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【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。

広報

など催しものなど催しもの など催しもの
令和2年 ｢新成人を祝う会｣

（成人式）

日時 令和2年1月13日㈷午前10時30分～
11時40分（10時開場）　場所 浅草公会堂　
対象 平成11年4月2日～12年4月1日まで
に生まれた方※区内在住の方には12月初
旬に案内はがきを送付。年内に届かない場
合は下記問合せ先へ。はがきを紛失した場
合でも参加可。入場は新成人に限る（保護
者の入場不可、特別な配慮を必要とする方
は下記問合せ先へ）。区外在住者も参加可

（居住地より送付の案内状を持参の上、直
接会場へ）。　内容 記念式典、記念アトラ
クションほか　出演 さらば青春の光（芸
人）　問合せ 子育て・若者支援課
TEL （5246）1341

江戸たいとう伝統工芸館
「匠の逸品！入札会」

参加方法 入札対象品で、購入を希望する商
品を、所定の参加用紙に必要事項を記入
し、参加箱へ入れてください。　日時 12
月11日㈬～令和2年1月26日㈰午前10時
～午後6時（1月2日㈭・3日㈮は午後8時
まで）※第2・4火曜日は休館　場所 江戸
たいとう伝統工芸館
商品引渡し（予定）2月中旬頃
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

期間 12月8日㈰～令和2年2月中旬頃
場所区役所1階台東アートギャラリー
展示作品 平成5年度台東区長賞受賞作品

「お祭り」塚本修央氏、8年度台東区長賞受
賞作品「複合する平面と空間 落ち葉A-6」
山崎秋人氏　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

墨田区・台東区文化交流事業
「北斎と川柳」　パネル展

葛飾北斎・川柳のゆかりの地やそれぞれの
関わりを紹介します。　期間 12月27日㈮
まで　場所浅草文化観光センター7階展示
スペース　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●ギャラリートーク　日時 12月7日㈯午後
2時～2時30分　 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）
●展示替えのため休館します
期間 12月17日㈫～20日㈮

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ 朝倉彫塑館 TEL （3821）4549

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第6期」

日程（全7回）令和2年2月7日～3月27日
の金曜日か土曜日（3月20日を除く）
時間（金曜日クラス）①4歳児コースは午
後2時30分～3時30分　②5歳児コースは
午後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
歳児コースは午前11時～正午　対象 区内
在住で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

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 1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

旧東京音楽学校奏楽堂
ニューイヤーコンサート2020

日程①令和2年1月2日㈭　②3日㈮
時間午後2時開場、2時30分開演　出演①
住谷美帆（サクソフォン）、AKIマツモト

（ピアノ）　②友吉鶴心・吉永鶴奏・水島結
子（薩摩琵琶）、千田寧子（オルガン）ほ
か　演目①春の歌（メンデルスゾーン）ほ
か　②春の宴（琵琶とパイプオルガンの競
演）ほか　 入場券（全席自由）各2,000円※
未就学児入場不可　前売券 チケットぴあ

（ TEL 0570－02－9999・Pコード169
－478）、下記問合せ先（窓口販売のみ）
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

弦楽アンサンブル《TGS》コンサ
ート～名曲で聴く弦楽の響き～

日時令和2年1月18日㈯午後1時30分開場、
2時開演　場所旧東京音楽学校奏楽堂※未
就学児入場不可　出演東京藝大ストリング
ス（TGS）　曲目 愛の挨拶（エルガー）、
サウンド・オブ・ミュージックメドレーほか　
入場券（全席指定）2,000円　前売券 チケッ
トぴあ（ TEL 0570－02－9999、Pコー
ド161－203）、東京文化会館（ TEL 5685
－0650）、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 台東区芸術
文化財団 TEL （5828）7591

フリーマーケット出店者募集

日程 ①令和2年1月2日㈭　②5日㈰　③12
日㈰　時間①午前9時～午後4時　②午前9
時～午後3時　③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）①②
30店　③20店　出店料 ①2,000円※区民
は会ホームページから予約で1,500円
②③2,000円

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①リサイクル推進友の会（午前10時～午
後4時） TEL （3412）6857　②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　③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 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

