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（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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など催しものなど催しもの など催しもの
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」

日時 11月9日㈯午前10時30分～11時50
分※女性保護者向けのワークショップあり
場所 生涯学習センター　対象 区内在住か
在勤の男性保護者と0歳児　定員20組（先
着順）　講師松が谷児童館職員　
申込開始日 10月8日㈫　
申込み・問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

台東区江戸創業事業所ガイドツ
アー

コース・日程 ①上野・谷中コース（クマイ
商店・有職組紐道明・東京松屋）11月16
日㈯　②浅草・北部コース（岡田屋布施・
どぜう飯田屋・常盤堂雷おこし本舗）23日
㈷　③浅草・南部コース（宮本卯之助商店
・鮒佐・人形の久月）30日㈯　対象 小学
生とその保護者　定員20人（抽選）
費用（1人）①1,100円から
②2,000円　③3,300円※
ツアーの内容および申込み
は右記2次元コードをご覧
ください。
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

浅草ものづくり工房施設公開

入居者のアトリエ公開や販売会、ワーク
ショップなどを行います。　期間 10月18
日㈮～20日㈰※革とものづくりの祭典

「A-ROUND」同時開催　場所浅草ものづ
くり工房　
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1143

台東区芸術文化支援制度対象
企画「バラエティロード山谷
2019」

日時 10月27日㈰午前11時～日暮れ頃　
場所 玉姫稲荷神社南側道路（清川2−13
−20）※荒天時は清川区民館で実施
費用 無料（茶碗絵付け2,000円、お抹茶1
杯300円）　参加方法 直接会場へ※詳しく
はFacebookの「バラエティロードSANYA
2019」のページをご覧ください。
問合せ （一社）谷中のおかって
TEL 080（4342）8215
文化振興課 TEL （5246）1328

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

期間 10月13日㈰～11月8日㈮　場所区役
所1階台東アートギャラリー　
展示作品 「抱かれてンのは確かにわたし
だが、抱いてるわたしは一体誰だろう？」
小池真奈美氏、「道」岡地習子氏
問合せ 文化振興課 TEL （5246）1153

「第39回『台東第九公演』下町
で第九」のチケットを販売します

公演日時 12月15日㈰午後2時開場、3時開
演　公演場所 東京藝術大学奏楽堂（上野公
園12−8）　曲目ベートーヴェン交響曲第9
番二短調作品125「合唱付」　出演 迫昭嘉

（指揮）、藝大フィルハーモニア管弦楽団
（管弦楽）、台東区民合唱団（合唱）ほか

販売場所 区役所9階④番文化振興課、浅草
文化観光センター、藝大アートプラザ（上
野公園12−8大学美術学部講座）
販売開始日時 10月23日㈬午前9時※藝大

アートプラザは午前10時から
入場料 3,000円　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●特別展「朝倉彫塑館の白と黒 CONTRA
ST：Color, Material and Texture」　
期間 12月15日㈰まで
●ギャラリートーク　日時 10月16日㈬、
11月2日㈯・20日㈬午後2時～2時30分

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）※入館時は靴を脱ぎ、靴下
を着用　入館料 一般500円、小中高生250
円　休館日 月・木曜日（祝休日の場合は
翌日）　 場所・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

書道博物館から

●企画展「漢字のなりたち―古代文字の世
界―」大人向け　期間 12月15日㈰まで
時間 午前9時30分～午後4時30分（入館
は4時まで）
●ワークショップ「古代文字を書いてみよ
う！」　日時 11月10日㈰午前9時30分～
午後4時　費用100円※別途入館料が必要
●ギャラリートーク　「漢字のなりたち―
古代文字の世界―」の展示作品を解説しま
す。　日時 11月10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）に住所・

氏
ふりがな

名・年齢・電話番号・希望日時を書いて
下記問合せ先へ　 申込締切日 11月1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
場所・問合せ 〒110−0003　台東区根岸

