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など催しものなど催しもの など催しもの
地域で暮らす外国人のスピーチ
を聴きに来ませんか

スピーチ後には外国人との交流の時間もあ
ります。　日時 3月8日㈰午後2時～4時
場所区役所10階会議室　定員 40人（先着
順）　申込み・問合せ 区民課
TEL （5246）1126（区HPから申込可）

第32回桜橋花まつり

日程 3月28日㈯・29日㈰　場所 隅田公園
山谷堀広場※詳しくは、広報「たいとう」
3月5日号に掲載予定です。　問合せ 桜橋
花まつり実行委員会（北部区民事務所清川
分室） TEL （3876）3566

明るい選挙推進協議会講演会
「選挙をめぐる最近の情勢」

日時 3月11日㈬午前10時30分～正午
場所区役所10階会議室　定員 80人（先着
順）　講師 三浦雄二氏（全国市区選挙管理
委員会連合会事務局長）
申込み・問合せ 選挙管理委員会事務局
TEL （5246）1461

東京・春・音楽祭2020ミニ・
コンサート「桜の街の音楽会」

日時 3月10日㈫①午前11時　②午後2時
（各20分程度）　場所 ①区役所1階ロビー　
②生涯学習センター1階アトリウム
出演 細川愛梨氏（フルート）、香川明美氏

（ピアノ）　問合せ 東京・春・音楽祭実行
委員会 TEL （5205）6497　台東区文化
振興課 TEL （5246）1153

美術館で聴く子どものためのク
ラシック

日時 3月28日㈯午後6時30分～7時
場所 上野の森美術館「VOCA展2020」
展示会場（上野公園1−2）　対象 4歳～低
学年までの子供とその保護者　定員 50組

（抽選）　出演鈴木絵由子氏、加藤美菜子氏、
山田健史氏、佐々木大輔氏　申込方法 メー
ルで住所・子供の氏

ふりがな

名（きょうだいでの参
加可）・年齢・保護者の氏

ふりがな

名（2人まで）・
電話番号・メールアドレスを件名「VOCA
展コンサート応募」にして下記問合せ先へ
※申込締切後、1週間以内にメールで当落
の連絡をします。　 申込締切日 2月28日㈮　
問合せ 第一生命保険㈱DSR推進室「VOCA
展コンサート」担当
TEL 050（3780）4078
Eメール dlgallery@dl.dai-ichi-life.co.jp
台東区文化振興課 TEL （5246）1153

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

期間 2月7日㈮～3月13日㈮　場所 区役所
1階台東アートギャラリー　
展示作品 「敦煌莫高窟壁画第427窟 方柱 
北龕西側　菩薩図（隋）」槗岡昭男氏、「敦
煌莫高窟壁画第323窟 南壁 西側 菩薩図

（初唐）（右）」畑井智和氏、「敦煌莫高窟壁
画第323窟 南壁 西側　菩薩図（初唐）

（左）」湯山東氏　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

上野学園大学による午後のコン
サート 「春を讃えて」

日時 3月5日㈭午後1時30分開場、2時開演　
出演上野学園大学音楽学部学生

入場料 500円※当日会場で午後1時30分か
ら販売、未就学児入場不可
区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待
申込方法 往復はがきに演奏会名・希望人数

（2人まで）・住所・氏名・電話番号、在勤
の方は勤務先を書いて下記問合せ先へ※応
募者多数の場合は抽選　 申込締切日 2月20
日㈭（必着）　 場所・問合せ 〒110−0007　
台東区上野公園8−43　旧東京音楽学校奏
楽堂 TEL （3824）1988

下町風俗資料館休館のお知らせ

特別展の終了に伴い、常設展示への切り替
え作業のため、下記の期間休館します。
期間 2月25日㈫～28日㈮　問合せ 下町風
俗資料館 TEL （3823）7451

ママオト
～親子で楽しむ音楽会2020～

日時 3月1日㈰午後1時開場、1時30分開演　
場所生涯学習センターミレニアムホール
入場料（全席指定）一般2,500円、3歳～小
学生500円※0～2歳の膝上観覧は無料、
大人1人につき子供1人まで
販売場所 チケットぴあ（ TEL 0570−02
−9999、Ｐコード165−708）
問合せ ママオトコンサート事務局
TEL （5685）6290
台東区芸術文化財団 TEL （5828）7591

