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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
ひとり親家庭
「春の日帰りバスハイク」
～ツインリンクもてぎ～

日時6月27日㈯午前7時30分区役所集合　
※雨天決行、荒天時行先変更の場合あり　
行先ツインリンクもてぎ（栃木県芳賀郡）　
対象区内在住のひとり親家庭の子供（4～
15歳）と保護者（親子で参加できる方）
定員18組（抽選）　費用無料（昼食代は
自己負担）※台東区母子寡婦福祉協議会

（年会費500円）への入会をお願いしてい
ます。定員を超えた場合、過去の参加回数
の少ない方を優先します。　申込方法 は
がきに催し名・参加者全員の住所・氏

ふりがな
名・

生年月日・年齢・学年・電話番号（自宅と
携帯）・今までのバスハイク参加回数を書
いて郵送か直接下記問合せ先へ
申込締切日 5月29日㈮（必着）
問合せ 〒110－8615　台東区役所子育
て・若者支援課（区役所6階⑥番）
TEL（5246）1237

台東リバーサイドスポーツセン
ターから
●初心者のためのスポーツ教室「卓球」
日時（全7回）5月22日～7月3日の金曜

日午後7時～9時　場所台東リバーサイド
スポーツセンター第2競技場　対象区内在
住か在勤（学）の高校生以上の方
定員30人（先着順）　持ち物運動できる
服装、室内履き　申込方法 電話で右記問
合せ先へ　申込締切日 5月20日㈬
●初心者ゴルフ教室　 日時（全8回）6月4
日～7月2日の月・木曜日（6月25日を除
く）午後6時30分～8時30分　場所台東
リバーサイドスポーツセンター、フナボ
リゴルフ（江戸川区船堀）　対象区内在住
か在勤（学）の18歳以上の方　定員30人

（抽選・初めての方を優先）　講師台東区
ゴルフ連盟講師団　費用10,000円（8回
分）※別途練習場のボール代
申込方法 はがきに教室名・住所・氏

ふりがな
名・

年齢・性別・電話番号、在勤の方は勤務先
名・所在地を書いて下記問合せ先へ　
申込締切日 5月22日㈮（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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

「台東区観光ボランティアガイド」
養成講座

期間6月～令和3年3月の第2・4の水曜日
時間午前10時～正午　場所浅草文化観光
センター　対象区内または近隣区在住で、
台東区の歴史や文化に関心があり、全日
程受講可能で、講座終了後はボランティア
ガイドとして活動できる方※詳しくは6月
10日㈬午前10時からの事前説明会でお知
らせします。　定員30人程度　費用テキ
スト代　申込方法往復はがきに住所・氏

ふりがな
名

・年齢・職業・電話番号・メールアドレス・
応募動機を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月29日㈮（必着）
問合せ〒111－0034　台東区雷門2－18
－9　浅草文化観光センター内　台東区観
光ボランティアの会 TEL（3842）5599
浅草文化観光センター
TEL（3842）5501

つばさ福祉工房「さをり展」
障害のある方が手織りで作った製品を展示
販売します。　期間5月26日㈫～29日㈮　
午前9時30分～午後4時30分　（最終日は
3時30分まで）　場所区役所1階ロビー　
問合せつばさ福祉工房
TEL（3842）2838

産業研修センターの催し
●第1回CAD入門講座「RootPrｏCAD」
日時（全2回）6月2日㈫・3日㈬午後6時

～8時30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）
講師清水直人氏　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・所在地を書いて右記問合せ
先へ　申込締切日 5月12日㈫（必着）
●革製品のリメイクと染色教室
日時（全10回）6月6日～11月21日の土曜
日午後1時30分～4時30分　対象区内在
住か在勤の方　定員10人（抽選）
費用10,000円（10回分）※別途5,000
円程度（消耗品代）　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 5月16日㈯（必着）

●第１回革小物　手作り教室　本革コイン
ケース　日時6月13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）　講師倉shoes 倉田哲
也氏（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） 　
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、会員の方は会員番号を書いて下
記問合せ先へ　申込締切日 5月23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

あさがお展示会への参加募集
8月4日㈫・5日㈬に実施するあさがお展
示会で朝顔のコンテストを実施します。
※参加賞等あり　対象区内在住か在勤

（学）の方　応募要件本人が種か苗から育
てた鉢植えの朝顔、5～7号の大きさ3鉢
まで※7月上旬に事前申込み、詳しくは下
記問合せ先へ　問合せ環境課
TEL（5246）1323

花とみどりの園芸講習会
「夏を楽しむ寄せ植えを作ろう」
日時6月6日㈯①午前10時　②午後1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　定員各30人（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）　申込方法往復はがき（1人1枚）
に催し名・希望時間（①か②）・住所・氏名・
年齢・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（電子申請可）　申込締切日 5月18日㈪