2−10−4　書道博物館
TEL（3872）2645

一葉記念館から

●展示替えのため臨時休館します
期間 10月28日㈪～11月1日㈮　
場所・問合せ 一葉記念館
TEL（3873）0004

産業研修センターの催し 　

●第3回CADステップアップ講座
日時 11月26日㈫・27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　
申込締切日 11月6日㈬（必着）
●第5回革小物手作り教室「ベル型キー
ケース」　日時 12月7日㈯午後1時30分～
3時30分　対象 区内在住か在勤（学）の
小学5年生以上の方※小学生は保護者同伴　
定員10人（抽選）　 講師 MZK DESIGN
一瀬美月氏（ものづくり工房）
費用1,000円（勤労者サービスセンター会
員は500円・会員番号を明記）
申込締切日 11月16日㈯（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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　 場所・問合せ 〒111−0023　台東
区橋場1−36−2　産業研修センター
TEL （3872）6780

第14回台東区民ドッジボール
大会

日時 11月23日㈷午前9時30分　 定員40
チーム（予定・先着順）　費用小学生の部
は1チーム1,000円、大人の部は1チーム

3,000円（保険料含む）　 申込締切日 10月
25日㈮※申込方法等、詳しくは台東区民ス
ポーツ振興協議会ホームページをご覧にな
るか右記へ　 場所・問合せ 台東リバーサイ
ドスポーツセンター TEL （3872）3181

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第5期」

期間（全7回）11月29日～令和2年1月25
日の金・土曜日（12月27日～2年1月5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　②4歳
児コースは午後4時～5時（土曜日クラス）
③3歳児コース午前9時30分～10時30分
④5歳児コースは午前11時～正午
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

ふりがな

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 11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 TEL （3872）3181

第27回隅田川ハゼ釣りと水辺
観察

日時 11月24日㈰午前9時～正午（小雨決
行）　場所桜橋周辺　対象区内在住か在勤

（学）の方　持ち物 釣具（釣り餌は区で用
意）　申込方法 参加者全員の住所・氏

ふりがな

名・
年齢・電話番号をはがきかファックスで下
記問合せ先へ（電子申請可）※「子供釣り
教室」「川の水を調べてみよう」も同時開
催（要申込）　 申込締切日 11月8日㈮（必
着）　問合せ 〒110−8615　台東区役所
環境課 TEL （5246）1283
FAX（5246）1159

フリーマーケット出店者募集

日時 ①11月4日㉁午前9時～午後3時　②
11月10日㈰午前10時～午後3時　
場所花川戸公園※車での来場不可、天候に
より中止の場合あり　 出店数（予定）①30
店　②20店　出店料 2,000円

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①フリーマーケット推進ネットワーク（午
前9時～午後6時） TEL 048（268）8711
②タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後5時） TEL 050（3616）3300
問合せ 清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「ビオトープ開放」

植物や生き物の観察・ザリガニ捕りなど、
さまざまな体験ができます。　日時 火曜
日午前10時30分～11時30分、金曜日午
後3時～4時※天候により中止の場合あり
場所 精華公園ビオトープ※汚れてもよい
服装で参加、未就学児は保護者同伴　
問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習
室 TEL （3866）2011

MOA美術館「台東児童作品展」

日時 10月26日㈯午後1時～5時・27日㈰
午前10時～午後3時　場所 隅田公園リバ
ーサイドギャラリー　問合せ MOA美術館
台東児童作品展実行委員会
TEL （3875）8051

霧ヶ峰学園宿泊バスツアー
「ニュースポーツ体験等」

期間 11月9日㈯～10日㈰（1泊2日）
対象 区内在住か在勤の方　定員45人※最
少催行人数20人　費用 大人13,800円、
子供12,800円※宿泊代・交通費・食事代（4

食）を含む※詳しくは、少年自然の家霧ヶ
峰学園ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ 富士急トラベル（株）
TEL （5302）0200
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園
TEL 0266（52）0257
台東区学務課 TEL （5246）1422

区立保育園・こども園「合同子
育て広場」～のんびりのびのび
子育てタイム～

日時 11月7日㈭午前10時15分～午後3時　
場所生涯学習センター　対象乳幼児と保護
者　内容ままごと、絵本、保育士による歌
・手遊び、育児・栄養・健康・保育園に関
する相談　問合せ 東上野保育園
TEL （3833）9810
千束保育園 TEL （3874）1713　
谷中保育園 TEL （3828）3223

台東区体育協会シニアスポーツ
振興事業「楽らく健康体操教室」

日時 10月26日㈯午前9時30分～11時30
分（9時10分受付開始）　場所 たなかスポ
ーツプラザ　対象 区内在住か在勤の60歳
以上の方　定員40人（先着順）　講師桜田
敬子氏（フィジカルプロデューサー）　
持ち物 運動できる服装、飲み物、タオル、
室内履き　 申込締切日時 10月18日㈮午後
5時　 申込み・問合せ スポーツ振興課（土
・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）
TEL （5246）5853