第1期硬式テニス教室

日時（各全10回）4月8日～6月24日の水・木
曜日（4月29日、5月6日、6月18日を除く）
午前9時～午後9時　対象 区内在住か在勤

（学）で高校生以上の方（未経験者不可）
定員 240人（抽選）　持ち物 運動着、シュー
ズ、ラケット　申込方法 往復はがき（1人
1枚・1クラス）に教室名・希望クラス・
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号、区外在住の
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※重複申込・記入
漏れ無効　 申込締切日 2月21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

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室第1期」

期間（各全7回）4月10日～5月23日の金・
土曜日　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歳児コースは午前9時30分～10時30
分　④5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 3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

輪投げ大会
（台東区シニアクラブ連合会）

日時 2月25日㈫午前9時40分受付、10時
開始　場所 区役所10階会議室　対象 区内
在住の60歳以上で、シニアクラブに加入
していない方　定員 30人（先着順）
問合せ 健康課 TEL （5246）1214

環境ふれあい館ひまわり
環境学習室「登録制プログラム」

①ビオトープ調査隊　 活動日時 第1日曜
日・小学1・2年生は午前10時30分～正

午、小学3～6年生は午後2時～4時　
対象 区内在住か在学の小学生　定員 各15
人（抽選）　申込方法 下記問合せ先で配布
する申込用紙に記入し提出
申込締切日 3月12日㈭
②きっずインタープリター　活動日時 開館
日　対象区内在住か在学の小学生
申込方法 下記問合せ先で配布する申込用
紙に記入し提出
③バケツ稲クラブ　活動日時 第2日曜日午
前10時30分～正午※3月15日㈰午後1時
30分、21日㈯午前10時30分の説明会に
参加した方のみ申込可。説明会への参加は、
電話で下記問合せ先へ。　対象区内在住か
在勤・在学（園）の4歳以上の親子
定員 9組（抽選）　問合せ 環境ふれあい館
ひまわり環境学習室 TEL （3866）2011

フリーマーケット出店者募集

日時 ①3月1日㈰午前9時～午後3時　②8
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 ①②2,000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 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

区民体育祭

●陸上競技　日程 3月29日㈰　場所 台東
リバーサイドスポーツセンター陸上競技場
申込締切日時 3月6日㈮午後5時

●サッカー・フットサル　日程 4月13日㈪
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
陸上競技場ほか※申込締切日時等詳しくは
台東区サッカー連盟HPをご覧ください。

◆　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、
区HPまたは生涯学習センター5階スポー
ツ振興課で配布する大会要項をご覧くださ
い。　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

令和2年度柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室第1期」

日程（全7回）4月8日～6月3日の水曜日（4
月29日、5月6日を除く）
時間 3・4歳コースは午後3時～3時45分、
5・6歳コースは午後4時～4時45分
対象 区内在住の3～6歳の未就学児　　　
定員各30人（抽選）　申込方法 往復はがき
に希望コース・住所・氏

ふりがな

名・生年月日・性別
・保護者の氏

ふりがな

名・電話番号を書いて下記問
合せ先へ　 申込締切日 3月6日㈮（必着）　
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
スポーツ振興課 TEL （5246）5853

