所・問合せ 〒111−0056　台
東区小島1−5−5　台東区シルバー人材セ
ンター☎（3864）3338

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

●基礎講座Ⅰ「スポーツ人類学“スポーツっ
てナンだ？”～ルーツと可能性にせまる～」　
日時（全4回）7月19日～8月9日の金曜日
午前10時～正午　対象区内在住か在勤（学）
の中学生以上の方　定員 30人（抽選）
申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏

ふりがな

名
・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
書いて下記問合せ先へ　 申込締切日 7月5
日㈮（必着）　 場所・問合せ 〒111−0032　
台東区浅草4−24−13　千束社会教育館
☎（3874）5450

高齢者施設ボランティア育成講
座

日時 7月24日㈬午前10時～午後3時45分　
場所 特別養護老人ホーム浅草　対象 ボラ
ンティアや介護の仕事に関心のある方
定員 10人（先着順）※動きやすい服装で
参加　 申込締切日 7月23日㈫
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228
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