小・中学生のスポーツ初心者教
室

●空手　 日時（全3回）11月19日、12月
3日・10日の火曜日午後7時～8時30分
場所 谷中小学校体育館　対象 区内在住か
在学の小中学生　定員10人（先着順）　
申込期間 10月20日㈰～11月15日㈮
参加費 800円（3回分・保険料含む）※運
動できる服装で参加※小学生以下は保護者
同伴　申込み 拳心会台東スポーツ少年団
岩田 TEL （3805）9900　問合せ スポー
ツ振興課（土・日曜日・祝日を除く午前9
時～午後5時） TEL （5246）5853

区民体育祭

●ハンドボール　日程 11月10日㈰　
場所台東リバーサイドスポーツセンター
費用 1チーム5,000円　 申込締切日時 10
月25日㈮午後5時（必着）※台東区ハン
ドボール部へ申込み　
●ゴルフ　日程 11月21日㈭　場所筑波カ
ントリークラブ　費用1人5,000円※ゴル
フ連盟へ申込み　 申込締切日 11月6日㈬

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住か在勤（学）の方※詳しくは、
大会要項（下記問合せ先で配布、区ホーム
ページからダウンロード可）をご覧くださ
い。　 申込み・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）
TEL （5246）5853

障スポチャレンジ
「シッティングバレーボール」

誰でも気軽に障害者スポーツに参加できる
「障スポチャレンジ」を実施しています。
日時 毎週月曜日午後7時～9時※第1月曜
日・祝日・年末年始等、休場日あり
場所 たなかスポーツプラザ　対象 区内在
住か在勤（学）の方※障害の有無は問いま
せん。※必要な方は介助者同伴。　持ち物

運動できる服装、室内履き、飲み物、タオ
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ル※保険は各自任意で加入　 問合せ ス
ポーツ振興課 TEL （5246）5853

絵手紙年賀状講習会 　

日程・場所 11月6日㈬・入谷老人福祉館、　
12月4日㈬・三筋老人福祉館　時間午後1
時30分～3時30分　対象区内在住の60歳
以上の方　定員20人（先着順）　講師岡部
厚子氏　申込方法 各会場で受付
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）　
申込締切日 10月25日㈮　問合せ 老人福祉
センター TEL （3833）6541

文化財講座

●浅草寺の考古学　日時 11月10日㈰午後
2時～4時　定員30人（抽選）　講師 紺野
英二氏（立正大学特任講師）
申込締切日 10月25日㈮（必着）
●台東区映像アーカイブ上映会 Part.8 
～昭和初期の台東区～　日時 11月16日㈯
午後2時～3時30分　定員20人（抽選）
講師 細樅雄貴氏（台東区文化財保護調査
員）　 申込締切日 11月1日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 生涯学習センター　 申込方法 往復は
がき（1人1枚）に講座名・人数（2人まで）
・参加者全員の氏

ふりがな

名・年齢・代表者の住所・
電話番号を書いて下記問合せ先へ※応募多
数の場合は区内在住の方優先
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5828

工作教室「木製ブックラック」

日時 11月24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
学の満５歳～小学４年生　定員20人（抽
選）　費用300円（材料費・保険料）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に「11月
工作教室」・住所・氏

ふりがな

名・電話番号・学校（園）
名・学年を書いて、下記問合せ先へ
申込締切日 11月5日㈫（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

たいとうやまびこ塾
「浪越指圧」

日時（全4回）11月6日～27日の水曜日午
後2時～4時　場所生涯学習センター　
対象区内在住か在勤（学）の15歳以上の方　
定員10人（抽選）　講師中村愛氏（学習支
援ボランティア）　費用3,100円（教材・
保険代）　 申込方法 往復はがきに住所・
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 10月26日㈯（必着）　
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5812