老人福祉センターの催し

●ゆとり教養講座「歴史・自然」講話
日程・内容 ①令和2年1月14日㈫・お茶ノ
水周辺　②31日㈮・隅田川上流から梅若
伝説の残る木母寺　時間午後1時30分～3
時　場所 ①入谷老人福祉館　②橋場老人
福祉館　定員各40人（先着順）　講師今野
秀司氏
●スマートフォン講習会
日程（全4回）①2月5日～26日の水曜日　

②6日～27日の木曜日　時間 ①午前10時
～正午　②午後1時30分～3時30分
場所 ①橋場老人福祉館　②三筋老人福祉
館　定員 各16人（抽選）　講師 NPO竹箒
の会　 申込方法 老人福祉センター、各老
人福祉館で配布する申込用紙に記入し提出　
申込締切日 1月17日㈮　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住の60歳以上の方
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）
問合せ 老人福祉センター
TEL （3833）6541

冬の環境学習入門講座

①やさしい光に包まれる 竹のランプシェ
ード　日時令和2年1月19日㈰午後1時30
分～4時　対象 区内在住か在勤（学）の小
学生以上の方（小学生保護者同伴）
②つるで編む～小物入れ～　日時 2月9日
㈰午後1時30分～4時　対象 区内在住か在
勤（学）の中学生以上の方
③銀粘土でつくる！葉っぱのチャーム
日時 2月22日㈯午後1時30分～3時30分　
対象 区内在住か在勤（学）の小学生以上
の方（小学3年生まで保護者同伴）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
定員（先着順）①20人　②30人　③15人　
持ち物 筆記用具、水筒、タオル、持ち帰
り用袋、エプロン※②のみ床に座って作業
のため、汚れても良い服装で参加
申込方法 講座名（①～③）・氏名・学年・
電話番号を電話かファックスまたは直接下
記問合せ先へ　 場所・問合せ 環境ふれあ
い館ひまわり TEL （3866）8098
FAX（3866）8099

霧ヶ峰学園宿泊スキーバスツア
ー（1泊2日）

日時 令和2年1月18日㈯～19日㈰、2月22
日㈯～23日㈰午前8時区役所前出発、午後
5時30分帰着予定　行先霧ヶ峰スキー場
対象区内在住か在勤の方とその家族
定員各40人※最少催行人数各20人
費用 大人14,500円、子供10,500円（4歳
～小学生）※宿泊費・交通費・食事代（3
食）を含む。2日目昼食・スキー場リフト券
・スキーセットのレンタル料金等は各自負
担※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㈱
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

台東区上野の森ジュニア合唱団
ウィンターコンサート

日時 12月22日㈰午後2時　場所 生涯学習
センターミレニアムホール※入場整理券を
生涯学習センター1階受付、区役所6階⑨
番庶務課で配布中　出演 川上彌榮子（構
成・指揮）、杉山直子・寺﨑明日香（ピア
ノ）　ゲスト 上野学園中学校・高校
問合せ 生涯学習課 TEL （5246）5851

たいとうやまびこ塾

●結びアート　 日程（全3回）令和2年1月
15日～29日の水曜日　時間 午後2時～4
時　対象区内在住か在勤（学）の方
定員 10人（抽選）　講師中根葉子氏（学習
支援ボランティア）　費用 1,000円（3回
分）※初回に集金
●親子で英語でダンス　 日程（全2回）1
月12日㈰・19日㈰　時間 午前10時30分
～11時30分　対象 区内在住か在勤の母親
と子供（3歳以上の未就学児）　定員 10組

（抽選）　講師 石綿佳代子氏（学習支援ボ
ランティア）　費用 200円（保険料）※初
回に集金　

◆　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
申込締切日 12月21日㈯（必着）
問合せ 〒111－8621　生涯学習センター

生涯学習課 TEL （5246）5812

工作教室「革でつくる巾着」

日時 令和2年1月26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 500円（材料費・
保険料）　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・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 12日27日㈮（必着）
問合せ 〒111－8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