浅草高校温水プール水泳教室

内容・日程 ①かんたんアクアビクス・2月
15日㈯　②ゆったりクロール＆バタフラ
イ・23日㈷　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　定員各30人（先着順）
費用 250円（プール利用料）　申込方法 催
し名（①か②）・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 都立浅草高等学校温
水プール TEL ・ FAX（3874）3019
問合せ スポーツ振興課
TEL （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「くまの
がっこう　ジャッキーのパンやさん」ほか
日時 2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
学年とその保護者　定員各60人（先着順）
場所・問合せ 石浜図書館
TEL （3876）0854
●ぬいぐるみおとまり会　おはなし会の
後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐるみ
が図書館探検をする様子をアルバムにしま
す。　日時 おはなし会・ぬいぐるみ預か
りは2月22日㈯午後2時～2時45分、ぬい
ぐるみ・アルバムお渡しは23日㈰正午～
午後5時　対象 図書館利用登録のある幼児
～小学校低学年の子供※未就学児は保護者
同伴、初めて参加する子供に限る、子供1
人につき1体　定員 5人（先着順）
申込方法 中央図書館谷中分室カウンター
で申込み　 申込開始日時 2月8日㈯
場所・問合せ 中央図書館谷中分室
TEL （3824）4041
●根岸図書館えいがとおはなし会「くまの
がっこう ジャッキーのパンやさん」
日時 2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 3月5日
㈭①午前10時15分　②11時　対象 区内
在住の平成30年9月5日～令和元年9月4
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
の回も同内容　 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 2
月20日㈭　 場所・問合せ 台東子ども家庭
支援センター TEL （3834）4577

たいとうやまびこ塾 
「マジックに挑戦！」

日時（全3回）3月3～17日の火曜日午後2
時～4時　場所生涯学習センター
対象 区内在住か在勤（学）の方　定員 15
人（抽選）　講師 片山彰人氏（学習支援ボ
ランティア）　費用 1,000円
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 2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

台東区ジュニアオーケストラ　
アンサンブル部スプリングコン
サート

日時 3月8日 ㈰ 午 後1時30分 開 場、2時
開演　場所 生涯学習センターミレニアム
ホール※入場整理券は2月5日㈬より生涯
学習センター1階受付（第1・3・5月曜日
休館）で配布　曲目 パイレーツオブカリ
ビアン、スターウォーズほか　問合せ 生
涯学習課 TEL （5246）5851

少年リーダー研修会

●研修生募集　グループゲームや野外活動
を通じて、青少年の成長を応援します。　
日程第2土曜日（8月を除く）ほか
対象 区内在住か在学の4月時点で小学4年
生～高校生年代（中学生以上は要問合せ）
費用小中学生2,600円、高校生年代3,650
円（キャンプやハイキング等別途）※申込
方法等、詳しくは区立小学校、生涯学習セ
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ンター5階生涯学習課で配布する募集案内
をご覧ください（区HPからダウンロード
可）。　申込締切日 3月23日㈪
●リー研フェスタ　少年リーダー研修会の
メンバーと、ゲームや工作を行います。
日時3月15日㈰午前10時～午後3時
場所生涯学習センター　内容ゲーム、工作、
少年リーダー研修会活動報告、研修会参加
希望者相談・申込受付

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ生涯学習課 TEL（5246）5821

ことぶき教室（前期）

期間4月～9月　対象区内在住の60歳以上
の方　費用実費（教材費）　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（1人1教室・抽選）
必要な物本人確認できる物（老人福祉施設
使用登録証か健康保険証等）、84円切手
申込締切日 3月19日㈭
場所・問合せ 教室名 定員 日時（※）

老人福祉
センター
TEL

（3833）
6541

茶道 20人 2・4木曜日 午後
コーラス 30人 2・4木曜日 午前
花とはな 20人 2・4金曜日 午後
カラオケ 30人 2・4水曜日 午後
民謡 30人 1・3水曜日 午後
ヨガ 20人 1・3木曜日 午前
スマート
フォン 20人 1・3木曜日 午前

ストレッチ 20人 2・4木曜日 午前
書道 20人 1・3金曜日 午後

入谷老人
福祉館
TEL

（3873）
9036

新フラダ
ンス 20人 1・3木曜日 午後

唱歌と
昭和歌謡 30人 2・4 木曜日 午後

カラオケ 30人 1・3火曜日 午後
絵手紙 20人 1・3金曜日 午後
麻雀 20人 2・4木曜日 午前

橋場老人
福祉館
TEL

（3876）
2365

カラオケ 30人 1・3土曜日 午前
サルサ 20人 1・3木曜日 午前
麻雀 20人 2・4木曜日 午後
折り紙 20人 2・4木曜日 午後
囲碁 20人 2・4木曜日 午前