台東区社会教育団体協議会によ
る「第52回　台東区文化祭」

・展示の部　日時 10月20日㈰～11月3日
㈷午前9時30分～午後4時30分（最終日
は4時まで）　
・舞台の部　日時 11月3日㈷午前10時～
午後5時15分　
・茶席の部　日時 11月3日㈷午後1時～4
時　
・加盟団体　台東区華道茶道文化協会、台
東書道連盟、台東川柳人連盟、台東区吟剣
詩舞道連盟、台東区短歌連盟、台東区合唱
連盟、台東区美術会、台東区民謡連合会、
台東区写真連盟、台東区ボーイスカウト・
ガールスカウト協議会、家庭倫理の会 台
東区、台東区能楽連盟、台東区体育協会、
台東区釣魚連盟、台東区ラジオ体操連盟、

台東区舞踊協会、台東区立幼稚園PTA連
合会、台東区私立幼稚園PTA連合会、台
東区カラオケ協会　場所生涯学習センター　
問合せ 生涯学習課 TEL （5246）5815

須賀一 写真展 Part.7
 「普段着の浅草」

期間 11月1日㈮～7日㈭　時間 午前10時
～午後6時（1日は午後1時から、7日は午
後4時まで）　場所浅草公会堂展示ホール
問合せ 生涯学習課 TEL （5246）5828

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

DV防止講座 「SOSを見逃さな
いで!　エキスパートに学ぶ 気
づく 繋げる 支える ポイント」 

日時 11月29日㈮午後3時～5時　場所 生
涯学習センター　定員 90人（先着順）※
託児（1歳以上の未就学児）希望の方は11
月22日㈮までに要予約　講師 湯浅範子氏

（女性の家HELPソーシャルワーカー）
申込開始日 10月8日㈫　
申込み・問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

あんどうりすさんから学ぶ
アウトドア流　親子防災講座

日時 11月10日㈰午後1時30分～3時30分　
対象区内在住か在勤（学）の4歳～小学生
の子供と保護者　定員 15組（先着順）
講師 あんどうりす氏（アウトドア防災ガイ
ド）　主催NPO法人台東区の子育てを支え
合うネットワーク　費用 300円（ランタン
代1セット）　申込方法 氏名・年齢、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
申込開始日 10月8日㈫
託児の申込締切日 11月2日㈯
場所・問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

チームわが家でいこう！～夫婦
で家事・育児を楽しむ方法～

日時 11月23日㈷午後1時～3時　定員 30
人（先着順）※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　講師 東浩司氏（NPO法
人ファザーリング・ジャパン理事）
主催 NPO法人GEWEL　 申込開始日 10月
8日㈫　 託児の申込締切日 11月16日㈯　　
場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
TEL （5246）5816

ひきこもりに関する①講演会②
個別相談会③茶話会

日程 11月2日㈯　時間①午後1時～2時30
分　②午前10時～正午、午後3時～5時（1
組55分程度）　③午後3時～4時30分
場所区役所10階会議室
定員（先着順）①50人　②6組（午前4組、
午後2組）　③20人※②③は要申込、区内
在住の方優先　講師①池上正樹氏（ジャー
ナリスト）　②③臨床心理士　 申込方法 催
し名（①～③）・希望時間（②のみ）・参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を
電話かファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 10月25日㈮
問合せ 子育て・若者支援課
TEL（5246）1341　 FAX（5246）1289

講演会＆養育家庭体験発表会

日時 11月19日㈫午後1時30分～4時

場所 区役所10階会議室　定員 100人（先
着順）※託児あり（区内在住の1歳以上の
未就学児・10人・先着順）　テーマ 子ども
のスマホ・ゲーム依存の理解と対応～気に
なる子への正しい関わりを知ろう～
講師三原聡子氏（久里浜医療センター主任
心理療法士）　申込方法 氏名・電話番号、
託児希望の方は子供の氏名・年齢を電話か
ファックスまたはメールで下記問合せ先へ
託児希望の申込締切日 11月12日㈫
問合せ 日本堤子ども家庭支援センター
TEL（5824）2571　 FAX（3873）2617
Eメール nihondutsumi-nikoniko@jco
m.home.ne.jp

NPOのための個別相談

日程 会計・税務相談は11月6日㈬、労務
相談は19日㈫、法律相談は20日㈬
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
TEL（3847）7065　 FAX（3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

地域福祉権利擁護サービス
「生活支援員」募集説明会

生活支援員は福祉サービスの利用等を自分
で行うのが困難な方を支援します。
日時 11月5日㈫午前10時30分～正午※生
活支援員希望者は面接（11月12日㈫午後
1時30分）あり
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL （5828）7507