（必着）　問合せ 〒110－8615　台東区
役所環境課 TEL（5246）1323

リサイクル
●リサイクル活動室出前講座「手拭いを利
用したミニトートづくり」　日時5月16日
㈯午後2時～4時　場所谷中区民館
定員10人（先着順）　費用100円（材料費）
申込み・問合せ環境ふれあい館ひまわり
TEL（3866）8050
●フリーマーケット出店者募集　日程①5
月24日㈰　②31日㈰　時間①午前8時～
午後4時　②午前9時～午後4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）①15店　②
40店　出店料①1,500円　②2,000円
※区民はリサイクル推進友の会HPから予
約で1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後
4時） TEL 090（3068）3534　②リサ
イクル推進友の会（午前10時～午後4時）
TEL（3412）6857　問合せ 台東区清
掃リサイクル課 TEL（5246）1291
●子供用品限定　ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集　日時6月21日㈰・28日㈰
午前10時～午後2時　出店数 23店（抽選）
※区内在住の方優先　申込方法出店日・住
所・氏名・年齢・電話番号・子供の年齢を
メールか直接下記問合せ先へ※電話での申
込み不可、営業関係の方の出店不可
申込締切日時 5月15日㈮午後6時※出店決
定者のみ出店票を送付　 場所・問合せ 環
境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室
TEL（3866）8050
Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

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　第2期

学年、泳力別に分かれて行う、長期型の泳
力向上教室です。　 日程（全8回）6月6日
～7月25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　定員各30人（抽選）　講師野村
不動産ライフ＆スポーツ　費用8,500円

（8回分・保険料含む）※レッスン後の利
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
申込締切日 5月18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

介護職　就業促進事業
介護業界の現場で働きながら、介護の資格
を無料で取得できます。　雇用期間令和3
年1月末まで※最長6か月　対象介護の資
格をもっていない方（初任者の資格をお持
ちの方を含む）で、介護職として働くこと
を希望する方　勤務地区内の高齢者施設　
時給1,100円※雇用期間終了後、合意の
場合は継続雇用可　申込締切日 10月23日
㈮　申込み・問合せ台東区社会福祉事業団
TEL（5603）2228

来食サービス（いきいきランチ）
特別養護老人ホーム・デイサービスの施設
の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと
れた食事を提供します。　日時月～金曜
日（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時　
場所三ノ輪福祉センター　対象区内在住
か在勤の60歳以上の方　定員20人（先着
順）　費用555円　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
持ち物本人確認できる物（健康保険証等）　
問合せ みのわ高齢者在宅サービスセン
ター TEL（5603）2245

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

女性創業者・メンター交流会
～わたしらしく働く「起業」とい
う選択肢2020～
日時（全5回）6月20日㈯午後1時～3時、
27日㈯・7月4日㈯午後1時～4時、11日
㈯・18日㈯午前10時～正午　場所生涯学
習センター　対象創業に関心のある女性、
創業して間もない女性経営者や個人事業主
定員12人程度（先着順）※託児あり（1
歳以上の未就学児・各開催日の10日前ま
でに要予約）　講師白羽玲子氏、吉田彩衣
子氏、髙木容子氏、関笑氏、黒田治子氏、
西久保直美氏　費用1,000円（5回分）　
申込方法催し名・住所・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　問合せ台東区産業振興事業団
TEL（5829）4124
FAX（5829）4127
Eメール keiei@taito-sangyo.jp

無料建築相談室
日時5月14日㈭、6月4日㈭午後1時～4
時　場所・問合せ住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

新型コロナウイルス感染防止のため、
各事業等が中止・延期される場合があ
ります。開催が中止・延期される場合
は、区HPに掲載し
ます。右記二次元
コードをご覧いただ
くか、各問合せ先へ
ご確認ください。

●民生委員・児童委員ってどんな人？　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱を受
けた非常勤の地方公務員で、ボランティアとして活動しています。民生委員は児
童委員を兼ねており、担当地域を持っています。委員の中には、担当区域を持たず、
子供を取り巻く問題を専門に担当している主任児童委員もいます。
●どんな活動をしているの？　高齢者や障害のある方、子育て中の方などの生活
上の相談を受け、必要に応じて区や関係機関を紹介し、適切な支援につなげてい
きます。また、関係機関と連携して、高齢者への声掛けや見守りなども行ってい
ます。
●こんなときにはご相談を　①身体の障害や高齢で、暮らし・生活に不安がある　
②福祉サービスの制度や窓口が分からない　③育児や子供のしつけで悩んでいる
……など
※相談内容等の秘密は守られますので、ご安心ください。お住いの地域の担当委
員については、下記へお問合せください。
※新型コロナウィルス感染防止のため、民生委員・児童委員の相談等については、
対面でなければならない場合を除き、電話等で行っています。　
問合せ福祉課福祉振興係 TEL（5246）1172

5月12日は「民生委員・児童委員の日｣ です
～支えあう　住みよい社会　地域から～