三筋老人
福祉館
TEL

（3866）
2417

スマート
フォン 20人 2・４土曜日 午前

新舞踊 20人 1・3木曜日 午前
フラワー
アレンジ 20人 1・3木曜日 午後

書道 20人 2・４土曜日 午後
カラオケ 30人 1・3土曜日 午後

（※）日時の午前は午前10時～正午、午後は
午後1時30分～3時30分

産業研修センターから

●ファッション・マーケティング講座「国
際靴見本市MICAMに見る2020年秋冬ト
レンドとマーケットの行方」　日時3月11
日㈬午後6時30分～8時　対象区内在住か
在勤（学）の方　定員30人（抽選）
講師大谷知子氏（靴ジャーナリスト）
費用1,000円　申込方法講座名・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・所在地をはがきかファック
スまたはメール（kensyuusenta@jcom.
home.ne.jp）で右記問合せ先へ
申込締切日 3月4日㈬（必着）
●第1回トレーニング教室
日時（全15回）4月7日～7月21日の火曜日
午後1時30分～3時　対象区内在住か在勤
の方　定員20人（抽選）　費用4,000円

（15回分・初日に支払）　申込方法往復は
がきに教室名・住所・氏

ふりがな

名・年代・電話番
号、在勤の方は勤務先名・所在地を書いて
右記問合せ先へ　 申込締切日 3月17日㈫

（必着）　
●基礎英会話教室　日時（全20回）4月7日
～8月25日の火曜日午後6時30分～8時
30分　対象区内在住か在勤（学）の16歳
以上の方　定員20人（抽選）　費用6,000
円（教材費別）　申込方法往復はがきに教
室名・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 3月17日㈫

（必着）　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

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
FAX（3871）9525

ハンディキャップを背負った
方々との楽しい教室の集い（東
京上野ロータリークラブとの協
働事業）

日時3月24日㈫午後0時30分～2時30分
場所生涯学習センターミレニアムホール
対象区内在住の高齢者または障害者
出演三貴哲成氏（歌謡ショー）、柳亭市弥
氏（落語）、三遊亭絵馬氏（紙切）
問合せ老人福祉センター
TEL（3833）6541

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

映画「女を修理する男」
上映会&トークイベント

日時3月7日㈯午後1時～4時　定員30人
（先着順）　講師米川正子氏（筑波学院大
学准教授 コンゴの性暴力と紛争を考える
会／NPO法人congo-RITA代表）
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
申込受付開始日 2月8日㈯
託児の申込締切日2月29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

Photo Voiceから防災を学ぶ
～東日本大震災で被災した女性
たちの写真と声（メッセージ）～
①展示　②ワークショップ

日時・場所 ①3月9日㈪～15日㈰・生涯学
習センター1階アトリウム（14・15日の
み）、下記問合せ先　②14日㈯午後1時30
分～3時30分・下記問合せ先　講師湯前
知子氏（NPO法人フォトボイス・プロジェ
クト共同代表）　定員30人（先着順）
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
託児の申込締切日3月7日㈯
申込受付開始日 2月8日㈯
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

講演会「男のトイレ事情」

日時3月2日㈪午後1時30分～4時
場所台東保健所3階　対象区内在住の男性
定員30人（先着順）　講師鈴木康之氏（東
京都リハビリテーション病院副院長兼泌尿
器科診療部長）　 申込受付開始日 2月10日
㈪　 申込み・問合せ介護予防・地域支援課
TEL（5246）1295

ムスリム・ベジタリアン対応実
践講習会

飲食・宿泊事業者向けの内容です。
日時3月6日㈮午後2時　場所浅草文化観
光センター　定員20人（先着順）
申込方法参加希望日・氏名・電話番号を電
話かファックスで下記問合せ先へ
問合せ観光課 TEL（5246）1447
FAX（5246）1515

外国人旅行者接遇研修会
「おもてなし講座」

日時2月22日㈯午後2時～4時　場所浅草
文化観光センター6階　定員70人（先着
順）　講師ジェイソン・ハンコック氏（俳
優・タレント）　申込方法氏名・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 2月21日㈮
問合せ観光課 TEL（5246）1447
FAX（5246）1515
Eメール taito-omotenashi@city.taito.
tokyo.jp