2019みんなのひろば祭

障害者団体･ボランティア団体等を中心に、
参加者全員で作り上げるお祭りです。
日時 11月3日㈷午前10時～午後3時※小
雨決行　場所 入谷南公園　内容 舞台イベ
ント（音楽演奏等）、模擬店、場内イベン
ト（施設の自主製品の販売・クイズ・リサ
イクル品・野菜の販売等）、各団体の活動
紹介
問合せ 障害福祉課 TEL （5246）1207

講演会「発達が気になる子供の
理解と社会性の支援」

日時①11月1日㈮　②12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　定員 各60人（先着順）
※託児あり（1歳以上の未就学児・10人）
内容①情動・行動のコントロール力を育む　
②友達作りと集団への適応力を育む
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・公認心理師・臨床発達心
理士）　 申込締切日 ①10月28日㈪（託児
は21日㈪）　②11月7日㈭（託児は10月
31日㈭）　 申込み・問合せ 松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

自転車安全利用講習会

日時 ①12月1日㈰午前10時30分　②1日
㈰午後1時　③4日㈬午後7時　④8日㈰午
前10時30分　⑤8日㈰午後1時　⑥9日㈪
午後7時　場所区役所10階会議室
対象 区内在住の15歳以上の方（中学生を
除く）　定員 各60人（抽選）　申込方法 往
復はがきに希望日（①～⑥）・住所・氏名・
生年月日・電話番号・自転車置場希望の有
無（「無」の場合、優先受付不可）を書い
て右記問合せ先へ（電子申請可）※往復は

がきでない物、複数日程の申込み無効※受
講者は、来年度自転車置場の申込みを優先
受付（収容台数を超えた場合は抽選）
申込締切日 10月31日㈭（必着）
問合せ 〒110−8615　台東区役所交通対
策課 TEL （5246）1288

たいとう地域活動メッセ2020
参加団体募集

地域活動団体の取り組みをPRするととも
に、団体間の交流を深めることを目的に開
催します。※詳しくは台東区地域活動支援
サイトをご覧ください。　日時 令和2年2
月16日㈰午前11時～午後3時（予定）
場所隅田公園リバーサイドギャラリー　
問合せ 台東区社会福祉協議会
TEL （3847）7065

腸を整えおなかすっきり!ヘルシ
ークッキング（調理実習）

日時 11月9日㈯午前10時30分～午後1時　
場所社会教育センター３階調理室　
対象区内在住の方※昨年と同内容のため、
初めての方のみ受講可　定員 20人（先着
順）　講師 たいとう栄養士会　費用 500円

（材料費）　持ち物 エプロン、三角巾、上履
き、ふきん　 申込み・問合せ 台東保健所
保健サービス課 TEL （3847）9440

家庭教育支援者養成講座
「親の力・地域の力を引き出すフ
ァシリテーション」

日時 11月21日㈭午前10時～午後5時
場所 生涯学習センター　対象 子育て支援
やPTAなど地域でファシリテーションを
役立てたい方　定員 30人※託児あり（抽
選）　講師鈴木まり子氏
申込方法 区ホームページから申込み
申込締切日 11月7日㈭　
問合せ 生涯学習課 TEL （5246）5821

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

●くらしの中のおもてなし～日本の文化・
習慣でもてなすために～（箸プレゼント）
日時（全3回）12月8日～22日の日曜日午
前10時～正午　対象区内在住か在勤（学）
の16歳以上の方　定員 20人（抽選）
申込方法 往復はがき（1講座1枚）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 11月14日㈭（必着）　
場所・問合せ 〒111−0024　台東区今戸

2−26−12　今戸社会教育館
TEL （3873）4140

高齢者施設ボランティア育成講
座

日時 11月15日㈮午前10時～午後3時45
分　場所特別養護老人ホーム千束　
定員 10人（先着順）　内容高齢者介護に関
する基礎知識の講座・体験研修、施設の食
事体験※動きやすい服装で参加　
申込締切日 11月14日㈭　
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

台東区介護就職フェア

「介護のお仕事」の説明・就職相談や「高
齢者疑似体験」などを行います。
日時 12月22日㈰午前11時～午後3時
場所 区役所10階会議室　対象 介護に興味
のある方　問合せ 台東区社会福祉事業団
総務課 TEL （5603）2228
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