車いすバスケットボール体験会

日時 12月28日㈯午後1時30分～3時30分　
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
第1競技場　対象 区内在住か在勤（学）の
方※障害の有無を問いません※必要な方は
介助者同伴　持ち物 運動できる服装、屋
内用運動靴　 申込締切日 12月24日㈫
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

清島温水プール 水泳教室

●第4期 「小学1・2年生のための泳力向上
教室」「小学3年生からの泳力向上教室 」

（学年・レベル別）　 日程（全8回）令和2
年2月1日～3月21日の土曜日　時間 Aク
ラスは午後2時～3時、 Bクラスは3時～4
時、 Cクラスは4時30分～5時30分
対象 A・Bクラスは小学1・2年生、Cクラ
スは小学3年生以上の方　定員各30人（抽
選）　費用 7,300円（8回分・保険料含む）
●第5期 幼児のための水泳教室～水慣れ
からクロールまで～（レベル別グループレ
ッスン）　 日程（全4回）2月2日～23日の
日曜日　時間 Aクラスは午前9時～10時、 
Bクラスは10時～11時　対象 3～6歳まで
の未就学児　定員各24人（抽選）
費用 5,500円（4回分・保険料含む）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
※レッスン前後の利用は延長料金が必要
申込方法 往復はがき（1人1枚1教室1クラ
ス）に教室名・希望クラス（A・B・C）・
住所・氏名・電話番号・泳力レベルを書い
て下記問合せ先へ※往復はがき返信後、来
館手続きあり　講師 野村不動産ライフ＆
スポーツ　 申込締切日 1月15日㈬（必着）
場所・問合せ 〒110－0015　台東区東上

野6－16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353

シニアボッチャ体験会

日時 令和2年2月1日㈯午前9時30分～11
時30分　場所 台東リバーサイドスポーツ
センター第1競技場　対象 区内在住か在勤
の60歳以上の方※障害の有無を問いませ
ん。介助者が必要な方は介助者同伴の上、
ご参加ください。　持ち物 運動できる服
装、屋内用運動靴　 申込締切日 1月31日㈮　
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

都立浅草高校温水プール水泳教
室

日程 ①12月21日㈯　②22日㈰　③令和2
年1月25日㈯　④26日㈰　内容 ①③かん
たんアクアビクス　②ゆったりクロール＆
背泳ぎ　④ゆったりクロール＆平泳ぎ
時間午前11時40分～午後0時30分
対象区内在住か在勤（学）の高校生以上の方　
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定員 30人（先着順）　費用プール利用料で
参加可　申込方法 催し名（①〜④）・住所
・氏名・年齢・性別・電話番号を電話か
ファックスで下記申込先へ
場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水
プール（今戸1−8−3）
TEL ・FAX（3874）3019
問合せ 台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

企画展「吉原細見の世界Ⅱ」

期間 12月20日㈮〜令和2年3月15日㈰　
場所中央図書館
●トーク・イベント「吉原細見の周辺」
日時 1月26日㈰午後2時〜4時　場所 生涯
学習センター　 内容・講師 吉原細見と浮
世絵・平野恵（中央図書館郷土・資料調
査室専門員）、吉原の本屋 蔦屋重三郎・鈴
木俊幸（中央大学文学部教授）　定員 90
人（抽選）　申込方法 往復はがき（1人1枚）
に催し名・氏名・住所・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）　申込締切日時 1月15日㈬午後5時（必
着）　問合せ 〒111−8621　中央図書館
TEL （5246）5911

図書館のこども室から

●石浜図書館 おたのしみえいが会
日時 12月11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（親子で参加可）　定員各60人（先着
順）　 場所・問合せ 石浜図書館
TEL （3876）0854
●根岸図書館 えいが会「若おかみは小学
生！」 　日時 12月18日㈬午前10時〜11時
40分、午後2時〜3時40分　場所根岸社会
教育館ホール　対象 幼児〜小学校低学年