ひきこもりに関する①講演会
「ひきこもり家族のライフプラン」
②個別相談会　③茶話会

日時3月1日㈰①午後1時～2時30分　②
午前10時～正午、午後3時～5時　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　②午前4組、午後2
組（1組55分程度）　③20人※②③は要申
込、区内在住の方優先　講師①畠中雅子
氏（ファイナンシャルプランナー）　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 2月20日㈭
問合せ子育て・若者支援課
TEL（5246）1341
FAX（5246）1289

財産管理の選択肢
「家族信託」を学ぶ

日時3月5日㈭午後2時～4時　対象区内在
住か在勤で学習会の内容に関心のある方
定員40人（先着順）　内容事例から学ぶ家
族信託の活用方法　講師松尾企晴氏（家
族信託コーディネーター）
申込締切日 3月3日㈫
場所・申込み・問合せ台東区社会福祉協議
会 TEL（5828）7507

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
「はじめてのパソコン」・3月9日㈪、12日
㈭、16日㈪　②「ワードでポスターやチ
ラシを作成」・3月10日㈫、13日㈮、17
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3
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 2月19日㈬（必着）※募集数
に達しない場合、20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

第6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3月4日㈬午後1時30分～4時
場所DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3－
1－10）　対象次の全てを満たすこと①飼
い主が区内在住で、台東区で登録をしてい

る小・中型犬（背中～地面まで約40セン
チメートル以内）　②今年度の狂犬病予防
注射および1年以内に混合ワクチンを接種
している　③犬の健康状態に問題がなく

（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっ
ていない）、他の人や犬に対して過剰に吠
えたり、威嚇したり、咬傷事故を起こした
ことがない　④エリアを利用する家族全員
で参加できる　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）
受講上の注意 ①中学生以下は保護者同伴　

②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可　③
犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼
い主が参加（1人で複数頭連れてくること
はできません）
申込方法区HPから申込むか電話で下記問
合せ先へ
申込期間 2月5日㈬～26日㈬
問合せ台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

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」

日時2月18日㈫、3月17日㈫午後1時～4
時（受付は3時まで）　場所区役所4階401
会議室　対象区内に空き家等を所有して
いる方　定員各3組（1組60分程度・先着
順・予約優先）※予約に空きがあれば当日
受付可　相談員宅地建物取引士・建築士
ほか　 申込み・問合せ住宅課
TEL（5246）1468

介護職員初任者研修（通学）受
講者募集

日時講義・演習は4月10日㈮～7月6日㈪
のうち44日間午後6時30分～9時30分（8
時30分までの日もあり）、実習は6月8日
㈪～19日㈮のうち指定する1日午前8時
30分～午後5時30分、修了式は7月7日㈫
午後6時30分　場所三ノ輪福祉センター　
対象全日程通学可能な方※区内在住か在
勤の方優先　定員24人（先着順）
費用79,100円（テキスト代含む）
申込方法電話で申込書を下記問合せ先へ
請求し、本人確認できる物（運転免許証・
健康保険証などの写し）とともに提出
申込締切日 3月30日㈪（必着）
問合せ台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

日本で働く外国人のための日本
語講座～N4レベル～

日時①2月19日㈬　②21日㈮午後1時30
分～4時30分　場所①区役所3階302会議
室　②区役所4階401会議室　対象介護の
仕事をしているまたは関心のある外国人の
方　定員10人（先着順）　申込方法電話か
メールで下記問合せ先へ
申込締切日 2月18日㈫
問合せ台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228
Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp

介護現場で外国人と働く日本人
のための日本語講座

日時①2月19日㈬　②21日㈮午後6時～9
時　場所①区役所6階603会議室　②区役
所4階401会議室　定員10人（先着順）
申込方法電話かメールで下記問合せ先へ　
申込締切日 2月18日㈫
問合せ台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228
Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp


	taito20_0205_9
	taito20_0205_8