（親子で参加可）　定員各60人（先着順）
問合せ 根岸図書館 TEL （3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　日時令和2年
1月17日㈮午前10時15分、11時
対象 区内在住の平成30年7月17日〜令和
元年7月16日生まれの子供と保護者
定員 各10組（先着順）※参加は子供1人
につき1回まで、各回同内容　申込方法 電
話か直接下記問合せ先へ※申込みは保護者
に限る※中央図書館では受付しません
申込開始日 12月20日㈮　 場所・問合せ 日
本堤子ども家庭支援センター
TEL （5824）2535

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

CMの事例から学ぶ！メディア
が発する女性像・男性像

日時 令和2年1月11日㈯午後1時30分〜3
時30分　定員 30人（先着順）　講師 田中
東子氏（大妻女子大学文学部教授、東京大
学大学院情報学府客員教授）　申込方法 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　申込開始日 12月7日㈯
託児の申込締切日 2年1月4日㈯
場所・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

地域のチカラ講座「自分を見つ
けるキャリアトランプ～カードゲ
ーム形式でワークショップを楽
しもう！～」

日時 令和2年1月18日㈯午前10時〜正午　
定員 20人（先着順）　講師加藤雄一郎氏　
申込方法 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
申込開始日 12月7日㈯
託児の申込締切日 2年1月11日㈯
場所・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

育児不安解消プログラム
「ノーバディズ・パーフェクト」

話し合いながら進める体験型プログラムで
す。　 日時（全6回）令和2年1月14日〜2
月25日の火曜日（2月11日を除く）午前
10時〜正午　対象 1月14日現在6か月〜3
歳の子供がいる保護者　定員 12組（抽選）　
講師ノーバディズ・パーフェクト認定ファ
シリテーター　 申込方法 区ホームページ
から申込むか、直接下記問合せ先へ※託児
あり（1月14日現在6か月以上の未就学
児）、電話での申込不可　申込期間 12月9
日㈪〜27日㈮　 場所・問合せ 日本堤子ど
も家庭支援センター
TEL （5824）2535

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　内容・日程（全3回）①「ス
マホの活用」令和2年1月14日㈫・17日
㈮・24日㈮　②「ネットショッピング」
1月20日㈪・23日㈭・27日㈪　時間 午前
10時〜正午　定員 各9人　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 1
月15日㈬・30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 12月23日㈪※募集数に達しな
い場合、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
TEL （3864）3338

講演会「発達が気になる子の子
育てのコツ」

日時 令和2年1月16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未就学の子供
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・先
着順）　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）　託児の申込締切日 12月27
日㈮　申込み・問合せ松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

防災講演会
「災害弱者の防災対策」

日時令和2年1月9日㈭午後2時〜3時30分
場所 松が谷福祉会館　対象 区内在住か在
勤の障害者とその家族・関係機関等
定員 50人程度（先着順）　講師山村武彦氏

（防災システム研究所所長）　 申込方法 講

演会名・氏名・電話番号を電話かファッ
クスで下記問合せ先へ（手話通訳、OHP
要約筆記、磁気ループあり）　問合せ 障害
者自立支援センター TEL （3842）2672
FAX（3842）2674

手話講習会入門コース

日時（全3回）令和2年1月30日、2月6日・
13日の木曜日午後6時45分〜8時45分
対象区内在住か在勤（学）で手話経験のな
い方　定員 30人（先着順）　講師折山曜三
氏（台東区聴覚障害者協会会長）
申込方法 住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号・性
別、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
住所・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 1月
10日㈮　 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

台東区で福祉（保育・高齢・障
害）の仕事を探してみませんか

福祉のしごと相談・面接会を開催します。
資格なし・未経験の方もお気軽にどうぞ。
日時令和2年1月19日㈰午後1時〜4時
場所 台東複合施設いきいきプラザ※服装・
入退場自由　問合せ 台東区社会福祉協議
会 TEL （5828）7545

第5回ペットコミュニティエリ
ア適正利用講習会

ペットコミュニティエリアを利用するに
は、事前に講習会の受講が必要です。
日時 令和2年1月18日㈯午後1時30分〜4
時　場所 エリール（浅草4−5−3）
対象飼い主が区内在住で、台東区で登録を
している小・中型犬※その他の要件あり。
詳しくは、区ホームページをご覧になるか
下記へ。　定員 15頭分（先着順）　内容エ
リア内でのマナーや知識の講習、愛犬と一
緒にエリアの模擬練習（講習中は施設内で
愛犬をお預かりします）　申込方法 区ホー
ムページから申込むか、電話で下記問合せ
先へ　 申込締切日 1月9日㈭　問合せ 台東
保健所生活衛生課 TEL （3847）9437

メディアを読み解くチカラを養
う～その情報はホント？～

日時（全3回）令和2年1月26日㈰、2月2
日㈰・9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（学）
の16歳以上の方　定員 18人（抽選）
講師三浦準司氏（ジャーナリスト・共同通
信社元ロンドン支局長）　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・電話番号を書いて下記問合せ先へ

（電子申請可）　 申込締切日 1月14日㈫（必
着）　問合せ 〒111−8621　生涯学習セ
ンター生涯学習課 TEL （5246）5821

生涯学習センターパソコン講座
第3期

　

内容・日程（各全5回）①「ワードコース・

チラシを作ってみよう」令和2年1月21日
〜2月18日の火曜日　②「エクセルコー
ス・家計簿を作ってみよう」1月24日〜2
月21日の金曜日　③「パワーポイントコー
ス・はじめての資料作り」1月23日〜2月
20日の木曜日　時間午後7時〜9時
場所 生涯学習センター　対象 区内在住か
在勤の15歳以上でパソコンの基本操作が
できる方（学生を除く）　定員各18人（抽
選）　費用各1,000円（教材費）
申込方法 講座名（①〜③）・住所・氏

ふりがな

名・
年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・所
在地・電話番号をはがきかファックスまた
はメールで下記申込先へ※各コース1通の
み、受講時は返信する受講票を持参
申込締切日 1月8日㈬（必着）
申込み・問合せ 〒111−0032　浅草2−2
−1森田ビル2階　㈲フォーティ
TEL・FAX（3842）6453
Eメール taito@fortynet.co.jp
問合せ 台東区生涯学習課
TEL （5246）5821

初級障がい者スポーツ指導員養
成講習会

日程 令和2年2月29日㈯、3月1日㈰・8日
㈰・14日㈯・15日㈰※2グループに分か
れ、5日間のうちの4日間に参加　時間 午
前9時〜午後5時　場所 文京総合体育館（文
京区本郷7−1−2）、江戸川橋体育館（文
京区小日向1−7−4）　対象 区内在住か在
勤（学）の18歳以上（平成31年4月1日
現在）で、障害者スポーツに関心があり、
今後関わりたいと考えている方　定員 12
人（抽選）※指導員登録には費用がかかり
ます。また、全課程を修了できない方は、
改めて全課程の受講が必要です。
申込方法 申込用紙（町会回覧で配布・区
ホームページからダウンロード可）に記入
し、下記問合せ先へ郵送かファックスまた
は持参　 申込締切日時 1月14日㈫午後5時

（消印有効）
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

高齢者施設ボランティア育成講
座

日時令和2年1月24日㈮午前10時〜午後3
時45分　場所 老人福祉センター※演習・
体験・試食あり、動きやすい服装で参加　
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）
申込締切日 1月23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

介護の仕事の説明・就職相談や介護ロボッ
ト体験・最新車イス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 介護の仕事
に関心のある方
問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

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

おんぶ講座 令和2年1月20日㈪
午前10時45分〜11時45分

区内在住の首がすわ
った時期〜11か月
の子供

10組
(先着順)

12月27日
㈮

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」 TEL （5824）2535

箏アンサンブル
コンサート

1月10日㈮
午前10時45分〜11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

100組
(先着順)

12月20日
㈮

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」 TEL （3834）4577

のびのびタイム
「お正月遊び」

1月8日㈬
午前10時30分〜11時30分

区内在住の3歳まで
の子供 なし 自由参加 寿子ども家庭支援センター

「のびのびひろば」 TEL （3841）4631
フラ・エクササ
イズ

1月15日㈬
午前11時〜11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

10組
(先着順)

12月27日
㈮

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
「ぽかぽかひろば」 TEL （3824）5532

子ども家庭支援センターの催し
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